
目次

発刊のごあいさつ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3

野々市市第一次総合計画【中間見直し】の構成 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8

序章  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10

　第1節 野々市市第一次総合計画の中間見直し ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10

  野々市市第一次総合計画の中間見直し ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10

　第2節 計画中間年における現状の整理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11

  1 人口の推移 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11

  2 意識調査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13

  3 政策の進展状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥17

　第3節 中間見直しの論点 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥20

  中間見直しの論点 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥20

第1章 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22

　第1節 計画策定の趣旨（資料編206ページに収録） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22

　第2節 野々市市のすがた（資料編209ページに収録） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22

　第3節 将来都市像実現のために（資料編213ページに収録） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22

　第4節 野々市市を取り巻く社会動向 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥23

　  野々市市を取り巻く社会動向 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥23

　第5節 野々市市の課題 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25

  1 まちのイメージ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25

  2 生活環境 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥26

  3 産業と雇用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥26

  4 医療・福祉・保健 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥27

  5 教育・文化芸術・スポーツ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥27

  6 市民参加 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28

  7 行財政運営 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28

基本構想

野々市市第一次総合計画 【中間見直し】
～ともに創

つ く

る ともに育
はぐく

む～

4



　第6節 市民の想い（資料編216ページに収録） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28

　第7節 将来の見通し ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥29

  1 目標人口 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥29

  2 土地利用の方針（資料編217ページに収録） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥30

　第8節 まちづくりの理念 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥31

  まちづくりの理念 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥31

　第9節 将来都市像 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥32

  将来都市像 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥32

　第10節 まちづくりの基本方針と基本目標 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥36

  1 人口の推移からみた、今後、重点的に取り組むべき政策 ‥‥‥‥‥‥‥‥36

  2 意識調査からみた、今後、重点的に取り組むべき政策 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥36

  3 政策の進展状況からみた、今後、重点的に取り組むべき政策 ‥‥‥‥‥‥37

  4 政策ごとのこれまでの取り組みと今後の方向性 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥38

第2章　後期基本計画 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥56

　第1節 後期基本計画の策定と実施にあたって ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥56

  1 後期基本計画の策定と実施にあたって ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥56

  2 市民協働の発展 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥59

　第2節 施策の大綱 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥61

　第3節 重点プロジェクト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥63

  重点プロジェクトの考え方 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥63

  重点プロジェクトⅠ　やってます！市民協働プロジェクト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥65

  重点プロジェクトⅡ　応援します！産業づくりプロジェクト ‥‥‥‥‥‥‥‥67

  重点プロジェクトⅢ　つくります！活躍の場所プロジェクト ‥‥‥‥‥‥‥ 68

　第4節 後期基本計画‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71

 政策1　一人ひとりが担い手のまち　【市民生活】 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥73

  施策1：市民協働のまちづくり ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥74

  施策2：ふるさと意識の醸成と愛着心の向上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥81

  施策3：多文化共生と国際・国内交流の充実 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥84

  施策4：思いやりのまちづくり ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥87

後期基本計画

5



 政策2　生涯健康 心のかよう福祉のまち【福祉・保健・医療】 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥91

  施策1：地域福祉社会の創造 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥92

  施策2：健康づくりの推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　94

  施策3：高齢者と障害のある方の福祉の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　96

  施策4：子育て支援の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 　100

 政策3　安心とぬくもりを感じるまち【安全安心】 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 105

  施策1：防災対策の充実 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 106

  施策2：消防と救急体制の充実 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 　109

  施策3：交通安全対策の強化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 111

  施策4：防犯対策の強化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 112

  施策5：消費者の利益の保護 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 113

 政策4　環境について考える人が住むまち【環境】 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 115

  施策1：環境負荷の少ない社会の構築 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 116

  施策2：生活環境の保全 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 121

  施策3：環境保全のために行動するひとづくり ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 124

 政策5　みんながキャンパスライフを楽しむまち【生涯学習・教育】 ‥‥‥‥‥‥‥ 125

  施策1：知・徳・体のバランスが取れた教育の充実 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 126

  施策2：家庭、地域、学校の連携強化と開かれた学校づくり ‥‥‥‥‥‥‥ 129

  施策3：生涯学習社会の充実 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 133

  施策4：文化・スポーツ活動の充実 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 135

  施策5：文化の継承と創造と担い手の育成 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 137

 政策6　野々市産の活気あふれるまち【産業振興】 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 139

  施策1：商工業の活性化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 140

  施策2：農業の活性化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 145

  施策3：勤労者福祉の充実 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 147

  施策4：観光資源の発掘 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 150

 政策7　くらし充実　快適がゆきとどくまち【都市基盤】 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 153

  施策1：魅力ある街並み形成と住環境整備 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 154

  施策2：交通の円滑化と公共交通網の充実 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 158

  施策3：雨水排水対策の充実 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 161

  施策4：循環する水資源の適正利用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 162

 政策8　住み続けたい！をみんなの声でつくるまち【行財政運営】 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 165

  施策1：開かれた市政の推進‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 166

  施策2：人材育成の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 172

  施策3：安定した行財政運営の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 　174

6



第1節　市の概要 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 182

  1 市の概要 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 182

第2節　策定の経緯 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 188

  1 策定体制 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 188

  2 策定経過 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 189

第3節　総合計画審議会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 190

  1 会議概要 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 190

  2 審議会委員名簿 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 191

  3 野々市市総合計画審議会条例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 192

  4 野々市市総合計画審議会会則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 193

  5 野々市市総合計画審議会会議傍聴規則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 194

  6 野々市市総合計画審議会委員の公募に関する要綱 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 195

第4節　総合計画策定委員会

  1 総合計画策定委員会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 196

  2 総合計画策定委員会設置要綱 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 197

第5節　諮問・答申 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 198

  1 諮問 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 198

  2 答申 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 199

第6節　市民参画 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 200

  1 意識調査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 200

  2 パブリックコメント ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 200

第7節　総合計画を支える分野別計画 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 201

第8節　基本構想の再掲 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 205

  8-1節 計画策定の趣旨 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 206

  8-2節 野々市市のすがた ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 209

  8-3節 将来都市像実現のために ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 213

  8-4節 市民の想い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 216

  8-5節 将来の見通し ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 217

第9節　用語の解説 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 218

資料編

7


