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（１）計画策定の趣旨 

本計画は、第１次亀山市総合計画後期基本計画に位置づける施策を推進するための事務事

業（主要事業）を、計画的かつ積極的に実施するため策定するものです。 

なお、本計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」から構成する第１次亀山市総合計画の

なかで、次図のとおり位置づけています。 

 

    [第１次亀山市総合計画] 

 

 

 

（２）計画期間 

  本計画の計画期間は、平成２７年度から平成２８年度までの２年間とします。 

 

年度 
平成１９ 
(2007) 

平成２０ 
(2008) 

平成２１ 
(2009) 

平成２２ 
(2010) 

平成２３ 
(2011) 

平成２４ 
(2012) 

平成２５ 
(2013) 

平成２６ 
(2014) 

平成２７ 
(2015) 

平成２８ 
(2016) 

基本 
構想 

          

基本 
計画 

          

実施 
計画 

          

  

基本構想

基本計画

実施計画

１０年 

前期 ５年 後期 ５年 

第１次 ３年 第２次 ２年 第２次 ２年 

□基本構想 
亀山市の将来の目指すべき姿を描き、まちづくりの目標

や実現のための施策の大綱を明らかにするものです。 

□基本計画 
基本構想を具現化するための施策の方向などを分野ご

とに明らかにするとともに、重点的に取り組む分野やその戦

略を示すものです。あわせて、分権型社会にふさわしい経

営的な視点で行政運営を図るための行政経営の方向を明

らかにするものです。 

■実施計画 

基本計画に位置づける施策を推進するための

主要事業を明らかにするものです。 

第１次 ３年 
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（３）計画の編成 

①計画対象事業 

本計画の対象となる事務事業（主要事業）は、第１次亀山市総合計画後期基本計画（平成

２４～２８年度）に位置づける施策を推進し、かつ、単年度事業費又は総事業費が次の額を超

えるものとします。（経常的な事業、基金の積立、災害復旧、維持管理的要素の強い事業は除

く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②実施年度、計画額等 

   本計画上の実施年度及び計画額は、計画期間内における実施年度及び事業費の累計を示

しています。 

また、後期基本計画第１次実施計画（平成２４～２６年度）から継続して実施する主要事業を

「継続」、新たに実施する主要事業を「新規」として事業区分し、示しています。 

 

 ③計画の構成 

本計画は、計画期間内に実施する主要事業を、次に示す第１次亀山市総合計画の基本施

策の体系に基づいて構成しています。  

事業区分 単年度事業費 総事業費 ※２ 

ハード事業 ※１ 30,000千円 90,000千円 

ソフト事業  5,000千円 15,000千円 

注） 

※１ ハード事業 

公共土木関連施設、教育文化施設、社会福祉施設、消防施設、上・下水道施設、農林業

施設、一般廃棄物処理施設等の公共施設における新設、増設及び改良並びにそれらに係る

調査及び用地取得等で、投資的経費を要する事業をいう。 
 
※２ 総事業費 

本計画期間内にかかわらず、当該主要事業に係る全事業期間を通算した事業費をいう。 
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［基本施策の体系］ 

 
  

（１）企業活動の促進・雇用の創出 ①持続可能な産業構造の構築 

②既存産業の活性化 

③地域資源を活かした産業の創出 

④企業と連携したまちづくり 

⑤就労支援と働きやすい環境づくり 

①地域に根ざした商業の展開 

②にぎわいのある商業地域の形成 

③商業活性化をけん引する人材・組織の育成 

④一体的な取り組みの促進 

（３）農林業の振興 ①農業の担い手・営農組織の育成・確保 

②農業経営の安定化 

③地域資源を活かした農業の展開 

④林業経営の安定化 

施策の方向 

（４）都市づくりの推進 ①計画的な都市づくりの推進 

②活力ある市街地の形成 

③良好な都市の形成 

④公園・緑地の整備・利活用 

（５）景観づくりの推進 ①美しい景観の形成 

②協働による景観づくりの推進 

③景観に配慮した公共空間の整備 

（６）住環境の向上 ①良質な住宅の確保 

②安全・快適な住環境の整備 

（７）上下水道の整備 ①安全でおいしい水の安定供給 

②生活排水対策の推進 

③上下水道事業の健全経営 

（８）新たな国土軸の形成 ①広域交通体系の構築 

②ﾘﾆｱ中央新幹線の実現に向けた取り組み 

（９）道路網の整備 ①幹線道路の整備 

②道路ネットワークの見直し 

③道路の安全性と防災機能の向上 

④道路施設の適切な維持管理 

（１０）公共交通機関の整備 ①地域公共交通の連携強化 

②公共交通機関の利便性向上と利用促進 

③身近な交通手段の確保 

基本施策 基本施策の大綱 

（２）にぎわいの場の創造・商店街の活性化 

《まちづくり編》 

１ 快適な都市空間の創造 

産業の振興 

美しい都市環境の創造 

道路・交通ネットワークの形成 
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（１）地域コミュニティの活性化 ①地域コミュニティ活動の推進 

