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第四次長野市総合計画
基本計画体系案 一覧

平成１８年５月

第四次長野市総合計画 基本計画体系（案）

０ 行政経営の方針
政策

基本施策

1 役割分担と協働によるまちづくりの推進

011 市民とともにつくる行政の実現

2 地域の個性をいかした住民自治の推進

021 住民自治の推進

3 地方拠点都市としての先導的役割の充実

031 自立した地方行政の推進

施策
011-01 市民参画と協働の推進
011-02 開かれた市政の推進
021-01 都市内分権の推進
021-02 コミュニティ活動の支援
031-01 地方分権の推進
031-02 広域行政の推進
041-01 効率的な行政の推進

4 行政改革の推進と効率的な行財政運営

041 効率的な行財政運営の推進

041-02 民間活力の活用
041-03 健全な財政運営の実現
051-01 利用しやすい行政サービスの提供

成果重視による市民満足度の高い行政経
5
営の推進

051 市民の満足が得られる市役所の構築

051-02 市民と共に行動する人材の育成と活用
051-03 成果を重視した行政運営

項目数（小計）

５

５

１２

第四次長野市総合計画 基本計画体系（案）

１ 健やかに暮らし認め合い支え合うまち
政策

【保健・福祉分野】
基本施策

施策
111-01 子育ち・子育て支援の推進

安心して子育ち・子育てができる環境の整
1
備

111 子育ち・子育て環境の整備

111-02 保育の充実
111-03 援助を必要とする児童、家庭への支援
121-01 地域包括支援体制の整備

121 高齢者福祉サービスの充実

121-02 介護予防の充実
121-03 介護サービスの基盤整備

2 生きがいのある豊かな高齢社会の形成
122 高齢者の社会参加の促進

122-01 社会参加活動の支援
122-02 生きがいづくりの推進
131-01 障害者理解・社会参加交流の促進

131 障害者（児）福祉の充実
3 自分らしく生きられる社会の形成

131-03 地域生活支援の推進
131-04 早期療育体制・教育の充実

132 地域福祉社会の実現

132-01 地域福祉の推進

133 生活保障の確保

133-01 生活の安定と自立

141 健康づくりの推進
4 安心して暮らせる生涯健康づくりの推進
142 地域医療体制の充実
151 人権尊重社会の実現
5 人権を尊ぶ明るい社会の形成

131-02 障害福祉サービスの充実

152 男女共同参画社会の実現

141-01 健康づくり活動の支援
141-02 保健・予防対策の推進
142-01 医療提供体制の整備
142-02 公的医療保険等の充実
151-01 人権尊重の推進
152-01 男女共同参画意識の確立
152-02 男女共同参画社会形成の推進

項目数（小計）

５

１０

２１

２ 豊かな自然環境と調和した快適に暮らせるまち
政策

第四次長野市総合計画 基本計画体系（案）
【環境・生活分野】
基本施策

211 総合的・計画的な環境対策の推進
1 豊かな自然環境の保全と創造
212 良好な自然環境の確保

施策
211-01 協働による取組の推進
211-02 環境教育と環境学習の推進
212-01 身近な自然環境の保全と創造
212-02 貴重な自然環境の保全
221-01 エネルギーの適正利用

2 資源が循環する環境共生都市の実現

221 省資源・資源循環の促進

221-02 ごみの減量と再資源化の促進
221-03 ごみ処理体制の充実
221-04 健全な資源循環の確保
231-01 適正な廃棄物の処理の推進

231 生活環境の保全
3 安全で快適な生活環境の形成

231-02 公害防止対策の充実

232 快適に暮らせる街づくりの推進
233 上下水道等の整備
241 緑化・親水空間の充実・創造

4 潤いと個性のある調和のとれた景観の形成
242 良好な景観の形成

232-01 ユニバーサルデザインの街づくり
232-02 快適な住環境の整備
233-01 安全でおいしい水の安定的な供給
233-02 公共下水道等の普及促進
241-01 豊かな緑化空間の充実
241-02 潤いある親水空間の創造
242-01 良好な景観の誘導
242-02 伝統的な景観の保全と形成

