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政策分野 施策Ⅰ 頁

111
確かな学力・体力と豊かな心を育む教育を推進しま
す

1

112 学校教育環境を整備･充実します 2

121 芸術・文化の振興を図ります 3

122 文化財、伝統文化の保存･継承・活用を図ります 4

生涯学習 131
生涯学習推進のため、事業の充実、活動の支援をし
ます

5

スポーツ振興 141 生涯スポーツの普及･促進を図ります 6

人権 151 人権尊重社会の形成に努めます 7

企業誘致 211 企業誘致を積極的に進めます 8

221
新規産業の創出をはじめとした地域経済活性化を推
進します

9

222 中心市街地に活気を取り戻す取り組みを支援します 10

223 農業者を支援して地産地消を進めます 11

地場産業 231
美濃焼(食器･タイル)の競争力を高める取り組みを
支援します

12

241
にぎわいを生み出す産業観光の取り組みを支援しま
す

13

242 産業観光の情報を積極的に発信します 14

311
計画的な市街地形成と、地域の個性を活かした土地
利用を誘導します

15

312 区画整理事業を行い、宅地利用を促進します 16

313
駅周辺への都市機能の集約化を図り、にぎわいを創
出します

17

都市景観 321 美しい風景づくりを進めます 18

331
住み良い住まいづくりを促進し、安全･安心な住環
境整備を進めます

19

332
安心できる生活を確保するため、迅速な消防･救急
活動を実施します

20

333
災害の発生に備え、災害対策体制や防災･減災基盤
を整備します

21

341 快適に移動できる道路交通網を整備します 22

342 計画的な道路の維持･修繕を行います 23

343 ｢人｣にやさしい交通対策を進めます 24

344 利便性の高い公共交通を確保します 25

411
温暖化対策等、地球にやさしいまちづくりを推進し
ます

26

412 良好な生活環境を維持します 27

413 循環型社会システムの構築を推進します 28

421 緑のボリュームアップを進めます 29

422 緑の資源を守るとともに、緑の質を高めます 30

上水道 431 上水道の安定供給･安全性確保を図ります 31

都市基盤

交通政策

生活環境

土地利用

居住環境

教育・文化

環境との共生

緑化推進

【目次】

産業経済

施策Ⅱ

学校教育

文化

市内産業

産業観光



政策分野 施策Ⅰ 頁施策Ⅱ

下水道 441
公共下水道や合併処理浄化槽により水環境を守りま
す

32

511 保育事業を推進します 33

512 安心できる子育て環境を充実します 34

513 療育活動の場を整備し、療育の充実に努めます 35

健康 521
健康づくりの拠点を整備し、保健指導、健診等、健
康づくりを推進します

36

医療 531
医療資源を有効に活用し、地域医療体制構築に努め
ます

37

541
高齢者福祉の推進のために、地域包括ケアシステム
を確立します

38

542
地域で安心して暮らせるように、障がい者の自立を
支援します

39

544 だれもが安心できる福祉体制を整備します 40

611 法務･財務機能の充実を図ります 41

612
市民サービスの向上を図るため、人財育成や人事管
理、組織運営を行います

42

613 市有施設を有効かつ効率的に管理します 43

614 監査機能の充実を図ります 44

615
事務の効率化及び市民の利便性を高めるため、情報
化を推進します

45

621 わかりやすい情報提供を行います 46

622 みんなで支えあうまちづくりを行います 47

623 市民サービスの提供方法のあり方を見直します 48

631 収入構造の強化を図ります 49

632
資金効率を向上させるため、資金運用や資金調達手
段の多様化を図ります

50

641
適正な政策選択を行うため、施策や事業の評価を実
施します

51

642 行政の質を向上させるため、行政改革を実施します 52

   【優先度の考え方】

収入構造の転換

行政運営・経営

事業の選択と評価

子育て

福祉

行財政運営

みんなで支えるま
ちづくり

保健・医療・福
祉

◎ ：財源的な担保も含め、優先的に取り組む事業

○ ：財政状況により、事業規模・方法・実施時期などについて
　　 検討していく事業



教育・文化 施策Ⅰ 学校教育 施策番号 111

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 教育推進課 ◎

2 教育研究所 ◎

3 教育研究所 ◎

4 教育推進課 ○

5 教育研究所 ◎

6 教育推進課 ◎

7 教育推進課 ◎

8 教育推進課 ○

9 教育推進課 ○

10 教育総務課 ○

11 教育推進課 ○

12 教育推進課 ○

13 教育推進課 ○

子どもの読書活動推進計画に基づき、子どもの読書活動を推進します

地域における優れた知識や技能を有する人財を教育活動に活かします

保護者や地域住民の意見を学校運営に活かします

教育基本計画を定期的に見直し、推進します

笠原地区における幼保小中一貫教育を推進し、他地区への拡大を検討します

学校給食を充実するとともに食育を進めます

教職員の教育力を充実します

不登校児童・生徒に対して適切な指導を行います

キキョウスタッフの配置を充実し、特別支援教育を推進します

小中学校の英語指導を充実します

施策の対象

施策Ⅱ 確かな学力・体力と豊かな心を育む教育を推進します

政　策

現状と課題

 ・基本的な学習習慣や生活習慣を身につけるための取り組みが必要となってきています
・子どもの学習意欲を高めることが求められています
・子どもが健やかで、元気な体をつくることが求められています
・不登校や障がいのある子どもへの取り組みを継続的に行い、対応を強化する必要があります
・地域と連携した学校づくりを進めることが必要です

 ・わかる喜びや学ぶ楽しさを感じる学校づくり
 ・基本的な学習習慣や生活習慣を身につけるための取り組みの推進

 ・健やかな心と体を培う教育の推進
 ・地域や社会の仕組みを学び、社会に参画して自分たちで新たな社会を創造していくための力の育成

・開かれた学校づくりを進め、学校・家庭・地域の力を合わせた教育体制づくり

・子ども、教職員、保護者、地域

施策の方針

・学校生活が楽しいという児童・生徒の増加
 ・知力、体力、社会力が身についていること

 ・小中学生の基礎的・基本的な学力の定着への取り組みに関する保護者の満足度の上昇
 ・不登校児童・生徒の出現率の減少

・学校の取り組みに関する支援者（地域住民等）の増加

きめ細やかな教育を行うため30人程度学級を実施します

関連する個別計画
教育基本計画、習慣向上プロジェクトたじみプラン、生涯スポーツ推進プラン2005、子どもの読書活動
推進計画、たじみ健康ハッピープラン

事業名

めざす成果

元気であり続ける
ための視点

・保護者・地域との連携協力

習慣向上プロジェクトたじみプランに基づき、「いきいき遊び・脳活学習」、「早
ね・早おき・朝ごはん運動」、「ボランティア活動」等を進めます

多治見式体力トレーニング（体トレ）の効果的な方法を調査検討し、実施します
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教育・文化 施策Ⅰ 学校教育 施策番号 112

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 教育総務課 ◎

2 教育総務課 ◎

3 教育総務課 ○

4 教育総務課 ○

5 教育推進課 ○

6 教育推進課 ○

7 教育推進課 ○

現状と課題

・老朽化、または耐震補強が必要な学校施設の整備や建替えを今後も計画的に行っていく必要があり
 ます

・学校給食施設の老朽化が進んでいるため、計画的に整備、更新を図る必要があります
 ・情報教育に関する設備の整備、更新を図る必要があります
・子どもが安全に登下校できる環境を整える必要があります
・多治見らしい特色ある学校づくりを支援、推進する必要があります

施策の方針
 ・良好な教育環境の整備・充実

 ・安全で安心して食べられる学校給食の提供

政　策

施策Ⅱ 学校教育環境を整備･充実します

施策の対象 ・子ども、教職員、保護者、地域

めざす成果

・学校施設の耐震補強工事完了
 ・学校給食施設（単独校）の整備数の増加
 ・アレルギー対応可能な調理施設数の増加

・情報教育環境の設備更新

元気であり続ける
ための視点

・学校施設の有効活用

関連する個別計画 教育基本計画、小中学校耐震化事業7ヵ年計画、調理場整備計画

事業名

池田小学校を建替えます

南姫小学校のプールを整備します

調理場整備計画に基づき、学校給食調理場の施設整備を進めます

情報教育を推進するため、学校ＩＣＴ設備を更新します

地域と連携し、子どもの安全確保に努めます

創意工夫を重ねた特色ある学校づくりを支援します

教育フォーラムを開催し、開かれた学校づくりを推進します
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教育・文化 施策Ⅰ 文化 施策番号 121

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 文化スポーツ課 ○

2 文化スポーツ課 ○

めざす成果
 ・芸術・文化に親しむ機会の増加

 ・文化施設の利用者数の増加
・芸術・文化に親しんでいる市民、市民団体の増加

元気であり続ける
ための視点

・さまざまな文化活動を通しての市民間の交流

施策の方針
 ・文化振興の方針に基づく芸術･文化事業の推進

・市民が主体となった芸術・文化活動への支援

施策の対象 ・市民

政　策

施策Ⅱ 芸術・文化の振興を図ります

現状と課題

・文化の振興を推進するため、文化振興の方針に沿った取り組みをする必要があります
・市民にさまざまな文化活動を促すため、広く市民が文化に出会い、楽しみ、交流する機会を提供する

 必要があります
・国際交流や多文化共生を含め市民の間で自主的に行われているさまざまな文化活動を支援する必
要があります

関連する個別計画 教育基本計画、文化振興の方針

事業名

芸術・文化施策を推進します

国際交流協会と連携し、国際交流や多文化共生を促進します
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教育・文化 施策Ⅰ 文化 施策番号 122

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 文化財保護センター ○

2 文化財保護センター ○

3 文化財保護センター ○

政　策

施策Ⅱ 文化財、伝統文化の保存･継承・活用を図ります

現状と課題

・時代や社会の変化の中で失われる可能性のある価値の高い文化財や、開発で破壊される埋蔵文化
財の保護が必要です
 ・民俗伝統芸能は今後、文化財の指定を含め、保存と継承を図る必要があります

