第８次氷見市総合計画
後 期 基 本 計 画

平成３０年３月

氷

見

市

目

次

第１編 総論
第１章 後期基本計画の策定にあたって
１ 計画策定の趣旨
２ 総合計画の構成と目標年次
３ 基本構想

１

第２章
１
２
３
４
５

時代潮流及び氷見市を取り巻く変化と今後
時代潮流
氷見市を取り巻く変化
前期基本計画の実績
氷見市の人口の推移と見通し
市民意識調査の概要

４

第３章
１
２
３
４

後期基本計画
計画の考え方
施策の体系
施策の重点化
計画の推進体制等

16

第２編 各論
第１章 暮らしづくり ～便利で快適な質の高い生活ができるまち～
第１節 安全で安心につつまれた生活の確保
第１項 防災・減災対策の強化
（１） 防災・危機管理体制の強化
（２） 地域防災力の強化
（３） 地震・津波対策、原子力災害対策の充実
第２項 消防・救急体制等の充実
（１） 消防・救急救助体制、機能の強化
（２） 地域における消防力の確保
（３） 防火対策の推進
第３項 災害に強い地域づくり
（１） 土砂災害防止対策等の充実
（２） 浸水被害防止対策等の充実
（３） 雪害防止対策の充実
（４） 公共施設等の長寿命化・老朽化対策の推進
第４項 日常生活の安全の確保
（１） 交通安全対策の充実
（２） 防犯対策の強化
（３） 消費者保護の充実
（４） 鳥獣被害対策の強化
第２節 健やかで心安らかな暮らしの充実
第１項 みんなで支え合う福祉のまちづくり
（１） 地域で支え合う福祉の推進
（２） 地域福祉を推進する基盤の強化
第２項 豊かな長寿社会づくり
（１） 生きがいづくりの推進
（２） 介護予防の推進
（３） 支援体制と介護サービス等の充実

28
30
32
33
35
37
39
41
43
44
45
47
49
50

51
53
54
56
58

第３項 障害者の自立と社会参加の促進
（１） 障害者が地域で安心して暮らせる環境づくり
（２） 障害者の就労支援と社会参加の促進
第４項 健康寿命の延伸
（１） がん、生活習慣病予防の推進
（２） 心の健康づくりの推進
（３） 感染症予防対策の推進
第５項 地域医療の充実
（１） 地域医療体制の整備
（２） 救急医療体制の充実
（３） 金沢医科大学氷見市民病院における高度医療の推進
第６項 社会保障制度の円滑な運営
（１） 介護保険制度の適正な運営
（２） 医療保険制度の円滑な運営
（３） 国民年金制度の周知啓発
（４） 生活保護制度の適正な運営

60
62
64
66
68
69
71
72
73
74
75
76

第３節 利便性の高い生活基盤の整備
第１項 適正な土地利用の推進
（１） 総合的・計画的な土地利用の推進
（２） 公共空地の利活用の推進
（３） 能越自動車道ＩＣ周辺の利活用の促進
第２項 快適な住空間づくり
（１） 公園・緑地の整備
（２） 個性と魅力ある住環境の整備
（３） 安全な水の安定供給
第３項 能越自動車道、幹線道路から生活道路までの道路ネットワークづくり
（１） 能越自動車道、幹線道路の整備
（２） 生活道路の整備
第４項 地域交通の確保
（１） 市外の交通拠点との交通の確保
（２） 市内の地域間を結ぶ交通の確保
第５項 情報通信基盤の整備・活用
（１） 情報通信環境の充実
第４節 自然と調和した生活空間の創造
第１項 環境にやさしい循環型社会の形成
（１） 環境保全意識の高揚
（２） ごみの減量化・再資源化の推進
（３） エネルギーの有効活用
第２項 豊かな自然環境の保全と美しい景観づくり
（１） 自然環境の保全
（２） 魅力ある景観など生活環境の向上
（３） 身近な水環境の保全
（４） 花いっぱいのまちづくりの推進

98
100
102
104

第２章 人づくり ～多様な人材が生き生きとかがやくまち～
第１節 親子の笑顔がきらめく環境の整備
第１項 結婚の希望をかなえる環境づくり
（１） 結婚しやすい環境の整備
（２） 結婚に対する支援の充実

