第５次滑川町総合振興計画
基本構想・後期基本計画

概 要 版

第２期滑川町まち・ひと・しごと創生総合戦略

まちづくりの目標

住んでよかった 生まれてよかった まちへ
住まいるタウン滑川

住まいるタウン滑川の実現に向けて
総合振興計画は、
まちづくりの基本となる計画です。ここには、
町が目指すべき将来像が描かれており、それを実現するために町
が行う施策が５つの分野ごとに整理されています。
滑川町の町政の主人公は町民です。政策の重点化と着実な実行
に努め、
「住まいるタウン滑川」を実現し、次の時代への一歩を
町民の皆様とともに踏み出したいと考えます。
令和３年度から始まる町の５年間の計画を是非ご覧ください。
滑川町長 吉田 昇

総合振興計画の５つの分野

福祉

保健・医療・福祉の各分野が連携し、誰もが不安
なく日常生活が送れる環境づくりを目指します。

教育
文化

子どもたち一人ひとりの個性や意欲を尊重した
教育に取り組むとともに、様々なニーズに対応し
た生涯学習の充実に努めます。

生活環境

都市機能と自然が調和した都市基盤を整備する
とともに、環境保全や防災、防犯の視点から、豊
かな暮らしの舞台をつくります。

産業
経済

基幹産業としての農業、地域資源を生かした工
業・商業・サービス業の振興に努め、持続的な発
展が可能な地域産業を築いていきます。

行財政・
コミュニティ

町民と行政の協働による自立的なまちづくりに
取り組み、新たな時代の潮流に対応した行政運営
を行っていきます。

都市基盤
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■総合振興計画とは？
下記の３つで構成された、町の施策・事業を総合的にま
とめた計画です。

総合振興計画は、
滑川町のまちづくりの
最も基本となる計画です。

■計画の期間

後期基本計画の計画期間は
令和３年度～令和７年度の

５年間です。

総合振興計画と総合戦略を

一体的に策定します。

■計画の進行管理
通常時の進行管理

危機的状況下における進行管理

総合計画の目標に向かって最適な手法

必要な業務を維持できるよう状況に

を適宜選択し、目標の実現に向けて町が

応じて優先度を設け、町が実施する施策

実施する施策・事業の改善を図る役割と

事業の継続、縮小、休止・延期など柔軟

して進行管理を活用します。

に対応します。

必要な業務を継続していくため
行政の機能維持を図る
進行管理

目指すべき将来像の実現に向
けて質・量の向上を意識した
進行管理

社会情勢や経済の動向に適切に対応し、

必要に応じた見直しを実施します。
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■滑川町の将来の規模
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■滑川町の土地利用構想

＜土地利用＞

＜エリアと連携軸＞
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■後期基本計画における重点施策

町政に必要な「推進力」「安定力」「経営力」
の３つ各々の力を強化する前期基本計画

３つの力を連携させ、相乗効果を狙い
ながら充実させていく後期基本計画

■重点施策とは

基本計画の施策として、町が今後５年間の中で優先的に取り組むべき施策です。
後期基本計画における重点施策では、個々の取組をパッケージとして組み合わせ、総合力を
もって取り組めるよう、プロジェクトを新たに設定しました。
■重点施策の６つのプロジェクト

重点施策の６つのプロジェクトは、まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置づけられる４つの戦
略プロジェクトと、安全・安心なまちづくりや効率的な行財政運営を推進するための２つの推進プ
ロジェクトに区分します。
戦略プロジェクト

１

戦略プロジェクト

２

戦略プロジェクト

３
戦略プロジェクト

４
推進プロジェクト

５

推進プロジェクト

６

滑川町に人が集まる戦略プロジェクト

滑川町の安心な暮らしを守ろう戦略プロジェクト

滑川町に住んで子どもを育てていこう戦略プロジェクト

滑川町の安定した雇用を支えよう戦略プロジェクト

まちぐるみで安全な土台をつくる推進プロジェクト

町民と力を合わせてつくる行政経営推進プロジェクト
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プロジェクトの性格

