
基本計画施策体系図
基本構想 基本計画の構成案 後期基本計画における施策体系

まちづくりの大綱 政策分野 ｷｬｯﾁｺﾋﾟｰ 基本目標 基本政策（17項目） 基本施策（48項目） 主な施策の内容（144項目） 基本政策（17項目） 基本施策（57項目）※１ 後期基本計画における施策の内容（170項目）

●子ども・子育て
➀出会い・結婚・出産しやすい環
境づくり

出会い・結婚／妊娠・出産 🌟新規 ―

●教育 25. 子育ち・子育て支援の推進
子育ち支援のまちづくりの推進／子育て家庭支援の充実／保育内容・保育
環境の充実／子どもを育む環境の整備／一人ひとりの子どもの育ち支援

26. 一人親家庭に対する福祉の
充実

子育て・生活環境の整備／経済的な支援と就業支援

➂幼児教育の充実 就学前教育の充実／家庭教育支援の充実 29. 幼児教育 就学前教育の充実／教育環境の整備／家庭教育支援の充実

➃学校教育の充実 教育内容の充実／教育環境の整備 30. 学校教育 信頼される学校づくりの推進／教育内容の充実／教育環境の整備

➄健やかな育ちへの支援
貧困対策の推進／虐待の防止／発達支援の充実／特別支援の充実／
青少年健全育成の推進／放課後児童クラブの充実

3-3　生涯学習スポーツ
社会の実現

34. 青少年の健全育成 健全育成活動の充実／放課後児童クラブの充実

●高齢・障がい福
祉

⑥地域福祉の充実
ボランティア活動の促進／津市社会福祉協議会との連携強化／民生委
員・児童委員活動の推進／地域における福祉活動の充実

22. 地域福祉の充実
総合的な地域福祉施策の推進／津市社会福祉協議会との事業連携／福祉
サービスの適切な利用／ボランティア活動の促進／地域における福祉活動
の基盤づくり

●保健・医療 ➆高齢者福祉の充実
高齢者の生きがいづくり／生活支援の充実／地域包括ケアシステムの
確立／介護予防の推進

23. 高齢者福祉の充実
高齢者が安心して生活できる地域社会の推進／高齢者の介護予防・健康づ
くりの推進／高齢者の生きがいづくり・生活支援の充実／地域包括ケアの推
進／介護保険サービス等の充実

➇障がい者（児）福祉の充実 生活支援の充実／自立と社会参加促進 24. 障がい者（児）福祉の充実
総合的な障がい者（児）福祉の推進／安心できる暮らしに向けた生活支援／
自立と社会参加の促進／安心した暮らしのできる地域基盤づくり

➈低所得者福祉の充実 生活困窮者自立支援体制の充実／適切な支援 28. 低所得者福祉の充実 適切な支援の実施／自立支援体制の充実

➉健康づくりの推進
健康寿命の延伸／こころの健康づくり／健康づくりの意識の向上／地域
保健対策の推進／生活習慣病予防の推進／健診・指導の充実／子ど
もの育ちを支える健康づくり

20. 健康づくりの推進
自らの健康管理意識の向上／親と子の健康支援の充実／こころの健康づく
りの推進／地域保健対策の推進

⑪地域医療・救急医療体制の充
実

地域医療環境の充実／救急医療体制の充実 21. 地域医療の推進 地域医療環境の充実／救急医療体制の整備

⑫公的医療保険の安定運営 健全な事業運営
2-3　地域福祉社会の形
成

27. 公的医療保険の運営
国民健康保険の健全な事業運営／特定健診・特定保健指導の推進／高齢
者の医療制度の安定した運営

●防災・消防 ⑬防災・減災施策の強化
地域防災力の強化（自助・共助の促進）／避難体制の強化／耐震化の
促進（住宅等）／防災教育の推進

14. 終わりなき防災施策の強化
災害対応力の強化／津波対策の推進／情報収集・伝達体制の強化／避難
体制の強化／応急対策の強化／災害対策の体制強化／自主防災力の強
化／予防力の強化

●防犯・交通安全 ⑭災害に強いまちづくりの推進 治水・治山対策の強化／耐震化の推進（インフラ） 15. 災害に強いまちづくりの推進
災害から生命を守り、安心して暮らせるまちづくりの推進／治水対策の推進
／治山対策等の推進

