




少子高齢化の進行や全国的な人口減少傾向等、社会経済環境が大きな変化

を見せるなか、本市は、平成17年４月１日に中野市と豊田村が合併して新し

い「中野市」として誕生し、２年が経過しました。

今回策定した中野市総合計画は、「新市まちづくり計画（新市建設計画）」

の趣旨を尊重しながら、本市がめざすべき方向性を明らかにし、まちづくり

の基本方針として策定したものです。

基本構想の計画期間である今後10年間は、中野市の将来を決定する重要な

期間であると考えております。そのため、計画策定過程においては、市民意

識調査や市民懇談会の実施など、多様な市民参加の機会創出を図り、この計

画がより広い視野を持った市民共有の指針となるよう努めてきました。

今後は、本計画に基づき、「緑豊かなふるさと　文化が香る元気なまち」

をめざして、基礎的行政サービスを確実に提供しながら、地域の均衡ある発

展と活性化を図るための各種施策を積極的に展開してまいります。

まちづくりは、計画づくりのみで終わるものではありません。計画を着実

に実行に移し、都市像の実現を図るためには、「協働のまちづくり」により

地域の総合力を結集することが必要です。今後、より一層、市民の皆様との

協働を進めながら、多様な主体とともに地域の課題を解決していきたいと考

えておりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提言をお寄せいただきました関係

の皆様や、市民の皆様に心から御礼申し上げます。

平成19年３月

中野市長　青木　一　

ごあいさつ
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地域の歴史・文化の保存と活用�

文化芸術の振興�

豊かな人間性を育むスポーツの振興�

都市像にふさわしい土地利用の推進�

広域交流と連携を支える幹線交通網の整備促進�

安全で快適な都市基盤整備の推進�

水の安定供給と水資源の保全�

公共施設等の効率的な維持管理�



項�

危機管理体制の整備／消防救急体制の整備�

情報公開制度の適切な運用／情報通信基盤の整備／広報広聴の充実／市民参加の推進�

地域コミュニティ活動の支援／多様な主体の連携強化／都市間交流・国際交流の推進�

計画的で効率的な行政システムの構築／行政サービスの向上�

計画的な財政運営／財政基盤の充実　�

健康づくりの推進／地域医療体制の充実　�

高齢者の生活支援／高齢者の生きがいづくり／介護支援�

自立した生活の支援 ／障害者福祉の充実　�

ユニバーサルデザインに配慮した環境の整備�

国民健康保険事業の安定的運営／介護保険事業の安定的運営／老人保健医療事業の安定的運営　�

安全な妊娠及び出産への支援／育児不安の軽減と虐待発生予防／子どもと母親への健康支援／食育の推進／家族全員による子育て活動の促進�

地域社会全体で子育て家庭を支援／経済的な支援の取組み／家庭生活と職業生活の充実／多様なニーズに合わせた保育サービス
等の充実／特別な援助を要する家庭への支援�

子どもの権利を尊重する社会風土の醸成／子どもを見守る地域社会の連携／子どもに関する相談体制の充実�

多様な体験機会の拡大と自立を促す企画・事業の充実／思春期の心と身体の健康づくり／子どもの活動を支援する施策／魅力ある学校教育の推進�

快適な生活空間の整備／子どもの安全・安心の確保／子育ての男女相互協力への応援�

環境衛生の向上／自然環境の保全／環境美化の推進／生活環境の保全�

資源循環の推進／地球環境問題への対応�

交通安全の推進／防犯対策の推進／消費生活の安全�

男女共同参画の推進�

人権尊重社会の推進�

競争力のある産地体制の構築／効率的な生産基盤の維持／遊休荒廃農地対策／担い手の確保と経営安定化／森林資源の維持と活
用／多様なマーケティングの推進／地産地消の推進　�

地域資源の戦略的活用／交流産業の展開�

活力のある工業の振興／にぎわいのある商業の振興／中心市街地の活性化�

新たな事業展開の支援�

雇用の安定と人材育成／勤労者福祉の充実�

小・中学校教育の充実／高等学校以上の教育の振興�

生涯学習機会の提供／生涯学習施設の充実�

文化財の保存と活用　　�

文化芸術活動の支援／文化施設の整備�

スポーツ・レクリエーションの振興／社会体育施設の整備・充実�

計画に基づく土地利用／地域の特色を生かした振興方策�

幹線交通網の整備�

身近な交通基盤の整備、災害防止対策／除雪対策／快適な都市基盤の整備　　�

水の安定供給／水資源の保全�

公共施設等の効率的な維持管理�






