
資料３ 

１ 
 

 総合戦略の目標達成に資する、総合計画に掲げる施策 

 

１ 子育ての希望をかなえる 

～若い世代が将来に希望をもち、子育てを楽しめるまちをつくる～ 

 

◎結婚から子育てまで切れ目のない支援を行い、結婚・妊娠・出産・子育ての希望をか

なえていきます。 

◎次世代を担うにふさわしい、心豊かな人間性と社会性を身につけた子どもを育成して

いきます。 

 

（１） 子育て支援の充実 

施策 № 主な事業 

①多様な保育サービスの提供 531 ○保育園運営事業 

○保育特別対策事業 

②放課後児童対策の充実 532 ○放課後児童対策事業 

③子育て支援サービスの充実 533 ○児童センター運営事業 

○乳幼児子育て支援・母子通園施設運営事業 

④児童虐待防止体制の確立 534 ○要保護児童対策事業 

⑤ひとり親支援サービスの充実 535 ○児童扶養・遺児手当認定給付事業 

○遺児高校入学祝金支給事業 

○ひとり親相談事業（家庭児童相談･母子家

庭等自立支援相談･母子就業相談） 

※ №欄は総合計画の施策コードです。以下同じです。 

 

（２） 家庭・地域教育の推進 

施策 № 主な事業 

①家庭の教育力向上への支援 621 ○乳幼児学級事業 

○家族ふれあい事業 

○子育てサークルに関する情報収集と提供

事業 

②地域の教育力向上への支援 622 ○家庭教育講演会、家庭教育相談事業 

○ふれあいひろば事業 

○放課後子ども教室事業 

○父親の参加を促す家庭教育事業 

③子どもの豊かな心を育む学習

支援 

623 ○青少年育成団体活動費助成事業 

○青少年健全育成活動支援事業（体験、奉

仕） 

 

 



２ 

（３） 学校教育の充実 

施策 № 主な事業 

①地域に開かれた学校経営の推

進 

631 ○学校評価委員会活動事業 

②新しい教育制度への対応・教

育環境の整備 

632 ○学校施設整備事業（小中学校非構造部

材の耐震対策、トイレ改修、校舎の建

替計画等） 

③特色ある学校教育の推進 633 ○特色ある活動・学習指導事業 

○職場・校外体験学習事業 

○情操・情報・国際化事業 

○部活動振興事業 

④健やかな児童生徒の育成 634 ○児童・保護者を対象とした安心安全講

習会事業 

 

 

２ 雇用を創出する 

～十分な雇用の場を確保し、誰もがいきがいを感じて働くことができるまちをつくる～ 

 

◎地域産業の活性化を図り、雇用の拡大を促進します。 

 

（１） 農業の振興 

施策 № 主な事業 

①農業基盤の整備 221 ○農業施設の定期的な更新事業 

○農地の有効利用方策の研究事業 

②農業経営・担い手の安定化 222 ○特産品の開発事業 

○新規就農支援、認定農業者の認定事業 

 

（２） 商工業等の活性化 

施策 № 主な事業 

①新規産業の誘致 213 ○航空宇宙産業の育成・誘致事業 

②雇用の安定・促進 241 ○公共職業安定所等との連携による就

業支援事業 

③労働者福祉の充実 242 ○愛知県労働者福祉協議会尾張北支部

への加入を通した推進事業 

○職場外における交流事業 

 

  



３ 

 

３ 交流・にぎわいをつくる                   

～地域内外に多様な交流が生まれ、にぎわいに満ちたまちをつくる～ 

 

◎豊山の魅力を高め、観光・交流の促進を通じて、人を呼び込み地域の活性化を図りま

す。 

 

（１） 観光の振興 

施策 № 主な事業 

①観光資源の魅力向上と発掘 231 ○航空館ｂｏｏｎ機能向上事業 

○北部市場周辺の「食の流通拠点」形成

事業 

○豊山の新たな魅力再発見事業 

②空港を活かした観光振興 232 ○空港都市交流事業 

○産業観光推進事業 

③豊山町の魅力の発信・PR 233 ○魅力発信事業 

○サイン整備事業 

○ガイドボランティア育成事業 

 