106
108

77
79
81
82
83
85
86
88
90
92
94

95
96
97

第２項 出産の希望をかなえる環境づくり
（１） 妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援
（２） 安心して出産できる環境の整備
第３項 子育て支援の充実
（１） 健やかな子どもの成長支援
（２） 地域ぐるみの子育て支援の拡充
（３） 仕事と子育てが両立できる環境の整備
（４） 子育て家庭の負担軽減の拡充
第４項 子どもたちの健全育成
（１） 子どもが安心して活動できる環境づくり
（２） 家庭の教育力の向上
（３） 社会全体で子どもを守り育てる環境づくり
（４） 保護が必要な子どもとその家庭への支援
第２節 「生きる力」をはぐくむ教育の充実
第１項 学校教育の充実
（１） 確かな学力の育成
（２） 豊かな心の育成
（３） 健やかな体の育成
（４） 個別のニーズに応じた教育の充実
（５） 校種間連携の推進
第２項 安全で安心な魅力ある教育環境づくり
（１） 児童生徒が安心して楽しく学習できる環境づくり
第３節 学びによる豊かな人生の創造
第１項 ふるさと教育の充実
（１） 氷見に誇りと愛着を持つふるさと教育の推進
（２） 郷土の自然・歴史・文化・産業等の活用の推進
（３） 獅子舞等の伝統芸能の伝承
第２項 生涯学習の充実
（１） 地域の教育力の向上
（２） 家庭教育支援の推進
（３） 社会教育施設を活用した活動の推進
第３項 芸術・文化の振興
（１） 芸術文化活動の推進
（２） 芸術文化の基盤づくり
第４項 スポーツの推進
（１） 生涯スポーツを楽しめる環境づくり
（２） 競技力向上に向けた人材育成づくり
（３） スポーツ施設の整備
第４節 地域を支える市民活動の活性化
第１項 ＮＰＯ・ボランティア活動等の促進
（１） 参加意識の醸成と人材の育成
（２） 活動促進のための環境整備
第２項 男女共同参画・人権尊重社会の形成
（１） 男女共同参画の推進
（２） 人権の尊重

110
112
113
115
116
118
119
120
121
122

123
125
127
128
130
132

134
136
137
138
139
140
142
144
145
147
148

149
151
152
154

第３章 元気づくり ～みんなが集まるにぎやかで活力のあるまち～
第１節 氷見の食・ブランドの確立
第１項 食を生かしたまちづくり
（１） 氷見の食文化の継承
（２） 食を核にした産業の振興
（３） 地産地消の促進
第２項 氷見ブランドの創造と振興
（１） 新たなブランド育成とブランド力の強化
第２節 地域特性を生かした産業の振興
第１項 農業の振興
（１） 農業経営の継続性の確立
第２項 林業の振興
（１） 森林、林業の再生
（２） 地場産木材の活用促進
第３項 水産業の振興
（１） 豊かな海の恵みの持続的な利用の推進
（２） 活力ある漁業地域づくりの推進
第４項 地域産業・中小企業の支援
（１） 産学官の連携等による新産業創出と創業の支援
（２） 中小企業の経営基盤の強化
（３） 地域内消費の拡大促進
第５項 中心市街地の活性化
（１） 魅力ある店舗づくり
（２） 魅力あるまちなみづくり
第３節 競争力の高い魅力ある観光都市の形成
第１項 戦略的な観光振興
（１） 観光ＰＲの強化
（２） 観光の利便性を高める二次交通の確保
（３） インバウンド観光等に即した受入体制の整備
（４） 広域・滞在型観光の推進
第２項 個性を生かした魅力ある地域づくり
（１） 氷見らしさの発揮
（２） 観光資源の発掘と創造
第４節 将来に夢が持てる雇用の創出
第１項 企業誘致の推進と既存企業の育成
（１） 地元雇用に結びつく優良企業や研究機関等の誘致
（２） 既存企業の事業拡大等の支援
第２項 産業人材の確保・育成
（１） 担い手対策の充実
（２） 若者、女性、高齢者が働き続けられる環境づくり
（３） 勤労者福祉の増進
第５節 多様で活発な交流の促進
第１項 広範な交流・連携の促進
（１） シティプロモーションの推進
（２） ＵＩＪターンの促進
（３） 国内交流の推進
（４） 国際交流の推進
第２項 国際化の推進と多文化共生の社会づくり
（１） 外国人が過ごしやすい環境づくり
（２） 国際協力への理解と参加の促進

156
157
159
160

162
164
166
168
170
172
173
174
175
176

177
179
181
183
185
187

188
190
191
192
193

194
195
197
199
200
201

第４章 持続可能な自治体経営の確立 ～地方分権時代に対応した自立したまち～
第１節 誰もが主役のまちづくりの推進
第１項 協働のまちづくり
（１） 協働による地域の持続性の確保
（２） 市民のまちづくりへの参画促進
第２節 スリムでわかりやすい行政の実現
第１項 広報・広聴の充実
（１） 広報・広聴活動の推進
（２） 行政情報の公開の推進
第２項 計画的で効率的な行財政運営
（１） 新たな課題等に的確に対応できる行政システムの確立
（２） 健全な行財政運営の推進
（３） 職員力・組織力の向上
（４） 公共施設マネジメントの推進
（５） 電子自治体の推進
（６） 市民サービスの向上
第３節 周辺団体や国・県等との連携強化
第１項 広域行政等の推進
（１） とやま呉西圏域連携中枢都市圏など都市間連携の充実・強化
（２） 国・県等との連携強化
第３編

重点プロジェクト施策等
１ 重点プロジェクトにおける後期基本計画施策一覧
２ 目標とする指標一覧

204
206

207
208
209
210
212
214
216
217

218
219

221
225