⑮消防力の強化 消火・救急・救助体制の充実／予防体制と地域の消防力の向上 16. 消防力の充実
消火・救助体制の充実／救急体制の充実／予防体制と地域の消防力の向
上

18. 防犯対策の推進 地域の防犯力の向上／暴力追放の推進

19. 消費者の保護 消費生活の充実／計量業務の充実

⑰交通安全対策の強化 交通安全施設の充実／交通安全意識の高揚 17. 交通安全対策の推進 交通安全施設の充実／交通安全意識の高揚

●環境 1-1　循環型社会の形成
4. 環境共生社会の実現に向けた
活動推進

環境施策の総合的な推進／市民の環境意識の高揚／環境学習・環境教育
の推進

●住環境 5. 多様な自然環境の保全 森林の保全と活用／親水空間の形成／自然とのふれあい

●都市空間 6. 環境保全対策の推進 環境調査の推進／公害防止対策の充実／良好な生活環境の保持

1. 資源の循環的利用の推進 ごみゼロ社会の実現に向けた３Ｒの推進／再生資源の利用拡大

2. 廃棄物等の適正な処理
廃棄物の適正な処理／ごみ処理施設等の整備推進／不法投棄防止対策の
強化

3. 環境への負荷の少ない社会の
形成

環境負荷の少ないエネルギー施策の推進／持続可能なエネルギーの有効
活用への取組／地球温暖化対策の推進

⑳安全な水の安定供給 安全で安定した給水の確保／水道経営の健全化／水源の保全 10. 上水道・簡易水道の整備 安全で安定した給水の確保／水道運営基盤の強化／水道水源の保全

㉑生活排水対策等の推進
下水道の整備推進／普及促進／下水処理対策の推進（農業集落排水・
浄化槽）／雨水排水対策の推進

11. 生活排水対策の推進 生活排水対策の総合的な推進／生活排水施設の維持管理

㉒生活道路の整備 狭あい道路の拡幅・整備／道路・橋りょうの維持管理 12. 生活道路の整備 狭あい道路の整備／安全・安心な道路等の確保

1-3　快適な生活空間の
形成

7. 住環境の整備 良好な住環境の形成／定住の促進／公営住宅等の整備

1-4　生活基盤の整備
13.墓地の維持管理と斎場の整
備

墓地の適切な維持管理／新斎場の整備

㉔港湾・海岸堤防の整備 海岸堤防の整備／港湾機能の向上 4-2　交流機能の向上 47. 港湾・海岸の整備
津松阪港海岸直轄海岸保全施設整備事業の促進／海岸堤防の整備促進
／港湾機能の向上

㉕良好な景観の形成 景観形成の推進／地域特性に応じた景観形成 8. 良好な景観の形成 景観形成の総合的な推進／地域特性に応じた景観形成の推進

㉖緑化の推進と公園緑地の整
備

緑化の推進／公園緑地の整備 9. 緑化の推進と公園緑地の整備 緑化の総合的な推進／公園緑地の整備と管理

㉗都市機能の整備 拠点の整備／都心軸の整備 45. 都市機能の整備 都市づくりの推進／交流拠点の整備／新都心軸の形成

㉘道路ネットワークの整備 計画的な道路網整備 46. 道路ネットワークの整備
道路整備の計画的な推進／体系的な道路網の整備／道路の適切な維持管
理

㉙公共交通の充実 コミュニティ交通システムの整備／公共交通の利用促進 48. 公共交通の充実
コミュニティ交通システムの整備／鉄道の利便性の向上等／ＪＲ名松線の復
旧／海上交通の強化／伊勢湾ヘリポートの活用

●生涯学習 ㉚生涯学習の推進 生涯学習環境の充実／学習施設の活用促進／人材の育成
3-3　生涯学習スポーツ
社会の実現

32. 生涯学習の推進
学習環境の充実／地域の人材育成／学習施設の整備・充実／地域におけ
る人権教育の推進／図書館・情報拠点機能の充実

●スポーツ・文化 ㉛高等教育機関との連携・充実 時代に応じた三重短期大学の運営／高等教育機関との連携強化
3-2　高等教育機関との
連携・充実

31. 高等教育機関 高等教育機関との連携／三重短期大学の充実

●コミュニティ ㉜スポーツの振興
スポーツ・レクリエーション活動機会の充実／競技力の向上／スポーツ
施設の管理・活用

3-3　生涯学習スポーツ
社会の実現

33. スポーツの振興
（仮称）津市産業・スポーツセンターの整備／（仮称）津市産業・スポーツセン
ターの経営／競技力の向上／スポーツレクリエーション活動機会の充実／
スポーツ施設の管理・整備

