なるほど！名寄市総合計画(第２次)
今回は名寄高校新聞局の皆さんが名寄市総合計画について解説します
皆さんは名寄市総合計画を知っていますか？
総合計画とは、市民主体のまちづくりの実現のために、名寄市が目指すべき
まちの将来像や目標を定め、その実現に向けて市民と市が力を合わせて、ま
ちづくりを進めていくための市政運営における最上位の計画です。

１

名寄市総合計画(第２次)は平成29年度にスタートしています
名寄市総合計画(第２次)の計画期間は平成29～38年度までの10年間です。
（市長の任期に合わせて、下表のように10年間を３期間に分けています）

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度

前期計画期間

中期計画期間

後期計画期間

前期計画期間が今年の３月で終了するんだよ。
そして、４月からは中期計画期間がスタートするんだ！
ところで名寄市総合計画(第２次)って、具体的に
いったいどんなものなんだろう？
特に、４月からスタートする中期計画の内容を詳
しく知りたいなぁ！

２

名寄市総合計画の構成について
名寄市総合計画は「基本構想」「基本計画」「実施計画」から構成されています。

基本構想
基本計画
実施計画

「基本構想」が一番の柱となるもの。
社会の動向などを展望し、目指す都市像を明らかに
し、「まちづくりの目標」を定めます。
これは第２次の10年間同じ目標で進められます。
「基本計画」は「基本構想」で示した基本的方針に
必要な施策を具体的に示します。内容は毎期間ごと
に更新され、中期(平成31～34年度)では前期と同じ
３つの重点プロジェクトを定めています。
「実施計画」は「基本計画」で示した施策を具現化
するための事業を定めています。

「基本構想」「基本計画」について、次のページ以降で詳しく説明するよ。
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基本構想の詳しい説明(第２次

平成29～38年度)

《基本理念》は「人づくり」「暮らしづくり」「元気づくり」の３つ
↓
ま ち
《将 来 像》は「自然の恵みと財産を活かし みんなでつくり育む 未来を拓く北の都市・名寄」
↓
《５つの基本目標》を施策の柱として定める
基本目標Ⅰ 市民と行政との協働によるまちづくり(市民参画・健全財政)
基本目標Ⅱ 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり(保健・医療・福祉)
基本目標Ⅲ 自然と調和した環境にやさしく快適で安全安心なまちづくり(生活環境・都市基盤)
基本目標Ⅳ 地域の特性を活かしたにぎわいと活力のあるまちづくり(産業振興)
基本目標Ⅴ 生きる力と豊かな文化を育むまちづくり(教育・文化・スポーツ)

将来像の実現に向けて、５つの基本目標(施策の柱)に
42個の主要施策をつなげ体系づけているんだよ。
表にすると下のようになるんだ。

将来像
自然の恵みと財産を活かし
みんなでつくり育む
まち

未来を拓く北の都市・名寄

７

施策の柱
基本目標Ⅰ

主要施策

(市民参画・健全財政)

市民と行政との協働によるまちづくり

基本目標Ⅱ

(保健・医療・福祉)

市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり

基本目標Ⅲ

(生活環境・都市基盤)

自然と調和した環境にやさしく快適で安全安心なまちづくり

基本目標Ⅳ

(産業振興)

地域の特性を活かしたにぎわいと活力のあるまちづくり

基本目標Ⅴ

(教育・文化・スポーツ)

生きる力と豊かな文化を育むまちづくり
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１．市民主体のまちづくりの推進
２．人権尊重と男女共同参画社会の形成
３．情報化の推進
４．交流活動の推進
５．広域行政の推進
６．健全な財政運営
７．効率的な行政運営
１．健康の保持増進
２．地域医療の充実
３．子育て支援の推進
４．地域福祉の推進
５．高齢者施策の推進
６．障がい者福祉の推進
７．国民健康保険
１．環境との共生
２．循環型社会の形成
３．消防
４．防災対策の充実
５．交通安全
６．生活安全
７．消費生活の安定
８．住宅の整備
９．都市環境の整備
10．上水道の整備
11．下水道・個別排水の整備
12．道路の整備
13．地域公共交通
１．農業・農村の振興
２．森林保全と林業の振興
３．商業の振興
４．工業の振興
５．雇用の安定
６．観光の振興
１．幼児教育の充実
２．小中学校教育の充実
３．高等学校教育の充実
４．大学教育の充実
５．生涯学習社会の形成
６．家庭教育の推進
７．生涯スポーツの振興
８．青少年の健全育成
９．地域文化の継承と創造

４

基本計画の詳しい説明(第２次中期

平成31～34年度)