 ・収集、発掘した文化財を活用し守り、未来へ伝えていくことへの理解を広め深めることが重要です

施策の方針
 ・地域の財産や民俗伝統芸能の調査と文化財としての指定と保護
 ・指定文化財、埋蔵文化財、歴史資料、民俗資料等の保存と活用

・地域に残る民俗伝統芸能の継承と伝承者の育成

施策の対象 ・市民、文化財所有者

めざす成果
 ・指定文化財件数の増加

 ・指定文化財の保存修理の実施、埋蔵文化財発掘調査の実施
 ・歴史資料、民俗資料の収蔵点数及び資料の貸出等の活用頻度の増加

元気であり続ける
ための視点

・市民、地域との連携協力

関連する個別計画 教育基本計画、文化振興の方針

事業名

指定文化財や埋蔵文化財を保護します

文化財や伝統文化の普及啓発を推進します

歴史的文化資料を収集、保存し、活用します
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教育・文化 施策Ⅰ 生涯学習 施策番号 131

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 文化スポーツ課 ○

2 文化スポーツ課 ○

3 教育推進課 ○

4 教育推進課 ○

5 文化スポーツ課 ◎

政　策

施策Ⅱ

元気であり続ける
ための視点

・市民主体の生涯学習活動の促進
・地域、関係機関、団体との連携協力
・生涯学習施設の有効活用

関連する個別計画 教育基本計画、文化振興の方針、親育ち4･3･6･3たじみプラン

事業名

生涯学習推進のため、事業の充実、活動の支援をします

現状と課題

 ・自己実現に対するニーズに合った各種講座等の事業の充実が求められています
 ・社会的な生活の充実を図るための市民主体の生涯学習活動への支援が必要です

・少子高齢化の進行や団塊世代の地域活動ニーズの増加等による、地域の実情に合った生涯学習施
 策の展開が必要です

・子ども・若者が意欲を持って中心的に活動できるよう、家庭・学校・地域が連携しながら、それぞれの
役割を果たす必要があります
・家庭・親子の関係を見つめなおすことが求められています
・子どもの出生前後や就学前の不安を解消するため、情報交換などの充実が求められています

施策の方針

 ・市民ニーズを反映した学習機会の充実及び学習情報の提供
 ・指導者的存在となる人財の発掘等、地域づくりのための生涯学習活動への支援

・子ども・若者が主体的に活動できる仕組みづくり
・親子の良好な関係を築くための仕組みづくり

施策の対象 ・市民、子ども・若者、学校、家庭、地域活動団体

めざす成果

 ・一人ひとりが学びたいときに学ぶことができる機会の増加
 ・生涯学習講座・教室・事業への参加者数の増加

・子どもが活動できる機会の増加
・親子の良好な関係の構築につながる活動の増加

公民館や学習館等の生涯学習施設の事業を充実します

市民主体の生涯学習活動を支援します

青少年の健全育成を推進します

親育ち４・３・６・３たじみプランに基づき、親子の良好な関係を築きます

根本地域に（仮称）根本市民センター（正式名称が決まり次第変更）を建設しま
す
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教育・文化 施策Ⅰ スポーツ振興 施策番号 141

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 文化スポーツ課 ○

2 文化スポーツ課 ○

3 国体推進室 ○

4 文化スポーツ課 ○

・スポーツを楽しむ機会の充実
・イベント等への幅広い参加者の増加
・指導者講習会等の参加者の満足度向上
・全国大会出場選手数の増加

元気であり続ける
ための視点

・スポーツ施設の有効活用
・体育協会との連携協力

関連する個別計画 教育基本計画、生涯スポーツ推進プラン2005

施策の方針

 ・だれもが日常的、主体的にスポーツに親しむ「豊かなスポーツライフ」の構築
・生涯スポーツ推進プランの評価と次期プランの策定
・競技人口の拡大と競技力の向上
・国体多治見市開催競技のＰＲの充実
・選手の育成・強化
・指導者の育成及び資質向上

施策Ⅱ 生涯スポーツの普及･促進を図ります

現状と課題

 ・日常的にスポーツを継続して行う人を拡大するため、機会や情報の提供の充実が求められています
 ・生涯にわたって健康を維持していくため、幼少期からの適度な身体的運動が必要です

・障がい者スポーツの普及と推進に向けた取り組みが必要です
・学校部活動、ジュニアクラブ活動、クラブ活動がそれぞれ連携協力を図り、ジュニア層のスポーツ活
動を支援することが必要です
・指導者不足及び選手の育成強化に対応するため、指導者の育成と資質の向上、指導体制の強化が
必要です
・平成24年のぎふ清流国体に向けて、歓迎やおもてなし、ボランティア、応援観戦等市民参加のため
の周知、啓発が必要です

施策の対象 ・市民、子ども

めざす成果

政　策

事業名

身近な場所で、スポーツに親しむ機会を充実します

競技スポーツ活動を支援するとともに、指導者の育成と活用を通して競技力の
向上に努めます

市民各界各層の参加により、ぎふ清流国体の機運を高め、多治見市開催競技
会の円滑な運営を図ります

既存施設を有効に活用し、スポーツを継続できる環境を整えます
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教育・文化 施策Ⅰ 人権 施策番号 151

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 くらし人権課 ◎

2 くらし人権課 ○

3 くらし人権課 ○

政　策

施策Ⅱ 人権尊重社会の形成に努めます

現状と課題

・子どもの権利条例に基づき、子どもの権利の普及啓発・活動支援・権利侵害からの救済と回復に関
 する事業を展開していますが、いじめや虐待等、子どもの権利侵害事例は増えています。今後も子ど

も、おとな双方に対して普及啓発する必要があります
・男女が性別にかかわりなく自分らしく生きられるよう、日常生活上の課題やニーズに適切に対応する

 必要があります
・一人ひとりの人権が尊重され守られていく社会をめざして、啓発活動、相談事業を行っていますが、
差別のない社会の実現のためにまわりの人とよく生き合うことの大切さにも目を向ける必要があります
・人権思想に対する市民の理解は得られつつありますが、さらに子どもの権利を含め、人権思想の普
及に努める必要があります

施策の方針

 ・子どもの権利推進計画の推進による子どもの自分づくりへの支援
 ・男女共同参画プランの見直しと推進による性別に捉われない自分らしく生きられるまちづくり

・社会情勢の変化にかかわらず、人権教育及び人権啓発の継続的な推進による差別のない、よく生き
合う社会の実現

施策の対象 ・市民、保護者、子ども施設関係者、事業者、保育又は教育に携わる者

めざす成果

 ・子どもの権利の認知度の上昇
・子どもの権利侵害からの救済と回復

 ・男女個人の人権の尊重
・人権思想の認知度の上昇

元気であり続ける
ための視点

・市民や関係機関との連携協力

関連する個別計画 子どもの権利に関する推進計画、男女共同参画プラン、人権施策推進指針、教育基本計画

事業名

子どもの権利を尊重し、子どもの自立を促します

男女共同参画プランを推進し、男女共同参画社会の実現をめざします

すべての人々の人権が保障される地域社会をめざして人権施策推進指針に基
づき、人権啓発を進めます
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産業・経済 施策Ⅰ 企業誘致 施策番号 211

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 企業誘致課 ◎

2 企業誘致課 ◎企業立地のための魅力ある場所づくりを進めます

・誘致企業の増加
 ・雇用の拡大

・税収の増加
・工業団地の造成

さまざまな支援策やネットワークを活用して企業誘致を進めます

関連する個別計画 多治見市産業・観光振興計画

事業名

めざす成果

元気であり続ける
ための視点

・市の費用負担を考慮した効果的な企業誘致の促進

施策の対象

施策Ⅱ 企業誘致を積極的に進めます

政　策

現状と課題

・高速道路の開通等で企業誘致の地理的優位性が高まっており、雇用の観点からも新たな産業の誘
 致を積極的に進める必要があります

・次期工業団地の造成に向けて、企業ニーズにあわせて魅力的な場所を選定した上で、効率的で効果
的な事業計画の立案を行う必要があります

・企業誘致の推進
 ・工業団地の整備

・企業、市内で働く市民

施策の方針
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産業・経済 施策Ⅰ 市内産業 施策番号 221

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 産業観光課 ◎

2 産業観光課 ◎

3 産業観光課 ○

事業名

「き」業展や企業お見合い等の開催により、市内企業を中心に契約獲得や業務
提携等の機会、企業間のネットワーク形成の場を提供します

起業支援センターを活用して起業家への支援を充実します

市内での就業機会の提供を支援し、市内産業を担う「人財」を確保します

元気であり続ける
ための視点

 ・市内金融機関との連携協力
 ・広域的な公的機関及び経済関係機関との連携協力

・企業、起業家、個人事業者との連携協力

関連する個別計画 多治見市産業・観光振興計画

施策の対象 ・企業、起業家、個人事業者

めざす成果
 ・｢き｣業展及び企業お見合いの開催による契約機会、契約獲得、業務提携締結等

・起業支援センター卒業社の市内定着

現状と課題

・まちの活性化のために、企業間のさまざまな交流の場を設ける等、多治見を起点とした地域経済の
 活性化を進める必要があります

・起業支援センター（ＢＩ）を通じた支援等によって起業家の活動の積極化が進み、新産業の芽が生ま
れつつあります

施策の方針
 ・｢き｣業展及び企業お見合いの開催による多治見を起点とした地域経済活性化の推進

・起業支援センターを中心とした起業家支援の継続

政　策

施策Ⅱ 新規産業の創出をはじめとした地域経済活性化を推進します
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産業・経済 施策Ⅰ 市内産業 施策番号 222

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 産業観光課 ○

2 産業観光課 ○中心市街地の空き店舗対策を通じて、意欲のある事業者を支援します

関連する個別計画 多治見市産業・観光振興計画

事業名

商店街のにぎわいづくりに向けた積極的な取り組みを支援します

政　策

施策Ⅱ 中心市街地に活気を取り戻す取り組みを支援します

現状と課題
・中心市街地の商店街は、にぎわいの創出に向けた商店街独自の取り組みが行われているものの、
空き店舗の増加、事業主の後継者問題等の課題があります

施策の方針
 ・中心市街地活性化の中心的役割を担う意欲の高い事業者の取り組みへの支援

・活性化に積極的な事業者の意欲向上への働きかけ

施策の対象 ・事業者、商店街

めざす成果
・中心市街地活性化を図る事業への動員
・空き店舗対策補助支援制度等の利用による新規出店

元気であり続ける
ための視点

・事業者との連携協力
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産業・経済 施策Ⅰ 市内産業 施策番号 223

