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第 1章 

たくましく心豊

かな人材の育

成と地域文化

の保存・継承と

発祥 

 
１ 豊かな人間性を育む 

文化の創造 

 
文化・芸術 

(1)文化振興のあり方検討  (2)既存施設の充実と有効活用  (3)市民の文化・芸術活動の促進  (4)佐久の先人の調査検討と成果の活用   

(5)文化財の保護・継承と有効活用 

 地域間交流・国際交流 (1)交流人口の創出  (2)国際性豊かな人材育成  (3)在住する外国人が暮らしやすいまちづくり 

 人権尊重社会 (1)人権意識の高揚  (2)人権教育の推進 

 男女共同参画社会 (1)男女共同参画意識づくり  (2)男女が共に健やかに暮らし、安心して働ける環境づくり  (3)男女共同参画社会の視点による人権の尊重と暴力のない社会づくり 

 ２ 未来を担う人づくり 

 幼児教育 (1)幼児教育の充実  (2)幼児教育環境の整備  (3)幼児の生活習慣指導の充実 

 学校教育 (1)学校教育施設の充実  (2)教育内容の充実 (3)特別支援教育、不登校対策の推進  (4)学校給食の充実  (5)児童生徒の保健管理と安全対策の推進  

 高校教育・高等教育 (1)高校教育の充実  (2)優秀な人材の育成  

 青少年の健全育成 (1)地域ぐるみの青少年育成   (2)青少年研修事業の推進   (3)交流・学習拠点施設の充実  

 
３ 生涯学習・生涯 

スポーツ活動の支援 

 生涯学習 (1)生涯学習活動の活発化   (2)生涯学習環境の充実   (3)図書館サービスの充実  

 スポーツ (1)生涯スポーツ参加機会の充実   (2)競技スポーツの振興   (3)体育施設の充実  

                                                                第 1 章 主要施策数 計 32 

第 2章 

ネットワークで

築く地域の個

性・特色を生か

した多機能都

市づくり 

 １ 交通ネットワークの 

形成 

 高速交通ネットワーク (1)高速自動車道の整備促進   (2)長野新幹線の延伸促進   (3)広域道路の整備促進   (4)高速交通ネットワークの利用促進  

 地域交通ネットワーク (1)地域幹線道路網の整備  (2)生活道路の整備充実  (3)道路の計画的な維持管理  (4)地域公共交通の維持・見直し  (5)広域的公共交通機能の充実  

 
２ 個性・特色を生かし

たまちづくり 

 土地利用 (1)秩序ある土地利用の推進   (2)バランス良い都市構造の再構築   (3)土地需要の調整と適正な土地利用の誘導   (4)国土調査の推進  

 市街地 (1)良好な市街地の形成  

 住宅・宅地 (1)総合的な住宅施策の方針策定   (2)公営住宅の整備と管理   (3)住宅・宅地の適正供給   (4)住環境空間の創出   (5)耐震改修の促進  

 ３ 高度情報通信 

ネットワークの形成 

 
高度情報通信ネットワーク (1)地域情報化の推進   (2)情報提供・情報発信の充実   (3)行政・市民サービスの情報化   (4)情報のセキュリティ管理  

                                                                                                                            第 2 章 主要施策数 計 23 

第 3章 

100万経済圏を

目指した産業

基盤の強化と

新たな産業の

創出 

 

１ 個性ある農林水産業

の展開 

 
農業 

(1)農業経営構造の確立   (2)優良農地の保全   (3)農業生産の振興と食料の安定供給の確保   (4)農業・農村の多面的機能の向上  (5)農業基盤整備の推進   

(6)農商工連携の促進  

 水産業 (1)内水面漁業の振興   (2)ブランド力の強化  

 林業 (1)林業生産の振興   (2)森林の保全   (3)森林の多面的機能の活用  

 ２ にぎわう・ふれあう 

 商業の展開 

 