推進力重視

プロジェクトの性格

推進力重視

プロジェクトの性格

安定力重視

プロジェクトの性格

推進力重視

プロジェクトの性格

安定力重視

プロジェクトの性格

経営力重視

ま
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戦略プロジェクト１

滑川町に人が集まる戦略プロジェクト

① 人と人とが交流するまちをつくる
まちへの来訪者を、役場職員をはじめとする町全体
であたたかく迎えます。
●おもてなし大作戦 など

② 滑川らしさあふれる個性豊かなまちをつくる
滑川でしか味わえない食や体験を提供します。
●滑川体験促進事業
●地産地消推進事業 など

③ 都市と自然が共生するまちをつくる
自然豊かな北部エリアと利便性の高い南部エリアの
両方の特徴を生かした住環境を整えます。
●滑川くらしアップ事業 など

④ 町の魅力を発信するまちをつくる
SNS 等の情報ツールを活用し、ちょうどいい・
ちょっといい・チョイスされる田舎を発信します。
●ちょいなか魅力発信事業 など

戦略プロジェクト２

▲プロジェクトの展開イメージ図
①～④の基本的方向の相互関係のイメージです。

滑川町の安心な暮らしを守ろう戦略プロジェクト

① 交流ふれあいのまちづくりを進める
生涯学習活動や、学校・家庭・地域と連携した
様々な活動を通じて町民同士の出会いとふれあい
の機会を生み出します。
●学びを通した町づくり事業 など

② 健康で幸せなまちづくりを進める
町民が身体面の“健康”だけでなく、生きがい
を感じ、安心して豊かで“幸せ”な生活を送る環
境を整えます。
●健幸いきいきプロジェクト など

③ 便利で快適なまちづくりを進める
町内外のアクセス性を高める新たな道路網の充実
やデマンド式等を活用した柔軟な町内移動環境の
充実を図ります。
●交通ネットワーク強化事業 など

▲プロジェクトの展開イメージ図
①～③の基本的方向の相互関係のイメージです。
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戦略プロジェクト３

滑川町に住んで子どもを育てていこう戦略プロジェクト

① 心配や不安の少ない子育て環境をつくる
子育てや教育にかかる経済的負担を軽減する取組
など、安心して子どもを育てられる環境の充実に
努め、子どもの健やかな成長を支援します。
●子育て支援事業 など

② 生み・育てるを支援する
地域全体で妊婦や子育て家庭を総合的にサポート
する環境づくりに努め、親として子育ての喜びを
感じることができる子育て支援を推進します。
●子育て安心トータルサポート事業 など

③ 出会いの場をつくる
出会いから結婚までの希望をかなえる環境づくり
をプロデュースします。
●婚活支援事業 など

戦略プロジェクト４

▲プロジェクトの展開イメージ図
①～③の基本的方向の相互関係のイメージです。

滑川町の安定した雇用を支えよう戦略プロジェクト

① 人材育成を進めるまちづくり
若手経営者の育成や企業在職者のスキルアップ、
ＡＩ・ＩｏＴ人材の育成など、すべての人が活躍
できるよう、人材の育成に取り組みます。
●人材育成支援事業 など

② 付加価値を高めるまちづくり
農業の６次産業化を図り、滑川町独自の付加価値
を高めることで、農業自体の魅力を高めていきま
す。
●農業の６次産業化推進事業 など

③ ビジネスチャンスを引き寄せるまちづくり
町内への企業誘致を図るとともに、町内企業の継
続性を支援し、町内全体の経済の活性化を図りま
す。
●町内企業応援事業 など

▲プロジェクトの展開イメージ図
①～③の基本的方向の相互関係のイメージです。
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推進プロジェクト５

まちぐるみで安全な土台をつくる推進プロジェクト

① まちの安全を保つまちづくり
安全に暮らせる環境を将来にわたって維持できる
よう、地域ぐるみでまちを災害や犯罪から守る仕
組みを整えます。
●地域ぐるみの防犯・防災事業 など

② 家族の安全を保つまちづくり
一人ひとりのライフスタイルを尊重し、適切で必
要な支援が行き届くよう健康や福祉等のサービス
の拡充を図ります。
●高齢者暮らし相談事業
●健康づくり実践事業 など