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 産業観光課 ○

2 産業観光課 ○

事業名

生産者と消費者が触れ合う場を通じて地産地消を進めます

地域の特色ある農業生産を支援します

元気であり続ける
ための視点

・市民、農業従事者との連携協力

関連する個別計画 多治見市産業・観光振興計画

施策の対象 ・市民、農業従事者

めざす成果

・農業祭参加者数の増加
 ・たじみ農産物直売所の売上額の増加

・観光農園の来園者数の増加
・市民農園の利用者区画数の増加

現状と課題

・後継者不足や生産物価格の下落等により生産者の経営は厳しい状況ですが、消費者側に地消の動
 きがあり、その対応が求められています

・環境保全の観点からも、農村環境の保全や環境を重視した農業生産への取り組み、都市型農業の
推進が求められています

施策の方針
 ・生産者と消費者が触れ合う場を通じた地産地消の取り組みへの支援

・遊休農地解消等、農地保全のための地域の一体的な取り組みや都市型農業としての観光農園への
支援

政　策

施策Ⅱ 農業者を支援して地産地消を進めます
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産業・経済 施策Ⅰ 地場産業 施策番号 231

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 産業観光課 ◎

2 陶磁器意匠研究所 ◎

3 陶磁器意匠研究所 ○

4 産業観光課 ○

美濃焼のブランド力の向上や販路開拓に取り組む積極的な事業者を支援しま
す

美濃焼の製造技術やデザインの担い手を育成します

高付加価値製品の開発を支援します

産業と文化の両面から美濃焼の魅力を高める催事として、国際陶磁器フェス
ティバルを開催します

施策の対象 ・企業、事業者やグループ、地場産業関係団体

めざす成果
・首都圏及び海外への販路開拓支援
・陶磁器意匠研究所卒業生の地域定着率向上

現状と課題

 ・海外製品の国内への流入や市場ニーズの変化によって、地場産業は厳しい状況が続いています
 ・美濃焼の高付加価値化による新たな市場開拓が求められています
 ・陶磁器意匠研究所の地場産業へのさらなる支援が求められています

・国際陶磁器フェスティバル美濃'11の成否をふまえ、今後のあり方について検討を行う必要があります

施策の方針

 ・美濃焼の高付加価値化、新規市場開拓に取り組む積極的な事業者やグループへの支援
・陶磁器意匠研究所における陶磁器産業・文化の担い手育成、企業による研究開発等への継続的な
支援
・国際陶磁器フェスティバルの今後のあり方の検討

政　策

施策Ⅱ

元気であり続ける
ための視点

 ・業界団体の主体的な取り組みへの働きかけ
・国や県の支援策の活用と事業者へのPR

関連する個別計画 多治見市産業・観光振興計画

事業名

美濃焼(食器･タイル)の競争力を高める取り組みを支援します
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産業・経済 施策Ⅰ 産業観光 施策番号 241

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 産業観光課 ○

2 産業観光課 ○

3 産業観光課 ○

4 産業観光課 ○観光ボランティアガイドの活動を支援します

事業名

オリベストリートを中心とした地域の主体的なまちづくり活動を支援します

伝統的なまつりや地場産業を活かしたイベントの開催を支援します

地域での陶磁器展示施設等の整備を支援し、産業観光の魅力を伝えます

政　策

施策Ⅱ にぎわいを生み出す産業観光の取り組みを支援します

現状と課題

・「本町」「市之倉」「たかた・おなだ」のオリベストリートで、地域の主体的な産業観光の取り組みが行わ
 れています

 ・伝統的なまつりや地場産業を活かしたイベントは定着しており、ステップアップが求められています
・観光ボランティアガイド等の仕組みは定着しつつあり、さらなる活動の場が求められています

施策の対象 ・市民、地域、事業者、ボランティア、イベント等の主催者・実行委員会

めざす成果

施策の方針
 ･オリベストリートを中心とした既存地域のまちづくり活動への協力と新たな地域の意欲醸成及び支援

 ・より魅力的な内容をめざした伝統的なまつりや地場産業を活かしたイベントの開催支援
・観光ボランティアガイドの活動支援等による官民一体となった産業観光への取り組み

・多治見市への観光客数の増加
・伝統的なまつりや地場産業を活かしたイベント等への参加者数の増加
・観光ボランティアガイドの登録者数、活動回数の増加

元気であり続ける
ための視点

・市民、地域、観光ボランティアとの連携協力

関連する個別計画 多治見市産業・観光振興計画
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産業・経済 施策Ⅰ 産業観光 施策番号 242

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 産業観光課 ◎

2 産業観光課 ○

事業名

観光資源を活かし、「美濃焼」と「日本一の暑さとおもてなしの厚さ」をキーワード
に、観光協会等と連携して日帰り観光・海外誘客の強化に取り組みます

運営体制等の諸条件を整えた上で（仮称）日本タイル館を整備します

元気であり続ける
ための視点

 ・観光協会等との連携協力
・施設整備における民間活力の導入

関連する個別計画 多治見市産業・観光振興計画

施策の対象 ・市民、事業者

めざす成果
 ・メディアへのPR

・多治見市への観光客数の増加
・民間企業によるグッズ開発支援数の増加

現状と課題

・陶磁器産地として、やきもの愛好家への知名度は高いものの、観光地としての一般への知名度は高
 いとはいえません

 ・美濃焼に続く多治見の知名度を上げるための新たな要素が求められています
・日帰り観光の魅力向上のために、分散している観光施設の面的なつながりが必要です

施策の方針

 ・観光客誘致のための積極的なPR
・日帰り観光客の増加に向けて「美濃焼」と「日本一の暑さともてなしの厚さ」をキーワードとした観光客

 誘致の推進
・多治見駅から商店街、本町オリベストリートまでの面的なつながりの強化

 ・多治見の知名度の向上に資する映画やテレビCM等のロケ誘致
 ・（仮称）日本タイル館の建設に向けた諸条件の整備

政　策

施策Ⅱ 産業観光の情報を積極的に発信します
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都市基盤 施策Ⅰ 土地利用 施策番号 311

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 都市政策課 ◎

2 都市政策課 ○

3 開発指導課 ○

4 都市政策課 ○

多治見都市計画の区域、区域区分（線引き）、地域地区を見直し、地域の特性
に応じた地区計画等の導入について検討します

地籍調査を順次実施し、土地の実態把握に努めます

・コンパクトシティの構築
・農地・森林保全による都市災害防止

土地利用の現況と課題を把握し、土地利用に関する基本方針を見直します

関連する個別計画
多治見市都市計画マスタープラン、市街地整備基本計画、国土利用計画、駐車場整備計画、先導的
都市環境形成計画、地籍調査事業実施計画、緑の基本計画

事業名

めざす成果

元気であり続ける
ための視点

 ・利便性、効率性を考慮に入れた市街地形成の誘導
・効率的な公共投資

施策の対象

施策Ⅱ 計画的な市街地形成と、地域の個性を活かした土地利用を誘導します

政　策

現状と課題

 ・中心市街地では、商業機能の低下、人口減少等によりにぎわいが失われています
 ・市街化調整区域では、少子高齢化の進行により、地域コミュニティの維持が懸念されています

 ・市街化区域の縁辺部（周辺市街地）では、低・未利用地が多く計画的なまちづくりが進んでいません
・農地については不耕作地が増加しており、また森林についてもわずかではあるもの減少傾向が続い
ているため、防災機能の確保等の観点からも農地・森林の保全が望まれています
・限りある国土の有効利用と保全のため、土地境界等について実態を正確に把握する必要があります
が、全域の実態把握に少なくとも数十年を要することから、継続的な実施が求められています。
・関連部署と連携して地籍調査データの有効活用を図っていく必要があります

・計画的なまちづくりの誘導（区画整理事業、地区計画の策定、市街化調整区域における開発許可基
 準の弾力化等）

 ・都市計画区域区分の継続と中心市街地の活性化対策
・地籍調査の継続と地籍調査データの活用方法の検討
・低炭素社会をめざしたまちづくり

・市内全域

施策の方針

まちなか居住の促進と低炭素型まちづくりを推進します
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都市基盤 施策Ⅰ 土地利用 施策番号 312

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 区画整理課 ◎

2 区画整理課 ◎

事業名

笠原地区の市街地形成を図るため、神戸栄土地区画整理組合の事業を支援し
ます

(仮称）笠原記念公園の整備計画を策定し、着手します

元気であり続ける
ための視点

・地権者との協力

関連する個別計画 緑の基本計画

施策の対象 ・市民、神戸栄土地区画整理組合

めざす成果 ・公共施設（道路、公園等）が整備された笠原地区の良好な市街地の形成

現状と課題

・市街地内の宅地の利用増進を図るため、道路、公園等の公共施設を整備改善し、土地の区画を整え
 ていく必要があります

 ・整備が進んでいる神戸栄土地区画整理事業を支援し、良好な市街地形成をめざす必要があります
・神戸栄区域内において合併記念となる「（仮称）笠原記念公園」の整備と、区域に接する笠原川の親
水化を図るため、遊歩道等の整備が望まれています

施策の方針
 ･早期完成をめざし、神戸栄土地区画整理事業を支援

 ・「（仮称）笠原記念公園」の整備計画を策定し整備に着手
・県のベストリバー事業と整合するよう整備計画を策定

政　策

施策Ⅱ 区画整理事業を行い、宅地利用を促進します
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都市基盤 施策Ⅰ 土地利用 施策番号 313

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 区画整理課 ◎

2 区画整理課 ◎

3 区画整理課 ◎

4 区画整理課 ◎

5 区画整理課 ○

（仮称）駅北駐輪場（有料）を民間活力を利用して整備します

にぎわいある駅周辺地区の形成に向けて、道路や宅地の整備を行います

駅南地区の市街地整備の事業手法を決定し、支援します

安全で快適な歩行空間を確保するため、駅北土地区画整理区域内の都市計画
道路において、電線類を埋設（地中化）します

関連する個別計画
都市再生整備計画（多治見駅周辺地区）、多治見駅北地区地区計画、緑の基本計画、多治見駅北土
地区画整理事業計画、駐車場整備計画

事業名

みんなが集いにぎわいある拠点施設として、分庁舎、保健センター等の公共公
益施設、多目的広場を整備します。また、民間資本による商業・娯楽施設、駅
北駐車場の整備を誘導します

政　策

施策Ⅱ 駅周辺への都市機能の集約化を図り、にぎわいを創出します

現状と課題

・多治見駅周辺に多くの人が集うよう、にぎわい拠点の中心となる複合施設の整備方針を策定する必
 要があります

 ・複合施設整備に関連して、多目的広場、立体駐車場の整備方針を策定する必要があります
 ・自転車の放置や自転車・バイクの盗難が問題となる中、対策を検討する必要があります