●国際国内交流・
多文化共生

35. 文化、芸術活動の充実 市民文化の振興／文化施設の経営改善

36. 歴史的資源の保全と活用 文化財の保存・継承／歴史的資源を活かしたまちづくり

㉞市民活動の促進 市民活動情報の提供／市民活動・ＮＰＯの支援

㉟地域コミュニティの活性化 地域活動への相談・支援体制の構築／地域活動拠点の形成

㊱国際・国内交流と多文化共生
の推進

国際対応力の向上／友好都市等との交流の推進／多文化共生社会の
推進

53. 国際・国内交流と多文化共生
の推進

国際・国内交流の推進／多文化共生の推進

㊲人権・平和施策の推進 人権啓発／恒久平和
3-5 人権尊重社会の形
成

37. 人権・平和施策の推進
人権施策の推進／地域調整事業の推進／隣保館運営事業の推進／平和
事業の推進

㊳ユニバーサルデザインのまち
づくりの推進

誰にもやさしいまちづくりの意識啓発／誰もが参加できる環境の充実
55. ユニバーサルデザインのまち
づくりの推進

ユニバーサルデザインの浸透／誰もが暮らしやすく、社会に参加しやすい環
境の整備

㊴男女共同参画の推進
あらゆる分野における推進／ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調
和）の推進／男女共同参画を阻害するあらゆる暴力等の防止と根絶

54. 男女共同参画の推進
あらゆる分野での推進／ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推
進と男女共同参画を阻害するあらゆる暴力の防止

●商工・雇用 ㊵勤労者福祉の充実 労働環境の改善／勤労者福祉の増進

●農林水産 ㊶雇用の創出・拡大 雇用の創出・拡大／就労支援

●観光 ㊷工業の振興
創業支援／生産基盤の強化／企業誘致の推進／企業育成支援策の充
実／技術の継承

42. 工業の振興 計画的な工業振興の推進／既存工業の振興・中小企業の育成

㊸商業の振興 創業支援／商いの継承・安定化／商業の魅力づくり 43. 商業の振興 商業の魅力づくり／商業経営の安定化支援

― ㊵～㊻に包含 38. 総合的な産業振興の推進
産業振興基盤の強化／企業立地の促進／産業連携の推進／地域資源の
活用

㊹農業の振興
担い手の確保・育成／農業経営基盤の強化／生産基盤の整備推進／
農地の保全・活用／市内産農産物の魅力発信と消費拡大の推進／多
面的機能の発揮／獣害対策の推進／畜産の振興

39. 農業の振興
農業経営の強化／農地の保全と活用／農業基盤整備の推進／畜産の振興
／獣害対策の推進

㊺林業の振興
担い手の確保・育成／林業経営の強化／生産基盤の整備推進／森林
資源の循環利用／多面的機能の発揮

40. 林業の振興 林業経営基盤の強化／森林保全と生産基盤の整備／森林資源の活用促進

㊻水産業の振興
担い手の確保・育成／漁業経営の強化／魚食の推進／生産基盤の整
備推進

41. 水産業の振興 漁業基盤の整備／経営基盤の強化

㊼観光の振興 多彩な資源の活用・創出／おもてなし環境の充実／観光連携力の強化 50. 観光の振興
人々が行き交う津づくり／来て楽しめる仕組づくり／魅力をとどける仕組づく
り

㊽シティプロモーションの推進 認知度の向上（市内外）／津市の地域資源の情報発信
（シティプロモーションの展開）※
２

―

●対話連携
積極的な対話と連携によるまち
づくり

市民との対話／共に歩むまちづくり 56. 市民との対話と連携の推進
多様な媒体を活用した広聴と積極的対話の推進／積極的かつ迅速な情報
発信／即答・即応し実現する市役所づくり