②地域コミュニティのしくみづくり 

①市民参画・協働の促進 

②市民活動への支援 

③市民交流の促進 

④地域間交流の促進 

施策の方向 

（６）情報の提供と共有 ①行政情報の市民との共有化 

②情報通信手段を活用した地域のコミュニケーションの活性化 

③情報化による市民の利便性の向上 

（４）男女共同参画の推進 ①男女共同参画社会を実現する意識づくり 

②あらゆる分野における男女共同参画の推進 

③心身ともに健やかで安心して暮らせる環境づくり 

（５）多文化共生の推進 ①外国人との共生 

②国際交流の活発化 

基本施策 基本施策の大綱 

（２）市民参画・協働と交流の場の創造 

（３）人権の尊重 ①人権意識の高揚と相談業務の充実 

②地域における人権活動の推進 

（１）健康づくりの推進 

（４）自然との共生 ①自然資源の保全と多様な生態系の確保 

②森林・里山・農地の保全 

③水辺環境の保全 

３ 健康で自然の恵み豊かな 
環境の創造 

（２）地域医療の充実 ①地域医療体制の構築 

②医療センターの診療体制の充実と経営健全化 

２ 市民参画・協働と 
地域づくりの推進 

①保健サービスの充実 

②健康づくり支援体制の充実 

③地域資源を活用した健康づくり 

（３）循環型社会の形成・エコシティの実現 ①環境負荷の尐ない社会の形成 

②新たなエネルギーの活用 

③ごみの減量化、リサイクルの推進 

④ごみの適正処理の推進 

⑤廃棄物処理施設の適正管理 

⑥公害・環境汚染の防止 

⑦環境と調和した土地利用の推進 

④自然とのふれあいの場や機会の創出 

（５）防災力の強化 ①緊急時における情報伝達体制の充実 

②危機管理体制の充実 

③地域おける防災・減災の取り組み強化 

④災害に強いまちづくりの推進 

⑤消防力の充実・強化 

（６）地域安全の充実 ①防犯対策の強化 

②交通安全の確保 

③消費者生活の安全の確保 
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  施策の方向 基本施策 基本施策の大綱 

（２）スポーツの推進 ①スポーツに取り組む機会の充実 

②地域のスポーツ活動の推進 

③スポーツ環境の整備 

４ 生きがいを持てる福祉の展開 （１）生涯学習の推進 ①だれもが参加できる機会づくり 

②学習成果を活かした地域づくりの推進 

③生涯を通した読書活動の展開 

④情報の共有化と相談体制の充実 

⑤活動のための施設整備と活用 

⑥地域と学校との連携強化 

④自主的・自発的なスポーツ活動の促進 

（６）社会保障の充実 ①医療費にかかる負担の軽減 

②持続的な国民健康保険事業の運営 

③低所得者への支援 

（３）地域福祉力の向上 ①福祉意識の高揚 

②安心して福祉サービスを利用できる環境づくり 

③地域での助け合い・支え合いのしくみづくり 

（５）障がい者の社会参加の促進 ①障がい者の自立支援 

②障がい者福祉サービスの充実 

③だれもが暮らしやすい社会に向けた取り組み 

（４）高齢者の多様な生活スタイルの支援 ①地域包括ケアの推進 

②認知症高齢者対策の推進 

③高齢者の生きがいづくり活動の支援 
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  施策の方向 基本施策 基本施策の大綱 

５ 次世代を担う人づくりと 
歴史文化の振興 

（１）子どもたちの学びと健全育成 ①信頼と活力あふれる学校づくり 

②教育環境づくりの推進 

③学力・体力の向上と豊かな心を育む教育の推進 

④家庭・地域の教育力の向上 

⑤時代に即した教育の推進 

⑥すべての子どもの学びを支える教育の推進 

⑦青尐年の健全育成と青尐年活動の促進 

（２）子育て支援 ①健やかに産み育てる支援体制づくり 

②すべての子育てを支援するしくみづくり 

③仕事と子育てが両立できる社会づくり 

（３）文化芸術の振興 ①文化政策の推進 

②文化交流の促進 

③文化の拠点づくり 

④文化芸術活動の活性化 

（４）歴史文化の継承 ①東海道歴史文化回廊の創造 

②屋根のない卙物館の創出 

③文化財の保存・活用 

④歴史と先端産業を活かしたまちづくり 

（５）歴史的なまちなみの保存整備 ①関宿の伝統的建造物群の保存の推進 

②歴史的風致を活かしたまちづくりの推進 

（６）まちづくり観光の推進 ①地域資源のまちづくり観光への有効活用 

②まちづくり観光を支える人づくり・グループづくり 

③まちづくり観光のホスピタリティの向上 

④まちづくり観光のマネジメント 

行政経営 （１）自立した行政経営の推進 ①地方分権の推進 

②市民サービスの向上 

③コンプライアンスに関する取り組みの推進 

④行財政改革の推進 

⑤行政マネジネントの強化 

⑥人材の育成 

《行政経営編》 

施策の方向 基本施策 
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（４）計画管理 

①計画の変更 

本計画の計画期間内において、諸情勢の変化等により、次のいずれかに該当することとなる

場合は、適宜、計画を変更することとします。 
 

①追 加 計画の対象となる主要事業の新たな追加 

②変 更 

・本計画上の主要事業ごとに、計画期間内の事業費（３箇年の合計） 

の２０％を超える増減 

・主要事業のコンセプトや事業形成要件の大幅な変更 

③廃 止 ・本計画上の主要事業の廃止 

 

②主要事業の評価 

   本計画に位置づける主要事業については、ＰＤＣＡマネジメントサイクルに基づいて、毎年度、

事務事業評価を実施し、その評価結果を次年度以降の主要事業の展開や、後期基本計画に

係る施策評価の評価要素としても活用するとともに、第２次亀山市総合計画の検討にも活用し

ていきます。 
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