項目数（小計）

４

８

１８

３ より安全で安心して暮らせるまち
政策

第四次長野市総合計画 基本計画体系（案）
【防災・安全分野】
基本施策

施策
311-01 防災体制の整備

311 防災対策の推進

311-02 治山・治水対策の推進

1 災害に強いまちづくりの推進
312 消防・救急・救助体制の充実

312-01 消防体制の充実
312-02 救急・救助体制の充実
321-01 交通安全対策の推進

2 より安心して暮らせる安全社会の形成

321 日常生活の安全性の向上

321-02 防犯対策の推進
321-03 消費生活の安全確保

322 生活衛生の向上

322-01 生活衛生の安全確保

項目数（小計）

２

４

８

４ 心豊かな人と多彩な文化が輝くまち

第四次長野市総合計画 基本計画体系（案）
【教育・文化分野】

政策

基本施策

施策
411-01 幼児教育の充実
411-02 小・中学校の教育内容の充実

411 魅力ある教育の推進

411-03 個々の児童・生徒に応じた支援
411-04 社会情勢に対応した教育環境の整備

1 次世代を担う人材の育成と環境の整備

411-05 高等学校・大学等の教育の充実
412
2 豊かに学びあう社会の形成
3

家庭・学校・地域の連携による教育力の向
上

421 活力ある地域を創る生涯学習の推進

ゆとりと潤いを感じる多彩な文化の創造と継
431 多彩な文化の創造と文化遺産の継承
承

412-01 家庭・地域の教育力の向上
412-02 家庭・学校・地域の連携と交流の推進
421-01 生涯学習環境の整備
421-02 学習成果の活用と地域づくりへの参加
431-01 文化芸術活動への支援と文化の創造
431-02 文化遺産の継承と活用
441-01 生涯スポーツの振興

躍動する生涯スポーツの振興と競技力の向
4
441 スポーツを軸としたまちづくりの推進
上

441-02 競技スポーツの振興
441-03 スポーツ環境の整備・充実

項目数（小計）

４

５

１４

第四次長野市総合計画 基本計画体系（案）
５ いきいきと産業が育ち賑わいと活力あふれるまち 【産業・経済分野】
政

策

基本施策

施

策

511-01 訪れてみたくなる地域づくり
賑わいと活力を生む観光・コンベンションの
1
推進

511 多様な観光交流の推進

511-02 効果的な情報発信と広域的連携
511-03 コンベンション誘致と観光との連携
521-01 地域農業の確立と経営基盤づくり

521 未来に向けた農業の再生・振興

521-02 消費者や市場と結びついた産地づくり
521-03 新鮮で安全・安心な農作物づくり

活力ある農林業の推進と中山間地域の活
2
性化

522 中山間地域の活性化
523 豊かな森林づくりと林業の振興

522-01 中山間地域の農業振興
522-02 中山間地域の魅力の向上
523-01 森林資源の保全と活用
523-02 親しみの持てる森林づくり
531-01 産学行連携の推進と新産業の育成

3

特色ある産業の集積と工業の高付加価値
化

531 産業の集積と工業の活性化

531-02 既存産業の振興とイノベーション支援
531-03 企業立地の推進
541-01 中心市街地の魅力づくり

4 魅力と賑わいあふれる商業の振興

541 力強い商業への転換

541-02 意欲的な取組への支援
541-03 地域商業の強化と環境整備

5 人材の育成と雇用機会の確保

551 安定した地域雇用の確保

551-01 雇用促進と人材の育成・活用
551-02 勤労者福祉の充実

項目数（小計）

５

７

１８

６ 多様な都市活動を支える快適なまち

第四次長野市総合計画 基本計画体系（案）
【都市整備分野】

政策

基本施策
611 コンパクトな街づくりの推進

1 いきいきと暮らせる街づくりの推進
(612)

611-02 中心市街地の再生
(612-01) (ユニバーサルデザインの街づくり)

※環境分野のからの移行を見込み暫定配置

(612-02) （快適な住環境の整備）
621-01 公共交通機関の整備
621-02 効率的な交通環境の整備
622-01 広域道路網の整備

622 道路網の整備

622-02 生活道路の整備

623 高度情報化の推進
3 地域から広がるふれあいと交流の推進

611-01 秩序ある市街地の形成

(快適に暮らせる街づくりの推進)

621 交通体系の整備
2 まちを結ぶ快適なネットワークの形成

施策

623-01 情報通信基盤の整備
631-01 国際交流の推進

631 国際化の推進

631-02 国際化への環境整備

632 広域連携の推進

632-01 都市間交流・連携の推進

項目数（小計）

３

６

１０

２８

４５

１０１

項目数（合計）

６ 多様な都市活動を支える快適なまち
政策
1 いきいきと暮らせる街づくりの推進

基本施策
1 コンパクトな街づくりの推進
611

施策
(1) 秩序ある市街地の形成
611-01

主な取組
都市マスタープランに基づく、都市の健全な発展と秩序ある整備の推進
地域特性をいかした拠点地域づくり
公共施設等の既存インフラの有効活用
合理的な土地利用、土地活用の推進
既存市街地の再整備及び再活用の促進