（２） 芸術・文化の振興 

施策 № 主な事業 

①芸術・文化活動の推進 651 ○文化振興事業 

○サロンコンサート事業 

○文化協会の行う文化事業の支援事業 

②文化振興団体、芸術・文化活

動グループや指導者の育成と支

援 

652 ○文化協会や芸術・文化グループの育成

と支援事業 

○文化施設の整備事業 

③文化財の調査・保護 641 ○文化財の指定事業 

○郷土資料の収集事業 

④文化財保護意識の醸成と担い

手の育成 

642 ○文化財の啓発事業 

○文化財研究会の育成と支援事業 

⑤文化財資料の活用促進 643 ○郷土資料室の整理事業 

○郷土資料室展示方法の改善事業 

 

 

  



４ 

４ 安心なくらしをつくる                   

～まちに誇りや愛着を感じながらいつまでも安心して暮らせるまちをつくる～ 

 

◎様々な社会環境の変化に備え、人口・世帯構造の変化に適応した安心な暮らしを確保し

ます。 

 

（１） 住み心地のよい住宅地形成 

施策 № 主な事業 

①空港や市場を活かした創造的

なまちづくりの推進 

112 ○旧空港用地における広域交流拠点の形

成事業 

○北部市場周辺「食の流通拠点」形成事業 

②新たな産業機能の誘導 113 ○空港との一体性を活かした産業振興事業 

○春日井稲沢線沿道の商業集積誘導事業 

○インター周辺地区の土地利用転換事業 

③優良住宅の誘導 311 ○豊山町開発行為等に関する指導要綱に

よる規制誘導事業 

○住生活基本計画策定事業 

○住民参画による要住環境改善地区のま

ちづくり推進事業 

④町営住宅の維持・管理 312 ○定期的な建物の維持管理推進事業 

⑤総合的な景観配慮したまちづ

くりの展開 

331 ○景観計画の策定事業 

○屋外広告物適正化事業 

 

（２） 利便性の高い交通網の形成 

施策 № 主な事業 

①幹線道路の整備 131 ○名濃道路の名古屋空港出路（オフラン

プ）の整備事業 

②生活道路の整備 132 ○側溝改良工事事業 

○道路改良工事事業 

③歩行者・自転車専用空間の整

備 

133 ○歩行者・自転車専用空間のネットワー

ク化事業 

○大山川堤防道路の整備事業 

④とよやまタウンバスの充実 322 ○とよやまタウンバスの利便性向上と定

時・安全な運行事業 

⑤公共交通の利用促進 323 ○公共交通マップの作成事業 

○公共交通ＰＲ事業 

 

  



５ 

（３） 安全・安心の確保 

施策 № 主な事業 

①地域の防犯意識の高揚と防犯

力の向上 

361 ○安全なまちづくり協議会の開催事業 

②犯罪が起きない生活環境の確

立 

362 ○防犯に関する施設整備事業 

○防犯協会や関係ボランティア団体への

支援事業 

○防犯灯設置事業 

③子どもの安全確保、女性・高

齢者等の防犯対策 

363 ○防犯教育の実施事業 

○子ども１１０番の家整備事業 

④防災意識の高揚 351 ○自主防災組織育成事業 

○防災意識の啓発事業 

⑤防災・救急等の施設・設備の

整備 

352 ○防災設備管理事業 

○災害対応力向上事業 

○ＡＥＤ設置促進事業 

⑥消防体制の充実・強化 353 ○消防設備の管理事業 

○消防団活動事業 

⑦治水施設の整備 354 ○雨水貯留対策事業 

○河川洪水対策事業 

⑧耐震対策の推進 355 ○民間木造住宅耐震事業 

 

（４） 福祉・医療サービスの充実 

施策 № 事業 

①福祉文化の醸成とボランティ

ア活動の促進 

521 ○ボランティアセンターの周知事業 

○社会福祉協議会助成事業 

○小中学生のボランティア体験事業 

②見守り・支援体制の強化 522 ○ファミリーサポートセンター事業 

○見守り体制・ネットワークの強化事業 

○避難行動要支援者支援体制の強化事業 

③地域福祉に関する情報提供の

充実 

523 ○各種広報媒体による情報提供事業 

④高齢者の生活支援の充実 541 ○高齢者日常生活支援事業 

○高齢者生きがい事業 

⑤介護サービス基盤の整備 542 ○介護・予防サービス給付事業 

⑥地域ケア体制の推進 543 ○家族介護支援等事業 

○権利擁護事業 

⑦介護予防の推進 544 ○地域介護予防活動支援事業 
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