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当市では、平成１８年度に１０カ年を計画期間とする

「西条市総合計画・基本構想」を策定し、「人がつどい、

まちが輝く、快適環境実感都市」をまちづくりの基本理念

に掲げ、現在、その実現に向けて全力で取り組んでいる

ところでございます。 

この総合計画の基本計画につきましては、平成２２年

度に「前期基本計画」が終了するため、今回、平成２３年

度から平成２７年度を計画期間とする「後期基本計画」を

策定いたしました。 

 この後期基本計画は、これまでの取り組みを振り返り、

その成果を検証するとともに現状の課題等を分析するこ

とで、課題解決等に向けての各種施策を計画し、今後の

まちづくりにつなげていこうとするものでございます。 

 この５年間、基本構想に掲げております「健康で幸せな暮らし」「豊かな自然環境」「安心

で快適な生活空間」「豊かな心を育む教育・文化」「産業の活力」の５つの目標が実感でき

るまちづくりに攻めと挑戦の気持ちで取り組んでまいりました。 

 また、この構想の実現に向けて連携とチームワークにより「西条パワー」「市民力」を生

み出すため、さまざまな「人づくり」と「しくみづくり」についても積極的に取り組んでまいり

ました。 

私たちを取り巻く環境は、少子高齢化、高度情報化、グローバル化など社会情勢が

日々変化し続けるとともに、経済状況につきましても景気の持ち直しに向けた動きがある

ものの円高デフレの長期化や原油価格高騰の懸念などから、なお、先行きが不透明な状

況にあるといえます。 

今後、当市を取り巻く環境も厳しさが続くものと予想されますが、「自立と自活」の精神

で時代の流れに即した施策を打ち出し、スピード感覚を持って取り組んでまいりますの

で、市民の皆様の一層のご協力、ご支援を賜りますよう心からお願い申し上げます。 

 

平成２３年３月 

 

                       西条市長 伊藤 宏太郎   
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第１節  市民協働のまちづくりの推進 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ８３，８４ 

         （１） 市民活動団体の育成・支援を図ります  （２） 市民活動団体のネットワーク化を図ります 

         （３） 市民協働のまちづくりを推進します 

第２節  地域コミュニティ活動の推進  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ８５，８６ 

         （１） 地域コミュニティ活動を支援します     （２） コミュニティ施設の整備を支援します 

第３節  時代の変化に対応した地域づくり ･･････････････････････････････････････････････････････････････ ８７，８８ 

         （１） 団塊の世代人材の活躍の場づくりを推進します 

         （２） 男女共同参画を推進します         （３） 国際交流を推進します 

第４節  情報公開・情報共有の推進 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ８９，９０ 

         （１） 広報制度の充実を図ります         （２） 情報公開・情報共有を推進します 

         （３） 広聴制度の充実を図ります 

第５節  経営感覚のある行財政運営の実践（ Ａ 行政運営 ） ････････････････････････････････････････････ ９１，９２ 

         （１） スリムで質の高い行政運営システムを構築します 

         （２） 人材の有効活用および資質向上を図ります 

      経営感覚のある行財政運営の実践（ Ｂ 財政運営 ） ････････････････････････････････････････････ ９３，９４ 

         （１） 健全な財政運営を推進します       （２） 公共施設の有効活用と整備を推進します 

第６節  交流と連携による地域づくり  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ９５，９６ 

         （１） フィールド大学構想を推進します      （２） 近隣市町との連携を強化します 

付属資料 

第４節  社会教育の充実     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ５５，５６ 

         （１） 地域づくり、人づくりを目指した社会教育を推進します 

         （２） 社会教育活動の基盤整備を推進します （３） 図書館機能の拡充を図ります 

第５節  スポーツ・レクリエーションの振興 ･････････････････････････････････････････････････････････････ ５７，５８ 

         （１） スポーツ・レクリエーション活動を支援し施設整備を推進します 

         （２） 合宿都市構想を推進します        （３） 国体開催に向けた環境を整備します 

第６節  人権・同和教育の充実     ････････････････････････････････････････････････････････････････ ５９，６０ 

         （１） 学習機会の拡充と啓発活動を行います （２） 推進体制の充実を図ります 

資料１ 前期基本計画との体系比較表 ･･････・･･・･････････････････････････････････････････・･･････・ 資‐１，資‐２ 

資料２ 掲載図一覧 ･・・・・・・・・・・・・・・・・･･･････・･･･････････････････････････････････････････・・･･････・ 資‐３，資‐４ 

資料３ 関係する個別計画一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  資‐５，資‐６ 

資料４ 章節別参考資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資‐７，資‐８，資‐９，資‐１０ 

         （１） 西条市公共下水道全体計画図（西条処理区） 

         （２） 西条市公共下水道全体計画図（東予丹原処理区）  

         （３） 消防拠点施設設置図 