(２) 中心市街地の再生
611-02

歩いて楽しめる中心市街地の再生
小路・路地（裏通り）などの再生整備
まちなかの緑化や水路を活用した親水空間の整備
駅前周辺を中心とした歩行者空間の整備
門前町、城下町等の特性をいかした散策・回遊できる街並みの形成
歴史をいかした街並みづくりや快適な都市景観の形成
市街地再開発による駅前周辺における交流拠点としての都市基盤整備
低未利用地の利活用の推進
まちなか居住の促進

６ 多様な都市活動を支える快適なまち
政策

基本施策
2 快適に暮らせる街づくりの推進
612

施策
(1) ユニバーサルデザインの街づくり
612-01

主な取組
ユニバーサルデザインを取り入れた公共建築物等の整備
道路交差部における歩車道の段差解消
ゆとりある歩道幅員を確保できるよう既存歩道の改修整備
ハートビル法等に基づく、民間建築物等への指導・誘導

(2) 快適な住環境の整備
612-02

居住環境に関するトラブルの防止
住宅の地震軽減対策の推進
建築協定や地区計画による市民参加のまちづくりの支援
市民の不安を解消するような住宅情報の提供
セーフティネットとしての公営住宅の統廃合と魅力ある公営住宅の整備
住宅新築や購入に必要な資金の融資
土地区画整理事業実施地域での住居表示の推進
市街地の防災性の向上を図るための密集市街地の整備

６ 多様な都市活動を支える快適なまち
政策
2 まちを結ぶ快適なネットワークの形成

基本施策
1 交通体系の整備
621

施策
(1) 公共交通機関の整備
621-01

主な取組
地域の特性や移動需要に見合った輸送手段の確保・充実
新規路線の新設及び既存路線の充実、維持方策の検討
地域等が主体となって運行するコミュニティバス等の検討
北陸新幹線長野以北の建設促進と並行在来線の存続運行の実現
鉄道事業の安全・安定運行などの鉄道軌道近代化設備整備の支援

(2) 効率的な交通環境の整備
621-02

自動車交通に起因する交通渋滞緩和策の促進
パークアンドライドシステム等のTDM施策の導入を検討し、マイカーから公
共交通機関への乗り換えの促進
バス相互の乗り継ぎやバス路線と鉄道など、公共交通機関のネットワーク化
ITを活用した情報提供システム等の実現や一律運賃制の導入などサービス
向上の検討
自動車・自転車駐車場の整備促進

2 道路網の整備
622-01

(1) 広域道路網の整備
622-01

環状道路をはじめ、市内外を円滑に結ぶ広域幹線道路の整備
中心市街地と周辺の生活拠点や観光拠点を結ぶ道路ネットワークの改善・
強化
市街地の移動性を高める幹線道路の計画的な整備
安全性に考慮した橋梁の整備

(2) 生活道路の整備
622-02

3 高度情報化の推進
623

(1) 情報通信基盤の整備
623-01

生活道路の拡幅改良などの整備/狭あい道路の後退用地の整備
安全で快適な自転車歩行者道の整備

だれもが等しく情報を享受できる情報通信基盤の整備促進
市民の情報活用能力の向上（フルネットセンターの活用）
地域ポータルサイトの拡充など、地域情報化の推進
電子市役所の構築による電子行政サービスの提供

６ 多様な都市活動を支える快適なまち
政策
3 地域から広がるふれあいと交流の推進

基本施策
1 国際化の推進
631

施策
(１) 国際交流の推進
631-01

主な取組
姉妹都市・友好都市との交流
市民ボランティア、国際交流市民団体等への国際交流活動の支援
国際交流コーナーを拠点とした市民とのふれあいの促進
留学生との交流及び人材の活用
生涯学習における市民の国際感覚、国際理解の向上
学校教育における国際的視野を備えた人材の育成
一校一国運動の継承・発展

(２) 国際化への環境整備
631-02

2 広域連携の推進
632

(1) 都市間交流・連携の推進
632-01

案内看板や表示の多言語化など、国際化に対応した都市生活環境の整備
日常生活における情報提供・生活支援体制の確立

中部圏を中心とした拠点都市・地域との広域連携ネットワークの形成
民間諸団体による他地域との交流事業の支援