商業・サービス業 
(1)商業経営の体質強化   (2)魅力ある商店街の形成   (3)商業立地のバランスと利便性の確保   (4)流通・サービス業の振興  

(5)新たな商品開発とブランド化の促進  

 ３ ネットワークと交流で

輝く観光拠点の創出 

 
観光 (1)観光振興施策の推進   (2)観光基盤の整備   (3)観光の情報発信   (4)多様な主体間の連携の促進  

 ４ 技・人・モノが集う 

 工業の進展 

 
工業 (1)ものづくり産業の育成   (2)工業基盤の整備と活用    (3)企業誘致の推進   (4)多様な主体間の連携の促進   (5)人材の育成  

 ５ 働く機会と人づくり  就労・雇用 (1)雇用機会の確保・創出   (2)労働力の確保   (3)勤労者福祉の充実  

第 3 章 主要施策数 計 28 

主要施策（主な取り組みの見出し）                  

佐久市総合計画後期基本計画の施策体系と主な取り組み 

章 節 施策項目 
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第 4章 

みんなが生涯

現役で住みよ

い健康長寿の

まちの形成 

 
１ みんなが生きいきと 

安心して暮らせる 

まちづくり 

 福祉のまちづくり (1)地域福祉の推進  (2)ボランティア活動の促進  (3)社会参加の促進 

 高齢者福祉・介護保険 (1)高齢者支援サービスの推進   (2)高齢者福祉施設の整備   (3)介護保険の適正な運営   (4)成年後見制度の利用促進  

 障がい者福祉 (1)障がい者福祉サービスの充実  (2)障がい児及び発達が気になる児童などに対する支援   (3)障がい者施設の充実  (4)障がい者の社会参加の支援  

 母子父子福祉・低所得者福祉 (1)母子・父子福祉の充実   (2)低所得者福祉の充実  

 

２ こころとからだの 

 健康づくり 

 健康増進 (1)地域保健組織の育成   (2)健康づくり活動の推進   (3)食育の推進   (4)健康管理システムの整備  

 保健活動 (1)生活習慣病予防の推進   (2)高齢者保健の充実   (3)感染症予防対策の推進   (4)精神保健の充実  

 医療 (1)地域医療体制の充実   (2)浅間総合病院の充実  

 医療保険・国民年金 (1)国民健康保険の健全運営   (2)後期高齢者医療制度への対応   (3)国民年金制度の適正な推進  

 ３ 安心して子どもを生み

育てられる子育て支援 

 母子保健 (1)母子保健事業の推進    (2)思春期保健事業の推進  

 子育て支援・児童福祉 (1)子育て支援ネットワークの拡充   (2)保育サービスの充実   (3)児童館の整備と運営  

     第 4 章 主要施策数 計 31 

第 5章 

水と緑きらめく

自然と共に生

きる快適環境

の創出 

 １ 自然と共に暮らす 

まちづくり 

 環境保全 (1)総合的環境施策の推進   (2)環境保全対策の推進    (3)地球環境保全の啓発・実践  

 街並み緑化・公園・景観形成 (1)公園の整備推進  (2)公園の適正な維持管理と利用  (3)水辺空間の整備  (4)緑化の促進  (5)景観計画の推進  

 
２ 資源循環型社会の 

形成 

 環境衛生 (1)廃棄物処理対策の推進   (2)し尿・汚泥対策の促進  

 上水道 (1)水資源の保全  (2)上水道の整備・管理  

 下水道 (1)公共下水道の整備と管理   (2)下水道の健全経営   (3)合併処理浄化槽の普及と管理   (4)生活排水処理施設の統廃合  

     第 5 章 主要施策数 計 16 

第 6章 

市民生活の安

全確保と市民

満足度の向上 

 

１ 安心で安全な 

まちづくり 

 防災 (1)防災体制の強化   (2)防災対策の推進   (3)市民の防災意識の高揚   (4)国民保護体制の整備  

 消防・救急 (1)広域消防・救急体制の強化   (2)地域消防体制の充実   (3)市民・民間の防火体制充実  

 交通安全 (1)交通安全環境の整備   (2)交通安全意識の高揚   (3)相談・救済対策の充実  

 防犯 (1)防犯体制・防犯活動の強化   (2)防犯施設の整備  

 消費生活 (1)消費者保護対策の推進   (2)消費者意識の高揚   (3)消費生活の改善  

 

２ 市民満足度の向上 

 協働のまちづくり (1)市民の市政参画機会の拡充   (2)広報・広聴の充実   (3)協働のまちづくりの推進   (4)情報提供と個人情報保護    

 コミュニティの育成 (1)地域自治組織の育成   (2)コミュニティ活動環境の充実   (3)住民主体のまちづくりへの支援  

 公共施設 (1)公共施設の管理方法   (2)公共施設の適正な配置と整備   (3)公共施設の耐震化  

 行財政 (1)効率的な行政運営   (2)効率的な財政運営   (3)適正な人事管理と職員能力発揮   (4)入札及び契約の適正化  

 広域連携 (1)広域行政の推進   (2)定住自立圏構想の推進   (3)広域行政の組織機能強化  

第 6 章 主要施策数 計 32 

第 1～6 章 合計 162 

節 施策項目 主要施策（主な取り組みの見出し） 章 