・多治見駅南北の一体化を図るために、中心市街地のあり方を検討する必要があります

施策の方針

 ･多治見駅北駅前街区の全体整備構想を策定し、中心となる複合施設の基本計画を策定
 ・駐輪場（有料）を整備し、駅北駅前の景観と防犯に配慮

・駅北地区や駅の整備にとどまらず駅南地区の都市再生を図るため、事業手法を決定
・景観や快適な歩行空間を確保するため、駅北地区の一部区間の電線類を埋設

施策の対象 ・市民、ＪＲ多治見駅利用者

めざす成果 ・にぎわい拠点としての市民満足度の向上

元気であり続ける
ための視点

・民間資本の導入
・水と緑の委員会等との多目的広場整備の検討
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都市基盤 施策Ⅰ 都市景観 施策番号 321

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 都市政策課 ○

2 都市政策課 ○

3 都市政策課 ○

事業名

風景づくりアドバイザー制度、景観サポーター制度等を有効に活用し、美しい風
景づくりを推進します

市民参加による美しい風景づくりを支援するため、推進地区、市民遺産等を指
定し助成します

良好な広告景観を形成するため、屋外広告物の規制、誘導をします

元気であり続ける
ための視点

・市民参加の促進

関連する個別計画 風景づくり基本計画

施策の対象 ・市民、事業者

めざす成果
 ・市民等の景観に対する満足度の向上

・景観を乱す広告物、構造物の減少

現状と課題
・風景づくりに対する事業者の意識は高まりつつありますが、市民の関心はまだ十分とはいえないた

 め、さらなる意識啓発が必要となっています
・風景づくり全体の中で、広告物のあり方を検討し規制していく必要があります

施策の方針
 ・風景づくりアドバイザー制度等、事業者に対する景観意識向上策の継続実施

 ・市民参加の風景づくりを支援
・屋外広告物規制のあり方の検討及び適正指導

政　策

施策Ⅱ 美しい風景づくりを進めます

35ページ



都市基盤 施策Ⅰ 居住環境 施策番号 331

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 開発指導課 ◎

2 建築住宅課 ◎

3 建築住宅課 ○

4 建築住宅課 ○

5 都市政策課 ○

6 開発指導課 ○

市民の住まいの安定確保及び向上のため、空き住宅・宅地ストック活用策の検
討や、住まいづくりに関する情報の提供を行います

建物の通風、日照の確保や火災時の延焼防止等、道路の持つ本来の機能を発
揮できるよう狭あい道路整備を促進します

建物の耐震診断、耐震補強工事を促進し、安全確保の取り組みを支援します

市営国京団地の跡地利用に向けて市道改良を実施し、跡地利用計画を策定し
ます

市営住宅の補完機能や市街地の空洞化防止機能を有する民間空き住宅を有
効活用します

市営住宅の入居者が良好な住環境の中で生活できるよう住宅を整備します

施策の対象 ・市民

めざす成果

・建築物の耐震化の促進
・市営国京団地の跡地利用計画の策定

 ・バリアフリー化した市営住宅の住戸数
 ・家づくり、住み良い住まいづくりに関する情報提供

・門・塀等の支障物件のセットバックの確保

現状と課題

・市の行う耐震診断・耐震改修助成事業の利用者が少なく、耐震化事業促進に向けた取り組みを進め
ていく必要があります
・市営住宅の集約化について、入居者の事情などにより、なかなか進まない状況にあります

 ・郊外住宅団地の高齢化、空洞化が進みはじめています
・高齢社会の到来により、増加する高齢者・障がい者等が自立した生活を送れる住まいの確保が必要

 になってきています
・２２５棟、１，２５７戸ある市営住宅のうち、約半数を超える住戸は耐用年数の２分の１以上を経過し、

 老朽化が進みつつあることから、順次対策を進めていく必要があります
・狭あい道路を解消し、道路の住環境保全機能や防火・防災機能を確保する必要があります

施策の方針

・耐震化促進に向けた制度の検討や周知
 ・住宅マスタープランに沿った市営住宅の廃止・集約を順次実施

 ･高齢者・障がい者等の日常生活の利便性や安全性を確保するため、市営住宅を住戸改善
 ・住宅の質や住環境の向上に向けた取り組みを促進

・支障物件移転費用の助成による狭あい道路解消の促進

政　策

施策Ⅱ

元気であり続ける
ための視点

・市営住宅跡地の効果的な活用方法の検討
 ・市営住宅の廃止・集約の促進

・民間空き住宅の有効活用の促進

関連する個別計画
多治見市耐震改修促進計画、市営住宅ストック総合活用計画、地域住宅計画、市営住宅管理適正化
計画

事業名

住み良い住まいづくりを促進し、安全･安心な住環境整備を進めます
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都市基盤 施策Ⅰ 居住環境 施策番号 332

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 通信指令課 ◎

2 予防警防課 ◎

3 予防警防課 ○

4 消防総務課 ○

5 予防警防課 ○

自主防災組織との連携等も含めた消防団のあり方を見直し、消防団員の加入
促進、地域消防力の強化に努めます

救命率の向上を図るため、救急救命体制を強化し、救命方法の普及を推進しま
す

事業名

消防通信指令施設の整備を行います

消防力の充実強化のため、消防車両の更新を順次進めます

防火水槽の耐震化を順次進めます

政　策

施策Ⅱ 安心できる生活を確保するため、迅速な消防･救急活動を実施します

現状と課題

 ・消防救急無線のデジタル化整備をしていく必要があります
・昼間に活動できる消防団員が減少しており、若年層団員をはじめ活動人員の確保が必要です。また
これを補完するために必要な「女性やシニア世代」等が活動できる新しい消防団の形が求められてい
ます
・消防車両の更新整備計画に基づき車両を更新し、機動力及び消防力を強化する必要があります
・AEDの市内設置推進、バイスタンダー(応急手当者）の育成、県立多治見病院ドクターカーとの連携体
制整備、救急救命講習会の指導体制強化等による救命効果の向上の促進を図る必要があります

施策の対象 ・市民、消防団

めざす成果

施策の方針

・消防無線のデジタル化整備
・消防団と自主防災組織が連携した災害に強いまちづくり
・消防車両の更新整備計画に基づく車両の更新
・救急救命体制の強化

・消防団活動の活性化
・消防力の強化
・救命率の向上

元気であり続ける
ための視点

・消防団による地域防災活動の促進

関連する個別計画 消防車両の更新整備計画
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都市基盤 施策Ⅰ 居住環境 施策番号 333

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 企画防災課 ◎

2 道路河川課 ◎

3 道路河川課 ◎

4 企画防災課 ○

5 予防警防課 ○

6 予防警防課 ○

7 企画防災課 ○

8 緑化公園課 ○

9 企画防災課 ○

震災時の避難路の安全を確保するため、ブロック塀除去を促進します

民間企業や他自治体との防災協定の締結を進め、災害時に対応できる体制整
備を進めます

要援護者情報の共有や緊急時連絡体制の確立等、行政やボランティア、地域
が連携して活動できる災害対策体制を確立します

広域避難所に防災倉庫を順次設置します

地域の防災対応力を高めるため、自主防災組織の活動を支援します

緊急時に迅速に対応できるよう危険箇所や災害情報の共有に努めます

事業名

災害時の情報提供手段を確保するため、老朽化した防災行政無線の更新を行
います

災害に備えて、急傾斜地崩落対策や橋梁の耐震整備を順次進めます

河川、ため池等の保全及び水防倉庫の機材管理等の水防対策を行います

元気であり続ける
ための視点

 ・自助努力の促進
・地域主体の自主防災活動及びボランティア活動の促進

関連する個別計画
地域防災計画、救命講習受講者1万人達成計画、協力員支援計画、自主防災活動マニュアルを活用し
た訓練計画

施策の対象 ・市民

めざす成果
 ・地域の防災意識の向上

・地域防災力の増強

現状と課題

・大規模災害の発生が懸念される中、市民の防災意識向上を進め、「自助・共助・公助」のバランスの
 取れた災害に強いまちづくりを進める必要があります

・費用面の問題等により、ブロック塀除去等の市民の自主的な防災対策がなかなか進まない状況にあ
ります
・東日本大震災を教訓に、防災対策の強化を図る必要があります

施策の方針

 ・行政、ボランティア、地域等が一体となった災害時要援護者支援体制の構築
 ･災害時等に、市民に迅速な情報提供を行うための防災行政無線の更新及び周波数統合

 ・災害ボランティア及び災害ボランティアコーディネーターの養成
・防災機能の向上を図るため、治水対策、橋梁の耐震整備、防災倉庫の設置等、防災基盤の計画的

 な整備
 ・市民の自主的な防災体制整備の促進に向けた支援

・災害時における応急物資確保等のため、民間や他自治体との連携体制の強化

政　策

施策Ⅱ 災害の発生に備え、災害対策体制や防災･減災基盤を整備します
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都市基盤 施策Ⅰ 交通政策 施策番号 341

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 道路河川課 ◎

2 道路河川課 ◎

3 道路河川課 ◎

4 道路河川課 ◎

5 道路河川課 ◎

6 道路河川課 ◎

7 道路河川課 ○

8 道路河川課 ○

9 道路河川課 ○

10 都市政策課 ○

11 都市政策課 ○

12 道路河川課 ○

13 都市政策課 ○

政　策

施策Ⅱ 快適に移動できる道路交通網を整備します

現状と課題
 ・市街地内では慢性的な渋滞が発生しているため、緩和する対策が必要です

・道路幅が狭い等の危険な道路が多く、交通の安全確保を図るため、道路改良が必要となっています

施策の方針
 ･渋滞緩和や安全確保の観点から、より効果的な路線から計画的に整備

・国・県・市が一体で整備できるよう、国・県へ要望

施策の対象 ・市民

めざす成果
 ・道路整備に関する市民満足度

・整備延長

元気であり続ける
ための視点

・国・県と一体化した効率的な道路整備策の検討

関連する個別計画 多治見都市計画道路網構想、サイン計画、都市再生整備計画

事業名

市街地の渋滞を緩和するため、多治見インター交差点から国道19号住吉町を
結ぶ道路を4車線化します

中心市街地を取り巻く内環状道路と多治見駅のアクセス強化のため、太平町4
丁目から国道248号音羽4交差点を結ぶ道路を整備します

県道多治見犬山線の整備計画にあわせて、小泉駅南側道路を整備します

外環状機能を高め市街地の通過交通量を削減するため、富士見町から大針町
までを結ぶ道路の改良整備を行います

渋滞を緩和し、交通の安全性を高めるため、地域の道路を改良整備します

「国道248号、国長橋から音羽町を結ぶ道路」等の県管理道路の整備促進を県
へ要望します

中心市街地周辺の交通を円滑にするため、（都）上山平和線、（都）音羽小田線
の整備に向けた調査を行います

笠原地区を快適に通行できるよう、笠原環状線の整備に向けて調査検討します

笠原地区の交通を円滑にするため、笠原南北線の整備に向けて調査検討しま
す

東濃３市のネットワーク機能をさらに強化するため、富士見町と東町を結ぶ道路
（東濃西部都市間連絡道路）の整備促進を国、県へ要望します

内環状道路の一部である（仮称）（都）平和・太平線、市街地交通を分散する（仮
称）（都）多治見・下石線の整備促進を県へ要望します

県道河合多治見線の整備計画にあわせた東栄町から山吹町を結ぶ道路の整
備について、調査検討します

現状を検証し、快適に移動できるよう、適切なサイン設置を検討します
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都市基盤 施策Ⅰ 交通政策 施策番号 342