第２次総合計画では、基本理念や目指す将来像の実現に向けて、基本計画に「重点プロジェクト」と
いう柱が定められました。
《重点プロジェクト》
① 経済元気化プロジェクト 新しい産業の創出や地域ブランドを確立することで、地域経済の好
循環を図り、雇用の場を増やす。また、観光客を増やし、移住・交流を推進する。
② 安心子育てプロジェクト 子育てと仕事の両立を支援し、子育て家庭へのサポートを通じて安
心して子どもを産み育てられる環境をつくり、少子化・人口減少対策に取り組む。
③ 冬季スポーツ拠点化プロジェクト 自然環境と施設環境の強みを活かして、冬季スポーツの拠
点になることを目指す。さらに市民が、スポーツを通じて名寄市に誇りと愛着を持てるように
する。

「重点プロジェクト」は「５つの基本目標」と横断的につながるとと
もに、計画期間内の主要な取り組みで、施策間連携することで大きな
効果を発揮するものなのよ。「重点プロジェクト」と併せて、前ペー
ジの表にある42個の主要施策について詳しい基本計画が作成されてい
るの。そのようすを表したものが下の図よ。

重点プロジェクトと基本構想および基本計画との関係

「人づくり」「暮らしづくり」「元気づくり」

将 来 像

自然の恵みと財産を活かし みんなでつくり育む 未来を拓く北の都市・名寄

基本構想

基本理念

大切にしたいまちづくりの基本となる考え方(４項目)
基本計画
基本目標Ⅴ

基本目標Ⅳ

基本目標Ⅲ

基本目標Ⅱ

①

経済元気化プロジェクト

●

●

●

★

●

②

安心子育てプロジェクト

●

★

●

●

★

③

冬季スポーツ拠点化プロジェクト

●

●

●

●

★

★は特に重要なつながり

重点プロジェクト

教育・文化・スポーツ

産業振興

生活環境・都市基盤

保健・医療・福祉

市民参画・健全財政

しんちょく

基本目標Ⅰ

第２次中期の基本計画の中には成果指標と
して数値目標を定めて、目指すべき姿を明
らかにしているんだ。
その数値目標をチェックしていくことで、
進捗管理を行うことができ
るんだよ。
詳しくは次のページを見て
ね。
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しんちょく

成果指標による進捗管理
第２次中期では、42個の主要施策に関する基本計画にはすべて成果指標として数値目標が定められ、
目標とすべき状況を明確化しています。具体的にその例を見ていきましょう。

〈成果指標の例〉
①「基本目標Ⅱ－３の主要施策
指

標

項

子育て支援の推進」の成果指標

目

基

子育て支援センターの利用
ファミリー・サポート・センター事業の利用

標

項

目

標

値

1,450人(H34)

128人(H28)

160人(H34)

6人(H28)

0人(H34)

54人(H28)

60人(H34)

こども発達支援事業の利用

指

値

1,324人(H28)

待機児童数

②「基本目標Ⅴ－７の主要施策

準

説

明

年度ごとの利用登録者数
年度ごとの登録者数
年度ごとの４月１日時点の待機児童数
年度ごとの通所児数

生涯スポーツの振興」の成果指標

目

基

準

値

目

標

値

親子参加型スポーツイベント参加人数

－

ジュニア選手全国大会出場人数

8人(H28)

15人(H34)

8,081人(H29)

10,000人(H34)

360人(H28)

600人(H34)

スポーツ合宿入込人数
全国規模スポーツ大会参加人数

800人(H31～34)

説

明

スポーツとの出会い、きっかけづくりによる
親子参加型スポーツイベント参加人数
年度ごとのジュニア育成の成果により冬季ス
ポーツ全国大会に出場した選手の数
スポーツに合宿で市内に宿泊した人数
(延べ宿泊数)
市内で開催した全国規模の冬季スポーツ大会
に参加した選手の人数

成果指標で計画の進み具合を検証していくことで、計画
をより確実に達成することができるようになるのね。
ぜひ、がんばって成果指標を達成し、名寄市をさらに輝
くまちにしたいわ。

６

名寄市総合計画(第２次)を確認しよう
人口減少、少子高齢化、地域経済の停滞、多発する自然災害、情報通信技術の
革新、まちづくりやコミュニティへの意識の高まり。いま、時代はこれまでに
ないスピードで変化しています。
その時代の変化に的確に対応し、改めて名寄市の将来像と目標を定めた、名寄
市の市政運営における最上位計画が、名寄市総合計画(第２次)です。
名寄市総合計画(第２次)冊子は名寄市のホームページで確認できます。名寄市
総合計画(第２次)中期基本計画も同ホームページに、４月頃に掲載する予定と
なっています。
市民の皆さんには、ぜひ一読されて、名寄市の未来をいっしょに考えてもらい
たいと思います。

名寄市総合計画冊子

名寄市のホームページで名寄市総合計画(第２次)冊子や名寄市
総合計画(第２次)中期基本計画をご覧になるときは、右のＱＲ
コードを使うか、下のように検索してね。また、名寄市総合計
画(第２次)冊子は名寄市役所総務部総合政策室や図書館でも閲
覧ができるんだよ。
※ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
名寄市

問い合わせ
９

総合計画

第２次

総務部総合政策室(名寄庁舎３階)
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検 索

名寄市ホームページ
の総合計画ページ

01654③2111(内線3305、3306)