③ 地域の安全を保つまちづくり
子どもや高齢者、障害者など社会的に弱い立場に
置かれがちな方々も安全に暮らせる仕組みを整え
ます。
●地域助け合い事業
●地域交通安全推進事業 など

推進プロジェクト６

▲プロジェクトの展開イメージ図
①～③の基本的方向の相互関係のイメージです。

町民と力を合わせてつくる行政経営推進プロジェクト

① 町民の声に耳を傾け着実に反映する
行政サービスの質的向上
町民の利便性を考慮し、行政サービスのデジタ
ル化を進めるなど、行政サービスの最適化を図
ります。
●町民満足行政サービス向上事業 など

② 行政規模に見合った社会資本の最適化
の推進
滑川町の人口規模に適した計画的・効率的な公
共施設の更新・長寿命化を図るとともに、公共
施設の配置及び管理の最適化に努めます。
●公共施設の最適化と維持管理事業 など

③ 未来にチャレンジする戦略的な
施策・事業の展開
長期的なスパンを見据え、滑川町の魅力を高め
るため、ソフト面・ハード面のバランスを取り
ながら戦略的な取組を進めます。
●まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業
●豊かな滑川教育・文化事業 など

▲プロジェクトの展開イメージ図
①～③の基本的方向の相互関係のイメージです。
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基本計画の体系
１

誰もが生涯安心して暮らせるまちづくり（福祉）

１ 子育て支援対策の充実

主な目標指標

２ 健康づくりの推進と医療の充実
３ 地域で支え合う福祉の充実
４ 高齢者の暮らしの充実
５ 障害者の暮らしの充実

２

現況値

将来値

（令和元年度末）

（令和７年度）

16 人

０人

９クラブ

11 クラブ

59.2％

70.0％

待機児童数
放課後児童クラブの充実
かかりつけ医を持っている人の
割合

豊かな心と文化を育むまちづくり（教育文化）

１ 就学前教育の充実

現況値

将来値

（令和元年度末）

（令和７年度）

預かり保育の利用人数

未実施

5,000 人／年

スポーツ団体数

35 団体

40 団体

自主サークル数

77 団体

80 団体

主な目標指標

２ 学校教育の充実
３ 地域や家庭と連携した教育の充実
４ 生涯学習の充実
５ 郷土文化の保護・活用

３

暮らしやすい快適なまちづくり（都市基盤 生活環境）

１ 調和（バランス）のとれた土地利用の推進
２ 安全で安心な生活を守る仕組みづくり
３ きれいで快適に暮らせる地域環境づくり
４ 便利で住みよい機能的な都市基盤づくり
５ 水と緑に囲まれた居住の場づくり

４

主な目標指標

現況値

将来値

（令和元年度末）

（令和７年度）

72.9％

80.0％

1,271 人

1,500 人

7,959 人／年

10,000 人／年

現在の住みごこちに満足している
町民の割合
防災訓練参加者数
公共交通の利便性の向上
（デマンド交通年間利用者数）

特性を生かした活力ある産業のまちづくり（産業経済）

１ 安定的な農業経営の支援
主な目標指標

２ 滑川らしさを特徴にした農業の振興
３ 工業・商業・サービス業の振興

将来値
（令和７年度）

188ha

193ha

3,198 万円／年

3,500 万円／年

3,543 人／年

4,500 人／年

担い手への集積面積

４ 観光の振興と地域間交流

農産品販売

５ 雇用及び労働福祉対策の推進

農村交流の参加者数

５

現況値
（令和元年度末）

売り上げ高

町民との協働による自立可能なまちづくり（行財政・コミュニティ）

１ 地域コミュニティの形成とまちづくりの担い手育成
主な目標指標

２ 住民と行政の情報の共有化の推進
３ 平等で平和な明るい社会の形成

ホームページ閲覧件数

４ 満足度の高い行政サービスの提供

審議会等における女性委員の割合

５ 簡素で効率的・効果的な行財政運営の推進

マイナンバーカード保有率

現況値

将来値

（令和元年度末）

（令和７年度）

174,801件／年

200,000 件／年
（平均）

16.5％

30.0％

14％

90％

６ 広域連携の充実・強化
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