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 道路河川課 ◎

2 道路河川課 ○

3 道路河川課 ○

政　策

施策Ⅱ 計画的な道路の維持･修繕を行います

現状と課題

・橋梁の老朽化が進んでおり、補強・補修を含めた整備方針の確立が必要な状態にあります
・厳しい財政状況の中で、総延長約６５０ｋｍに達する市道の計画的で効果的な維持・修繕が必要に

 なっています
・街路樹の落ち葉処理等、市民ボランティアの活用を広めることにより、緑のボリュームアップの施策と
の連動をより一層図る必要があります。

施策の方針
･安全性向上のため、橋梁の点検を行い作成する修繕計画に基づいた長寿命化整備

 ・安全な通行を確保するための状況に応じた道路の維持・修繕
・道路の美化清掃等市民との協力体制を強化

施策の対象 ・市民

めざす成果
 ・安全、良好な道路の提供

・修繕計画に基づいた橋梁の延命化

元気であり続ける
ための視点

・橋梁の長寿命化整備による架け替え経費の削減
 ・市道の適切な維持管理による経費の節減
 ・上下水道等、道路占用関係機関との連携

・市民等との連携協力による道路状況情報の収集（ロードサポーターの活用）

関連する個別計画 橋梁長寿命化修繕計画

事業名

橋梁の調査を行い、長寿命化に向けた改良整備を順次行います

主要幹線道の舗装改良を順次行い、安全な自動車走行環境を提供します

道路の美化清掃や道路状況の見守り等を行う市民ボランティアの活動を支援し
ます
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都市基盤 施策Ⅰ 交通政策 施策番号 343

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 道路河川課 ○

2 道路河川課 ○

3 都市政策課 ○

政　策

施策Ⅱ ｢人｣にやさしい交通対策を進めます

現状と課題
 ・歩車道分離がされた安全性の高い道路の整備が求められています

・安心して歩ける歩道のネットワーク化の推進が必要です
・だれもが歩きやすいユニバーサルデザインの道路づくりが求められています

施策の方針
 ･だれもが安全に通行できるよう歩道を順次改良整備

・高齢者を中心とした交通安全対策の推進
・交通安全の普及啓発及び指導

施策の対象 ・市民

めざす成果
 ・歩道整備箇所数増加

・歩車道ソフト分離等整備箇所数増加
・歩行者、自転車走行者の交通事故死者数の減少

元気であり続ける
ための視点

・地域の交通安全対策活動の支援
・警察等関係機関と連携し、幼稚園、保育園、小学校等への交通安全啓発活動の実施

関連する個別計画 交通バリアフリー基本構想

事業名

幼児や高齢者に重点を置いた交通安全教育や、地域住民と連携した交通安全
の意識啓発活動を推進します

歩行者や自転車が安心して通行できる道づくりを進めます

多治見市交通バリアフリー基本構想を見直します
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都市基盤 施策Ⅰ 交通政策 施策番号 344

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 都市政策課 ○

2 都市政策課 ○

3 都市政策課 ○

政　策

施策Ⅱ 利便性の高い公共交通を確保します

現状と課題

 ・高齢社会の到来により地域公共交通の確保に対する要望が大きくなっています
 ・道路整備だけでは交通渋滞の解消が困難なため、自動車交通の削減が必要になっています

・渋滞緩和と地球環境の視点からエコ交通の推進が望まれます
・現在交通事業者の自主運営に任せている地域交通について、継続的な運行を行なうための助成制
度の導入について検討する必要があります

施策の方針
 ・公共交通利用の促進とコミュニティバス等の地域公共交通の充実

･マイカー利用の削減と環境にやさしい交通の推進
・公共交通戦略に基づき自動車利用から公共交通への転換促進

施策の対象 ・市民、交通事業者

めざす成果
 ・公共交通利用者数の増加

・自動車交通量の削減

元気であり続ける
ための視点

 ・エコ交通の推進
・市民、民間事業者との連携協力

関連する個別計画 公共交通戦略

事業名

コミュニティバスの利便性の向上に努めます

路線バス等の公共交通の充実に努めます

公共交通戦略に基づき自動車利用から公共交通への転換を促進します
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生活環境 施策Ⅰ 環境との共生 施策番号 411

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 環境課 ○

2 環境課 ◎

3 環境課 ○

あらゆる分野・主体における省エネルギーの推進等により、温室効果ガス排出
量を削減し地球温暖化対策を進めます

環境教育・学習を推進する人財の育成と環境教育・学習活動の支援を行います

 ・市民のエコ活動への参加割合の増加
・市内で排出される温室効果ガスの削減

環境基本計画に基づき、市民・事業者・行政の役割分担のもと、環境保全の取
り組みを推進します

関連する個別計画
環境基本計画、地球温暖化対策地域推進計画、地球温暖化対策実行計画、省エネルギービジョン、
新エネルギービジョン

事業名

めざす成果

元気であり続ける
ための視点

・市民、事業者との協働

施策の対象

施策Ⅱ 温暖化対策等、地球にやさしいまちづくりを推進します

政　策

現状と課題

・第2次環境基本計画に基づき、市民、事業者、行政から成る三者協議会による進捗管理を始めました
・平成19年に日本最高気温を記録する等、まちなかの暑さが問題となっているため、温暖化対策に主
眼をおきつつ、高気温対策を推進する必要があります
・環境問題への取り組みは、行政のみではなく全ての市民や事業者の参加と協働が必要です

・第2次環境基本計画の中間評価と見直し
・温暖化対策地域推進計画の推進による温室効果ガス排出量の削減
・まちなかの暑さを緩和するための高気温対策を継続的に検討・実施するとともに、横断的で効果的な
温暖化対策を展開
・環境教育・学習を推進する人財の育成と、環境教育・学習活動の支援
・市民、事業者、行政が情報を共有し、協働して環境活動を行える体制の整備

・市民、事業者

施策の方針
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生活環境 施策Ⅰ 環境との共生 施策番号 412

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 環境課 ○

2 環境課 ○

3 環境課 ◎

4 環境課 ○墓地需要調査を実施し、今後の墓地形態について検討を行います

事業名

環境調査の実施により公害を防止し、生活環境の保全に努めます

まち美化計画に基づき、きれいなまちづくりを進めるとともに、不法投棄・不適正
処理対策を進めます

新火葬場を建設します

元気であり続ける
ための視点

・市民、事業者との協働

関連する個別計画 まち美化計画

施策の対象 ・市民、事業者

めざす成果
・環境基準の達成度の向上
・まち美化への市民満足度の向上
・新火葬場の稼動

現状と課題

・市内には、現在２つの民間の産業廃棄物最終処分場と名古屋市の一般廃棄物最終処分場があり、
他市から廃棄物が持ち込まれています
・公害その他の環境悪化による被害を未然に防止するために環境の把握が必要です
・不法投棄、ポイ捨て、ペットのふん害等が問題になっており、まち美化計画の推進が必要です
・老朽化の進む火葬場について、新施設の整備を進めています
・墓地需要調査を実施し、墓地需要に応じた墓地の形態を検討していく必要があります

施策の方針

・「市外からの産業廃棄物の処理を目的とした新たな処分場の設置は、原則的に認めない」方針の堅
持
・環境調査の実施による現状把握と良好な環境の維持
・美化計画の見直しと市民と協働したまち美化活動の推進
・パトロールの強化等、不法投棄、不適正処理への迅速な対応の実施
・新火葬場の整備
・墓地需要の動向を見つつ、社会情勢に合った墓地形態や墓地管理の方策を検討

政　策

施策Ⅱ 良好な生活環境を維持します

57ページ



生活環境 施策Ⅰ 環境との共生 施策番号 413

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 環境課 ◎

2 三の倉センター ○三の倉センターの長寿命化をめざし、基幹改良工事を進めます

関連する個別計画 循環型社会システム構想、一般廃棄物（ごみ処理）基本計画

事業名

循環型社会システムの構築をめざし、ごみの発生抑制やリサイクルの推進に取
り組みます

政　策

施策Ⅱ 循環型社会システムの構築を推進します

現状と課題

・23分別の定着等によりごみの排出量は減っていますが、さらなる減量のため、３Ｒを推進し資源循環
の仕組みづくりを一層進める必要があります
・広域での焼却施設の建設は見送りとなり、当面の間は現有施設の長寿命化を図ることとなったため、
市の焼却施設を平成44年度（稼動後30年間）まで稼動できるよう整備を進めていく必要があります

施策の方針
・循環型社会システム構想Ｂ段階の評価に基づき、現状に即した施策を検討・推進
・市の廃棄物処理施設の合理化と安定的な施設運営・収集体制の確立
・廃棄物処理施設（焼却処理）の長寿命化に向けた第一次基幹改良工事の推進

施策の対象 ・市民、事業者

めざす成果
・ごみ排出量の削減
・リサイクル率の向上
・焼却施設のCO２削減

元気であり続ける
ための視点

 ・市民、事業者との協働
・廃棄物処理の合理化

58ページ



生活環境 施策Ⅰ 緑化推進 施策番号 421

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 緑化公園課 ◎

2 緑化公園課 ○

3 緑化公園課 ○

事業名

風の道構想の実現をめざし、緑のボリュームアップ作戦、風の道緑化軸の植栽
を進めます

まちなかの緑を増やすため、民有地緑化を支援します

花づくり・花かざり活動を支援します

元気であり続ける
ための視点

・市民、事業者との協働

関連する個別計画 なし

施策の対象 ・市民

めざす成果 ・市街地の緑被率の向上

現状と課題

・緑には二酸化炭素を吸収するだけでなく、強い日差しや風雨をさえぎる、騒音を緩和する等、さまざま
な効果があるため、身近な緑の創出が求められています
・緑の不足するまちなか（市街地）の緑化を推進する必要があり、公共緑化はもちろん民有地緑化を一
層進めることが重要です