●地域連携
地域の立場に立ち続ける地域連
携

地域に寄り添い行動する総合支所・地域担当／人口減少地域の活性化
57. 総合支所と地域住民との協
働

地域課題の解決に向けた機能強化／地域づくりの推進体制の強化／総合
支所の特性を活かしたワンストップサービスの推進

●行政経営 4-2　交流機能の向上 49. 情報ネットワーク化の推進
情報化社会へのさらなる対応／情報サービスの充実と行政事務の効率化／
情報リテラシーの向上

●財政運営 4-3　観光の振興 51. 競艇事業の活性化 競艇事業の経営強化

（行政経営）※２ ―

健全な財政運営 まちづくりを支える財政の持続 （財政運営）※２ ―

※１　後期施策体系57項目の要素をすべて包含しています。

※２　現行の後期基本計画におけるシティプロモーションの展開、行政経営、財政運営については、「計画を推進するために」で整理されています。

１　子どもたちの
未来に向けて

１　子どもたち
の未来が輝くま
ちづくり

➀安心して子どもを
生み育てられる環境
の充実

2-3　地域福祉社会の形
成

➁子育て支援の充実
保育内容・保育環境の充実／子育て家庭への支援の充実／子どもを育
む地域活動の促進

➁子どもたちの生き
る力を育み成長を支
える環境の充実

3-1　生きる力を育む教育
の推進

２　市民の健やか
な人生設計に向
けて

２　安心して健
やかに暮らせる
まちづくり

➂社会の変化に対応
した福祉の充実

2-3　地域福祉社会の形
成

➃健康づくりの推進と
医療体制の充実

2-2　健康づくりの推進と
地域医療体制の充実

３　市民の安全と
安心の確立に向
けて

３　いのちと暮
らしを守るまち
づくり

➄いざという時の備
えの強化

2-1　安全なまちづくりの
推進

⑥防犯・交通安全対
策の強化

⑯防犯対策と消費者保護の強
化

防犯対策の推進／暴力追放の推進／消費者保護対策の充実

1-2　次世代に残す自然
環境の保全・創造

⑲循環型社会形成の推進
３Ｒの推進／再生資源の利用拡大／廃棄物の適切な処理／不法投棄
対策／再生可能エネルギー・省エネルギーの推進／地球温暖化対策の
推進

1-1　循環型社会の形成

➇持続可能な都市基
盤の整備

1-4　生活基盤の整備

４　市民の心豊か
で快適な暮らしに
向けて

４　心やすらぐ
住みよいまちづ
くり

➆環境にやさしい社
会の形成

⑱環境を守り継承する社会の形
成

自然環境の保全・活用／環境意識の高揚／環境学習・環境教育の推進
／環境調査の推進／公害防止対策の推進

㉓居住環境の整備
住宅ストックの活用／空き地・空き家対策の推進／公営住宅等の維持
管理／地籍調査の推進／墓地の維持管理

➈快適に暮らせる都
市空間の形成

●人権・男女共同
参画 ５　自分らしく心

豊かに輝けるま
ちづくり

➉生涯を通じた学び
の推進

⑪スポーツや文化の
輪が広がる社会の形
成

㉝文化の振興
文化・芸術活動の促進／文化施設の管理・活用／文化財の保存・継承
／歴史的資源の活用

⑬誰もが尊重され暮
らしやすい社会の実
現

⑫つながり広がるコ
ミュニティの醸成

⑰交流人口の拡大 4-3　観光の振興

労働環境の改善／勤労者福祉の増進／雇用機会の創出

1-3　快適な生活空間の
形成

4-2　交流機能の向上

3-4　文化の振興

5-1　市民活動の促進

5-1　市民活動の促進
52. 市民活動の推進

市民意識の高揚／ニーズに応える市民活動の支援／地域コミュニティの活
性化

⑭働ける、働きたくな
る環境の整備

4-1　自立的な地域経済
の振興

44. 勤労者福祉と雇用の推進

⑮地域に根付く商工
業の振興

⑯食の安定と暮らし
を支える農林水産業
の振興

市民の思いや願いに
応える市役所

5-2　市民との協働の推
進

高みを目指す行政経
営

効率的で効果的な行政経営
行政事務の効率化／志高い職員集団の形成／公共施設／情報化／政
策広報／ボートレース事業

―

６　魅力と活力
を生み出すまち
づくり

５　市民の生活を
支える地域経済
の発展に向けて

６　市民の幸せを
実現する市役所に
向けて

第３章　将来像
の実現にむけ
て
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