
章 節 細項目 計画 ページ

公営住宅の整備 ３２

住宅供給の促進 ３２

消費者保護 ３３

生産者との交流 ３３

地産地消の推進 ３３

高齢者の消費生活 ３３

非行相談指導の充実 ３４

住民相互支援の活性化 ３４

社会貢献活動 ３４

就職支援活動 ３５

産業の担い手育成 ３５

再雇用の促進 ３５

高齢者能力の活用促進 ３５

介護支援 ３６

在宅サービスの充実 ３６

ひとり暮らしの高齢者支援 ３６

第１節 住民相互支援の活性化 ３７

家　庭 指導援護の充実 ３８

自立支援 ３８

在宅介護の充実 ３９

住民相互支援の活性化 ３９

男女共同参画の促進 ４０

子育て環境の整備 ４０

女性の社会進出の促進 ４０

国民健康保険 ４２

後期高齢者医療保険 ４２

国民年金 ４２

介護保険制度の周知 ４３

介護保険事業の実行 ４３

介護予防の推進 ４３

社会教育施設の整備 ４４

生涯学習の充実 ４４

これからの地域コミュニティ ４５

地域ボランティア活動支援 ４６

社会福祉協議会の充実 ４７

住民相互支援の活性化 ４７

安全な児童公園 ４９

住民に親しまれる公園整備 ４９

第２節 適正な維持管理 ５０

近隣地域 地域防犯体制の確立 ５１

防犯設備の充実 ５２

スポーツに親しめる環境づくり ５４

施設の維持管理と運営体制 ５４

指導体制の確立 ５４

スポーツ組織の強化 ５５

文化活動の情報発信 ５６

文化財の保護 ５７

観光資源としての活用 ５７

図書室の整備 ５７

福祉拠点の整備 ５８

住民相互支援の活性化 ５９

バリアフリーの推進 ５９

宅地開発の促進 ６１

市街地の整備 ６１

第３節 まちの美化活動 ６１

都市環境 緑地保全 ６１

都市計画の見直し ６１

河川改修の推進 ６２

排水路対策の充実 ６２

海岸整備の促進 ６３

道　路 道路整備の推進 ６４

安全な道路環境の整備 ６４

道路美化の推進 ６５

交　通 地域公共交通の整備促進 ６６

交通施設の整備 ６６

交通環境の充実 ６６

公衆衛生 ごみ処理 ６８

第３節 し尿処理 ６８

都市環境 生活雑排水処理 ６９

リサイクルの促進 ６９

一宮川の清流化 ６９

上・下水道 水の安定供給 ７０

水質管理の充実 ７０

汚水処理の整備 ７０

消防・防災 消防体制の充実 ７１

消防体制の確立 ７２

墓地・火葬場 墓地の整備 ７３

火葬場の適正運営 ７３

広域行政 広域市町村圏組合の運営 ７４

第４節 医　療 広域医療体制の充実 ７５

広域連携 国際交流 国際交流 ７６

居住外国人支援 ７６

危機管理 地域防災体制の確立 ７７

広域的な災害対策 ７７

農　業 経営規模別支援 ８０

交流拠点の整備 ８０

地域資源の多面的連携 ８１

農業を楽しむ住民の拡大と体制づくり ８１

農業活動を補強する要素 ８１

林　業 森林維持 ８２

林道整備 ８２

環境保全の促進 ８２

水産業 水産資源の保護 ８３

第５節 観光漁業の育成 ８３

地域産業 商工業 商店街の再構築 ８４

商業の活性化 ８５

企業進出の対応 ８５

観　光 観光資源の活用 ８６

観光活動の活性化 ８７

広域的な自治体連携の促進 ８７

地域体験の充実 ８８

まちおこし 町の個性の創造 ９０

交流による価値創造 ９０

まちおこしの継続 ９０

美しい街並みによるまちおこし ９０

物づくりによるまちおこし ９０

定住化の促進 ９０

まちおこしのイメージマップ ９１

産業と環境 各産業の取り組み支援 ９３

環境保全 里山環境保全 ９４

一宮川自然環境整備 ９４

九十九里海岸自然環境保全 ９５

第６節 水田地帯自然環境保全 ９５

自然環境 まちなか環境整備 ９５

環境教育 ９５

自然資源 自然エネルギー ９６

水資源 ９６

森林資源 ９６

スポーツ

文　化

総合福祉

土地利用

河川・水路・海岸
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介護保険

生涯学習

地域コミュニティ

地域福祉

公園・緑地

防　犯
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住宅・宅地

消費生活

年育成

就　

高齢者福祉

害者福祉

男女共同参画

国保・年金