施策の方針

・風の道構想の実現をめざし、ポケット緑地の整備等、公的空間の緑のボリュームアップ・風の道軸緑
化の推進
・民有地緑化支援によるまちなかの緑化推進
・まちなかの緑を増やす花づくり、花かざり運動の促進

政　策

施策Ⅱ 緑のボリュームアップを進めます
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生活環境 施策Ⅰ 緑化推進 施策番号 422

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 緑化公園課 ○

2 緑化公園課 ○

貴重な緑を守るとともに市民参加の緑化を推進します

市民との協働により身近な里山を保全し、自然と触れ合える場として整備し活
用します

施策の対象 ・市民

めざす成果
・保存樹、保護地区その他の緑地保全制度を利用した緑の保全
・森づくり活動等への市民参加
・自然公園（保健保安林）の適正な管理

現状と課題

・ふるさと風景の保持や暑さ対策等のため、まちを取り囲む一団の緑や貴重な樹木、希少種の群落等
の保護が求められています
・生態系の保護等、緑の質を高めるための緑化手法が求められています
・ふるさとの緑を育むには、公園や緑地、里山等の利活用を進め、地域活動との連携を推進する必要
があります
・自然公園（保健保安林）について、施設の老朽化が進んでいるため、利用者の安全確保のためにも、
計画的な設備更新が必要です

施策の方針
・貴重樹木等の保護に対する支援
・保健保安林、里山フィールドの「身近な緑に触れる場」としての整備と利活用の促進
・市民森づくり団体の育成等、市民と行政の協働支援体制の整備

政　策

施策Ⅱ

元気であり続ける
ための視点

・市民、事業者との協働

関連する個別計画 なし

事業名

緑の資源を守るとともに、緑の質を高めます
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生活環境 施策Ⅰ 上水道 施策番号 431

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 水道課 ◎

2 水道課 ◎

事業名

施設の安全性、維持管理体制の質的向上に重点を置き、水道事業基本計画に
基づいた施設整備・更新を推進します

事故や災害に備え、水道施設の耐震化や老朽管の更新・耐震化を計画的に実
施します

政　策

施策Ⅱ 上水道の安定供給･安全性確保を図ります

現状と課題

・給水量が横ばいの傾向となり、今後はより安全で安定した水の供給を図るための施設整備が必要で
す
・岐阜県実施の東濃西部送水幹線事業（小名田調整・配水池建設）、合併による給水区域の拡大に伴
う水運用計画の見直し及び地震対策を中心に定めた水道事業（施設整備）基本計画に基づく施設の整
備、更新等が必要です
・事故による断水や災害に備え、配水池の新設による貯留量の拡充や水道施設の耐震化、更新を進
める必要があります

施策の対象 ・市民

めざす成果

施策の方針

・施設の安全性や維持管理体制の質的向上に重点を置いた水道事業基本計画に基づく施設整備・更
新の推進
・災害時の応急給水用水源の確保となる配水池の新設
・事故や災害に備えた水道施設の耐震化、老朽管の更新・耐震化の計画的な実施
・水道事業広域化の検討

・業務指標(安心、安定、持続、環境、管理）の向上

元気であり続ける
ための視点

・効率的な整備の推進
・上下水道の事務部門の一元化

関連する個別計画 水道事業基本計画、水道水質検査計画
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生活環境 施策Ⅰ 下水道 施策番号 441

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 下水道課 ○

2 浄化センター ◎

3 下水道課 ○

4 下水道課 ○
下水道への接続促進や合併処理浄化槽の普及促進により、水環境の保全に
努めます

事業名

下水道事業計画に基づき、計画的に施設の整備を行います

処理場、ポンプ場、管渠の更新、耐震、長寿命化等を統括した計画を作成し、
計画的に改良を進めます

内水対策の検討や雨水貯留施設の設置促進など、浸水対策を進めます

元気であり続ける
ための視点

・経営の効率化

関連する個別計画
公共下水道基本計画、公共下水道事業計画、生活排水処理基本計画、公共下水道地震対策緊急整
備計画、合流式下水道緊急改善計画、公共下水道長寿命化計画、管渠維持総合計画、雨水対策計
画

施策の対象 ・市民

めざす成果
・下水道普及率の向上
・河川水質の保全
・水洗化率の向上

現状と課題

・降雨時の未処理放流水による水質悪化対策として合流式下水道の改善が必要です
・老朽管渠を原因とする道路の陥没、地震による管渠の閉塞や処理場の機能低下に対する対策が必
要です
・放流水質を保持するため、下水処理場施設の適切な更新が必要です
・流入水量の増加や公共用水域の富栄養化等から、総量規制への対応が必要です
・過去に度々水害に見舞われていることから、中心市街地の浸水対策を進めることが必要です
・河川水質を悪化させる主な要因である生活排水への対策が必要です

施策の方針

・第6期下水道事業計画に基づいた施設整備
・簡易処理施設の高度化や市街地の分流化等、合流改善の取り組みを推進
・下水処理場施設や管渠の耐震化及び長寿命化を含めた更新計画の策定と、計画に基づく施設整備
・下水処理施設の高度処理への対応策を検討
・中心市街地における浸水対策
・下水道や合併処理浄化槽への切替えに対する支援

政　策

施策Ⅱ 公共下水道や合併処理浄化槽により水環境を守ります
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保健･医療･福祉 施策Ⅰ 子育て 施策番号 511

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 子ども支援課 ◎

2 子ども支援課 ◎

3 子ども支援課 ◎

4 子ども支援課 ○

5 子ども支援課 ○

6 子ども支援課 ○

滝呂・美坂保育園を統合して整備します

特別保育（一時・休日・病後児）や障がい児保育を充実します

 ・延長保育や未満児保育等の受け入れ体制の整備
 ・老朽化した保育園・幼稚園の建替え

・保育園の公設民営化への移行

老朽化した保育園・幼稚園について、整備計画を策定します

関連する個別計画 たじみ子ども未来プラン

事業名

めざす成果

元気であり続ける
ための視点

 ・幼保一元化の検討
 ・保育園の公設民営化の検討

・幼稚園の統廃合の検討

施策の対象

施策Ⅱ 保育事業を推進します

政　策

現状と課題
・女性の社会進出等により、延長保育や未満児保育等の多様化するニーズに、民間活力を活用し柔

 軟に対応していくことが必要です
・保育園や幼稚園の老朽化及び統合に対応するため、施設の計画的な整備が求められています

 ・民間保育所への助成の継続
 ・老朽化した保育園・幼稚園の計画的な建替え

・特別保育（一時・休日・病後児）や障がい児保育への対応

・保育園、幼稚園利用者

施策の方針

愛児・精華幼稚園を統合し、整備に着手します

民間保育園への助成を継続し、保育体制の強化を図ります

私立幼稚園就園奨励事業を継続します
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保健･医療･福祉 施策Ⅰ 子育て 施策番号 512

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 子ども支援課 ◎

2 保健センター ◎

3 保険年金課 ◎

4 保健センター ◎

5 子ども支援課 ○

6 子ども支援課 ○

7 子ども支援課 ○

8 保健センター ○

9 子ども支援課 ○

子どもの病気を予防し、健やかな発育と発達を支援するための事業を充実しま
す

地域における子育て支援の場を活用し、親育ち・子育ちを推進します

予防接種に関する正しい情報を周知し、適正に実施します

核家族化や女性の社会進出に対応するため、放課後児童健全育成事業(学童
保育事業）を推進します

核家族化に対応した地域相互支援制度としてのファミリーサポート事業を推進
します

家庭・ひとり親等の子育てを支援します

事業名

地域の子育て交流拠点として子育て支援の場を整備し、適切な運営を行います

妊婦の健康管理のために、妊婦健診の公費助成を継続します

子どもの医療費助成は財政状況を踏まえて拡充を目指します

元気であり続ける
ための視点

・地域、関係機関との連携協力

関連する個別計画 たじみ子ども未来プラン、親育ち４・３・６・３たじみプラン

施策の対象 市民

めざす成果
 ・安全・安心な子どもの居場所づくり

・出生者数の増加
・妊娠から子育て期間の健康づくりと健全な発達の促進

現状と課題

 ・核家族化や女性の社会進出に対応した子育て支援施策の充実が求められています
 ・児童館、児童センターの老朽化に対応する計画的な整備が求められています

・少子化対策として、妊婦健診等の公的支援の充実が求められています
・家庭環境の変化により全ての子どもの健全な発育・発達を支援することがより一層求められています

施策の方針

 ・学童保育所の学校内の設置運営と教育環境整備の充実
 ・児童館等の建替え、施設整備を含めた将来的なあり方の検討

 ・妊婦健診の公費助成回数の増加、県外医療機関利用者への助成の拡充
・通院費助成の対象年齢の検討
・妊娠から子育て期間の保健施策の充実

政　策

施策Ⅱ 安心できる子育て環境を充実します
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保健･医療･福祉 施策Ⅰ 子育て 施策番号 513

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 子ども支援課 ◎

関連する個別計画 たじみ子ども未来プラン、障害者計画

事業名

発達支援センター等の療育関係機関が連携を図り、支援の必要な児童の総合
的な発達を支援します

政　策

施策Ⅱ 療育活動の場を整備し、療育の充実に努めます

現状と課題
・療育の充実を図るため、療育体制のあり方についての検討が必要です
・療育の必要な子どもへの総合的で継続的な支援が求められています

施策の方針
 ･療育体制のあり方の検討

・療育施設の整備の検討

施策の対象 ・施設利用児童、保護者

めざす成果 ・支援の必要な児童の療育の充実

元気であり続ける
ための視点

・療育の関係機関、関係施設との連携
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保健･医療･福祉 施策Ⅰ 健康 施策番号 521

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 保健センター ◎

2 保健センター ◎

3 保健センター ○

事業名

市民の健康づくりの拠点である保健センターを整備します

生活習慣病の予防や早期発見、重症化予防のための事業を充実します

たじみ健康ハッピープランに基づき、「食生活」、「運動」、「喫煙」を優先課題とし
て健康づくり事業を推進します

元気であり続ける
ための視点

・健診、検診メニューの定期的な見直し
・助成のあり方の検討
・庁内関連部署との横断的取り組み、関係市民団体との連携強化

関連する個別計画 たじみ健康ハッピープラン、特定健診等実施計画

施策の対象 ・市民

めざす成果

・生活習慣の改善、　・早世死亡者数の減少
・生活習慣病有病者数の減少、　・メタボリックシンドローム該当者及び予備軍の減少
・健診受診率の増加、　・高額医療費の減少
・健康観・生活満足度の増加、　・新保健センターの建設

現状と課題

・早世予防・障がい予防のために、市民の健康づくり意識の高揚と行動を誘発する保健事業の展開が
求められています
・生活習慣病予防のため、健診受診率を高め、ハイリスク者への保健指導等の対策を強化していくこと
が必要です
・市内の公共施設をはじめ新たな健康づくりの拠点を活用し、学習・実践の場を拡大していくことが求め
られています
・保健センターの老朽化に伴い、新たな健康づくりの拠点整備が求められています

施策の方針

・各種健診・教室・相談等の機会を利用した生活習慣病予防の啓発
・たじみ健康ハッピープラン（健康づくり計画）に基づく、「食生活」「運動」「喫煙」を優先課題とした事業
の推進
・関係組織・団体との連携による市民の自主的継続的健康づくり活動の支援
・健康づくりにかかる人財育成
・重症化予防のためのハイリスク者対策

政　策

施策Ⅱ 健康づくりの拠点を整備し、保健指導、健診等、健康づくりを推進します

73ページ



保健･医療･福祉 施策Ⅰ 医療 施策番号 531

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 医療整備課 ◎

2 医療整備課 ◎

指定管理者と協力し、新市民病院を建設するとともに充実した医療機器の整備
を図ります

市内医療機関の連携により、救急医療、夜間休日医療体制等の充実を図りま
す

施策の対象 市民、開業医・民間病院、県立多治見病院、医師会　、歯科医師会、薬剤師会

めざす成果
・地域の医療体制の充実（医療連携の進展、夜間・休日等の１次救急体制の浸透）
・市民病院の発展（政策的医療の充実、人財や機器等の充実、利用者の拡大と満足度の上昇）

現状と課題

・医師不足解消と経営健全化に向け、平成22年4月市民病院に指定管理者制度が導入されました
・老朽化、耐震化、最新医療に対応するため、平成24年夏の開院を目指して新市民病院の建設を進め
ています
・地域の３次医療を担う県立多治見病院が平成22年4月地方独立行政法人化、２次医療を担う市民病
院の改革と新設、１次医療を担う開業医の増加等の動きを受け、医療連携のさらなる発展を目指して
いく必要があります
・6次総前期期間中に、開業医・薬剤師会による夜間当番医制、市民病院による休日救急診療、歯科
医師会による連休時当番制が定着しました。多くの市民への周知が望まれます

施策の方針

・１次、２次、３次医療の担い手間の連携強化（連携パスの普及、開放病棟の維持、信頼関係の醸成
等）
・新市民病院の建設と最新の医療機器の整備
・救急、小児、リハビリ、保健衛生、産科等の充実及び安定的な病院経営
・夜間当番医制、休日救急診療、大型連休歯科医当番制、医療情報センター等の周知の強化

政　策

施策Ⅱ

元気であり続ける
ための視点

・関係機関との連携（開業医・民間病院、県立多治見病院、医師会、歯科医師会、薬剤師会）
・市民病院への一般財源投入（繰入れ）について、少なくとも20年後までの見通しが可能に

関連する個別計画 多治見市民病院改革プラン

事業名

医療資源を有効に活用し、地域医療体制構築に努めます
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保健･医療･福祉 施策Ⅰ 福祉 施策番号 541

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 高齢福祉課 ◎

2 高齢福祉課 ◎

3 高齢福祉課 ◎

4 高齢福祉課 ◎

5 高齢福祉課 ○

成年後見制度利用支援事業を継続し、高齢者の権利擁護を推進します

高齢者の見守り活動と在宅支援を推進します

事業名

地域包括支援センターや高齢者支援センターと連携し、相談支援体制を充実し
ます

医療と連携し、介護サービスの充実を図るとともに、介護予防・日常生活支援総
合事業を推進します

地域住民や各種団体と連携し、地域力向上を支援します

政　策

施策Ⅱ 高齢者福祉の推進のために、地域包括ケアシステムを確立します

現状と課題

・高齢社会においてひとり暮らし高齢者の相談支援体制の充実や、住み慣れた地域で生活し続けるこ
とができるまちづくりが求められています
・地域包括支援センターを中心とした地域の支援体制のさらなる充実が求められています
・適正な介護サービスの実施とあわせて、地域の実情に応じた支援体制の構築や、地域の助け合いな
ど地域力の向上が求められています

施策の対象 ・高齢者

めざす成果

施策の方針

・要援護高齢者の状況把握と生活支援
・在宅生活の継続が困難になった高齢者の生活の場の確保
・独居高齢者等への配食サービス等総合事業の継続的な実施による見守り活動と在宅支援の推進
・地域包括支援センター、高齢者支援センター機能を充実し、地域と連携した高齢者支援体制の強化
・一般高齢者・虚弱高齢者への介護予防の普及
・介護サービス事業者等の人財育成

・配食サービス等総合事業利用時の定期的なアセスメントと事業実施による在宅支援
・高齢者支援センターの効果的な事業実施による介護予防の普及
・成年後見制度の利用促進による高齢者への権利擁護の推進
・地域住民や各種団体との連携強化

元気であり続ける
ための視点

・在宅福祉サービスのあり方や対象者の検討
・高齢者支援センターの委託内容の見直し
・地域包括支援センター、民生児童委員、自治会、地域福祉協議会等関係機関との連携

関連する個別計画 高齢者保健福祉計画
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保健･医療･福祉 施策Ⅰ 福祉 施策番号 542

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 子ども支援課 ◎

2 福祉課 ◎

3 福祉課 ◎

4 福祉課 ◎

5 福祉課 ○

6 福祉課 ○

障がい者の権利擁護を推進するために、成年後見制度の利用を支援します

日中一時支援事業等、障害者地域生活支援事業を実施します

基幹相談支援センターを設置し、相談支援事業を充実します

事業名

療育、保育及び教育の連携を図り一体的な支援を進めます

障がい者の相談支援体制を充実するとともに、就労支援を促進します

障がい者の地域での生活の場であるグループホーム等の整備を支援します

元気であり続ける
ための視点

 ・関係機関、関係施設との連携
 ・在宅福祉サービスのあり方や対象者の検討

・地域活動支援センターの障害者自立支援法認可事業所への移行

関連する個別計画 障害者計画

施策の対象 ・障がい者（児）及び保護者、障がい関係団体、障がい関係事業所

めざす成果

・生活介護、短期入所、日中一時支援等の利用者数の増加
・グループホーム等の利用者数の増加
・障がい者の就労実績、就労継続支援等の利用者数の増加
・関係機関や地域との連携による、障がい者（児）一人ひとりのライフステージに応じた支援体制の充
実

現状と課題

・障がい者の地域生活や就労を支援していく施策の充実が求められています
・重度の心身障がい者、精神障がい者に対するサービスの充実が求められています
・障がい者の虐待防止、権利擁護を推進し、安心して地域で生活するための支援体制の充実が求めら
れています

施策の方針

・生活介護施設やグループホーム等の地域生活の場となる施設の整備支援
・就労移行支援、就労継続支援の充実
・相談支援、日中一時支援等の地域生活支援事業の充実
・地域自立支援協議会機能充実のための必要な見直し
・安心して相談できる場と活動できる場の確保と虐待防止、権利擁護を推進

政　策

施策Ⅱ 地域で安心して暮らせるように、障がい者の自立を支援します

76ページ



保健･医療･福祉 施策Ⅰ 福祉 施策番号 544

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 福祉課 ◎

2 福祉課 ○

政　策

施策Ⅱ だれもが安心できる福祉体制を整備します

現状と課題

・市民や事業者が障がいのある人について理解を深め、だれもが地域で安心して暮らすことができる
バリアフリーを推進したまちづくりが求められています
・地域で支えあう福祉体制の構築が求められています
・地域福祉の支えとなる地域福祉協議会への支援が求められています

施策の方針

・「バリアフリー展」等の啓発イベントの実施
・バリアフリーに配慮した施設整備の指導、推進
・地域での福祉活動を行う団体の設立支援
・地域福祉協議会への支援

施策の対象 ・市民

めざす成果
 ・福祉環境整備指針の更新

 ・バリアフリーマーク交付認定件数の増加
 ・地域福祉協議会の立ち上げ

元気であり続ける
ための視点

・地域、関係機関の連携協力

関連する個別計画 地域福祉計画、福祉環境整備指針、バリアフリー推進計画

事業名

地域単位での福祉活動を充実するため、社会福祉協議会との連携協力及び支
援を行います

バリアフリーの推進等、市民の福祉に対する意識の高揚を図ります
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行政運営・経営 施策Ⅰ 行財政運営 施策番号 611

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 総務課 ○

2 財政課 ○

施策の対象

施策Ⅱ 法務･財務機能の充実を図ります

政　策

現状と課題
 ・地方分権の進展に伴い法務機能を強化していく必要性が高まっています

・少子高齢社会の進展に伴う税収減少等、市の財政状況が厳しさを増していく中で、財務規律を高める
必要があります

 ・職員の法務能力強化
・健全な財政に関する条例に沿った財政運営

・行政

施策の方針

・法制執務に関する研修の実施
・法令、制度改正等の対応のための研究の実施
・健全な財政運営の維持

新たな例規の立案や法改正、制度改正などに対応するため、職員の法務能力
の向上をめざします

関連する個別計画 中期財政計画

事業名

めざす成果

元気であり続ける
ための視点

・国、県の法令等の制定改廃状況の把握や先進事例の研究
・わかりやすい財政状況の公開と財務体質の強化

中期財政計画を作成し、公表します
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行政運営・経営 施策Ⅰ 行財政運営 施策番号 612

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 人事課 ◎

2 人事課 ○

3 人事課 ○

4 企画防災課 ○

現状と課題 ・市民の求めるサービスが多様化しており、提供するサービスの内容が高度化、専門化してきています

施策の方針
 ・市民サービス提供能力向上のための研修強化

 ・目標管理による組織運営、人事評価
・市民サービス向上に向けた組織のあり方の検討と見直し

政　策

施策Ⅱ 市民サービスの向上を図るため、人財育成や人事管理、組織運営を行います

施策の対象 ・行政

めざす成果 ・市民サービスに対する満足度の向上

元気であり続ける
ための視点

・市民サービスの質の向上
・定員の適正化

関連する個別計画 定員適正化計画、人財育成基本計画、研修計画

事業名

市民サービスの質の向上を図るため、人財育成基本計画に基づく人財育成を
行います

明確な目標を設定し、その目標達成に向けた組織管理を行い、実績に基づいて
評価を行います

定員適正化計画に基づいて職員定数の管理を行います

市民サービスの利便性の向上及び事務の効率化を図るため、組織機構を継続
的に見直します
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行政運営・経営 施策Ⅰ 行財政運営 施策番号 613

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 企画防災課 ◎

2 総務課 ◎

3  企画防災課総務課 ◎

めざす成果

 ・管理施設の選択と市有施設の長期活用
・市有施設の耐震化率向上
・分庁舎の整備
・市庁舎機能の充実と効率的な活用

元気であり続ける
ための視点

・施設の集約化
・施設の長期活用
・計画的な耐震化

施策の方針

 ・統廃合を含めた市有施設の適正化
 ・市有施設の計画的な修繕

・市有施設の計画的な耐震化
・分庁舎の整備
・本庁舎建替えの検討

施策の対象 ・市民

政　策

施策Ⅱ 市有施設を有効かつ効率的に管理します

現状と課題

 ・約300ある市有施設（約1,000棟）の維持、修繕を計画的に実行していく必要があります
・市有施設については、防災機能を勘案し、耐震化を進めていく必要があります
・市民の利便性の向上や耐震性等、市庁舎機能の充実を図るため、分庁舎の整備をするとともに、本
庁舎の建替えについて検討する必要があります。

関連する個別計画 行政改革大綱、多治見駅北地区公共公益施設建設基本構想

事業名

集約化等、市有施設のあり方について検討します

市有施設の耐震化を進めるとともに、計画的に修繕します

分庁舎を整備するとともに、本庁舎を建て替えるための検討をします
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行政運営・経営 施策Ⅰ 行財政運営 施策番号 614

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 監査委員事務局 ○

政　策

施策Ⅱ 監査機能の充実を図ります

現状と課題
・複雑、多様化する行政運営において、法令、規律の遵守、適正な事務の執行について市民の関心が
高まっています

施策の方針 ・適正な行財政運営の執行に関する監査機能の充実

施策の対象 ・行政

めざす成果 ・監査に対するアドバイザー機能の強化

元気であり続ける
ための視点

・市民の視点に立った監査の実施

関連する個別計画 なし

事業名

行政運営の制度をより堅実なものとするため、監査機能の充実を図ります
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行政運営・経営 施策Ⅰ 行財政運営 施策番号 615

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 情報課 ○

2 情報課 ○

政　策

施策Ⅱ

元気であり続ける
ための視点

・情報システムや情報の利活用の促進
・情報技術を活用した事務の効率化

関連する個別計画 情報化計画

事業名

事務の効率化及び市民の利便性を高めるため、情報化を推進します

現状と課題
 ・時代に即した情報化施策を推進していく上で、調査研究を継続していく必要があります

・高度・複雑・多様化している情報化社会において情報化施策を推進していくには、情報を活用する能
力の向上を図る等、情報化に向けた人財の育成が必要です

施策の方針
 ・情報化計画の見直し及び推進

・情報化に向けた人財育成

施策の対象 ・市民、行政

めざす成果 ・情報活用能力の向上

市民サービスの向上や行政事務の効率化を進めるため、情報化を推進します

情報化社会への意識向上や醸成を図るため、関係機関と連携し、多様な機会
を提供します
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行政運営・経営 施策Ⅰ みんなで支えあうまちづくり 施策番号 621

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 秘書広報課 ◎

・情報提供についての市民満足度の向上

元気であり続ける
ための視点

・効率的な手段による情報の共有化

関連する個別計画 なし

施策の方針
 ・積極的な情報公開の推進

 ・わかりやすい言葉による情報発信
・効果的な情報伝達方法の検討及び実施

施策Ⅱ わかりやすい情報提供を行います

現状と課題
 ・市民、地域、ＮＰＯ、民間企業等と連携協力していく上で、情報を共有していくことが求められています

・情報の共有化を進めるには、わかりやすい言葉で情報を発信していく必要があります

施策の対象 ・市民、地域、ＮＰＯ、民間企業

めざす成果

政　策

事業名

広報やホームページ、ラジオ番組等の多様な方法により、わかりやすい情報の
提供を行い、情報の共有化を図ります
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行政運営・経営 施策Ⅰ みんなで支えあうまちづくり 施策番号 622

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 くらし人権課 ◎

2 くらし人権課 ◎

3 秘書広報課 ○

4 くらし人権課 ○

政　策

施策Ⅱ みんなで支えあうまちづくりを行います

現状と課題

行政だけではなく、市民、地域、ＮＰＯ等、それぞれの得意分野を活かして、まちづくりを行っていく必
 要があります

・関係機関や地域等と連携協力し、防犯等地域の安全向上に向けた取り組みを行っていく必要があり
ます

施策の方針
 ・市民によるまちづくり活動の支援

 ・ボランティア団体、ＮＰＯの育成支援
・地域の安全向上に向けた連携・支援

施策の対象 ・市民、地域、ＮＰＯ

めざす成果 ・ボランティア団体、NPO団体との連携強化

元気であり続ける
ための視点

・市民、地域、ＮＰＯ等との連携協力

関連する個別計画 なし

事業名

市民によるまちづくり活動を支援します

ボランティア、ＮＰＯの取り組みを支援します

市政への市民参加を促進します

自主防犯活動を支援する等、地域の安全向上に努めます
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行政運営・経営 施策Ⅰ みんなで支えあうまちづくり 施策番号 623

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 企画防災課 ○

関連する個別計画 なし

事業名

市民サービスの効率化をめざし、指定管理者制度を利用した市有施設の運営
を行います

めざす成果
 ・民間活力導入による費用の減少

・市民サービス満足度の向上

元気であり続ける
ための視点

・事業実施主体の検討
・民間活力の導入

施策の方針
 ・民間活用も視野に入れた公共施設

・市民サービスの有効活用方法の検討・実施

施策の対象 ・市民、NPO、民間企業

政　策

施策Ⅱ 市民サービスの提供方法のあり方を見直します

現状と課題
・税収の減少が見込まれる中、公共施設・市民サービスの効率化及び向上を図っていくには、民間活
力の導入を検討する必要があります
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行政運営・経営 施策Ⅰ 収入構造の転換 施策番号 631

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 総務部諸納付金収納担当 ◎

2 財政課 ○

事業名

徴収を強化し、収納率の向上を図ります

受益と負担の関係を明確にし、使用料、手数料の見直しを行います

元気であり続ける
ための視点

・収入増

関連する個別計画 債権管理計画

施策の対象 ・市民

めざす成果
 ・収納率の向上

・収入増

現状と課題
 ・今後、税収の減少が予測される中、収納率を更に改善し、収入強化を図っていく必要があります

・厳しい財政状況の中、適正な受益者負担を求めていく必要があります

施策の方針
 ・徴収の強化

・使用料、手数料の定期的な見直し

政　策

施策Ⅱ 収入構造の強化を図ります
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行政運営・経営 施策Ⅰ 収入構造の転換 施策番号 632

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 会計課 ○

2 財政課 ○
市有財産等を活用した広告収入により資金を調達するとともに、新たな資金調
達手段について研究します

関連する個別計画 なし

事業名

資金管理運用基準に沿った効率的な資金運用を図ります

めざす成果

 ・適正な運用益の確保
･広告収入事業の拡大
・新たな資金調達手段の採用
・資金調達コストの低減

元気であり続ける
ための視点

・財務体質の強化

施策の方針
 ・国債、地方債の購入等資金運用手段の検討

・広告収入による資金の調達と新たな資金調達手段の研究

施策の対象 ・市民、行政

政　策

施策Ⅱ 資金効率を向上させるため、資金運用や資金調達手段の多様化を図ります

現状と課題
 ・金融情勢や資金ニーズに応じた資金運用を行い、運用益を確保していく必要があります

・新たな財源の確保のため、資金調達手段の多様化が求められています
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行政運営・経営 施策Ⅰ 事業の評価と選択 施策番号 641

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 企画防災課 ◎

2 企画防災課 ◎

事業名

総合計画に基づいた施策の評価を実施し、評価結果に基づいた施策を展開し
ます

総合計画の進行管理、事業評価を行い、評価結果を予算に反映し、事業を実
施します

元気であり続ける
ための視点

・選択と集中（『あれも・これも』から、『あれか、これか』へ）

関連する個別計画 中期財政計画、行政改革大綱、新市建設計画

施策の対象 ・行政

めざす成果 ・財政状況に応じた総合計画事業の予算への反映

現状と課題
・限られた財源を効果的に活用するため、総合計画に基づいて計画的に行政運営を行っていく必要が

 あります
・総合計画に基づいた効率的な行政運営を行う上で事業の精査、見直しが必要です

施策の方針

 ・「計画→実行→評価→見直し→計画」という政策サイクルの展開
 ・総合計画の施策レベルでの評価の実施

 ・より効果的な事業選択をするための評価の実施
・新規事業の精査

政　策

施策Ⅱ 適正な政策選択を行うため、施策や事業の評価を実施します
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行政運営・経営 施策Ⅰ 事業の評価と選択 施策番号 642

施策を構成する基本計画事業

番号 担当課 優先度

1 企画防災課 ◎

関連する個別計画 行政改革大綱

事業名

行政改革大綱を策定し、質的向上と事業評価に基づく量的縮減の両面から、行
政の改革を推進します

めざす成果
 ・行政改革大綱の目標達成

・政策総点検等の事業縮減の達成

元気であり続ける
ための視点

・行政の質の転換
・行政のスリム化

施策の方針 ・行政改革大綱を策定し、大綱に沿った行政の改革

施策の対象 ・行政

政　策

施策Ⅱ 行政の質を向上させるため、行政改革を実施します

現状と課題
・行政を取り巻く厳しい社会経済状況の中、事業の縮減と合わせ、行政の「質」の転換を図ることが必
要です
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