
 

⼋尾市第６次総合計画（答申）からの変更経過について 

 
⼋尾市議会令和２年９⽉定例会において可決されました、「⼋尾市第６次総合計画〜⼋尾新時

代しあわせ成⻑プラン〜」について、本年 4 ⽉に⼋尾市総合計画審議会よりいただきました答申からの
変更経過及び変更箇所を以下に⽰します。 
 
◎主な変更理由 
１．令和 2 年 2 ⽉以降の国内外における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡⼤に伴
い、本市においても様々な取り組みを推進している状況等をふまえ、6 次総合計画期間においても引き
続き対応を進めていくことが分かるよう、記載内容に追記を⾏いました。 
２．令和 2 年 7 ⽉ 28 ⽇に総合計画策定調査特別委員会より調査報告書を受け取り、いただいた
さまざまなご意⾒に基づき、記載内容に変更を⾏いました。 
３．誤記等、本市における記載内容を確認し、修正を⾏いました。 
 

※詳細な変更箇所は、次ページ以降に⼀覧を記します。 
 

（参考）答申以降の変更経過 
【庁議における案の確定】 

(1)開催時期  令和２年 5 ⽉ 15 ⽇ 
(2)主な変更箇所 ① 新型コロナウイルス感染症拡⼤に伴う本市の取り組みを踏まえ、⽬標２も

しもの時の備えがあるまち及び施策 20 健康を守り⽀える環境の確保に新
型コロナウイルス感染症の記載を追加 

② 施策５やおプロモーションの推進 基本⽅針③に公⺠連携の記載を追加 

【⼋尾市議会 総合計画策定調査特別委員会】 
(1)開催時期  令和 2 年７⽉７⽇〜７⽉ 28 ⽇ 
(2)調査内容 ⼋尾市第６次総合計画（案）に関する調査 
(3)調査報告に基

づく主な変更箇所 
① 施策 13 の関連計画に「（仮称）⼋尾市⾃転⾞活⽤推進計画」を追加 
② 施策 31 の関連計画に「健康⽇本 21 ⼋尾計画及び⼋尾市⾷育推進計

画」を追加 
③ 施策 22 に「プラスチックごみゼロ宣⾔」に関する記述を追加 

【⼋尾市議会 令和 2 年度 9 ⽉定例会・総合計画策定調査特別委員会】 
(1)開催時期  令和 2 年 9 ⽉ 4 ⽇（議案提出） 
(2)議案 ⼋尾市第 6 次総合計画基本構想及び基本計画を定める件 
(3)議決 令和 2 年 9 ⽉ 30 ⽇本会議にて可決 

 
 

資料２ 



⼋尾市第６次総合計画基本構想・前期基本計画　変更箇所⼀覧

No 対象
(構想/計画)

⾴ 該当箇所 変更前（答申） 変更後（確定）

1 表紙 ー 表紙 ○計画名称
⼋尾市第６次総合計画基本構想・基本計画 ⼋尾市第６次総合計画基本構想・前期基本計画

2 ⽬次 ー ⽬次 ○計画名称
＜基本計画＞ ＜前期基本計画＞

3 基本構想 4 ３．地域コミュニティのこれから
○本⽂８⾏⽬
平成30（2018）年度に実施した⼋尾市市⺠意識調
査によると、

○本⽂８⾏⽬
平成30（2018）年度に実施した⼋尾市⺠意識調査
によると、

4 基本構想 6
将来都市像
（成⻑都市 ⼋尾）

○本⽂4⾏⽬
まちづくりに取り組んでいきます。それが⼋尾の新
たな価値や魅⼒につながり、

まちづくりに取り組むことにつながります。それが
⼋尾の新たな価値や魅⼒をつくりだし、

5 基本構想 7 ⽬標１
　取り組み⽅向（政策１）

○本⽂１⾏⽬
次世代を担う⼦どもが健やかに育ち、社会で活躍する 次代を担う⼦どもが健やかに育ち、社会で活躍する

6 基本構想 7 ⽬標２ ○本⽂１⾏⽬
危機に直⾯した場合にもともに⽀えあえる温かい 危機に直⾯した場合にも、ともに⽀えあえる温かい

7 基本構想 7 ⽬標２
　取り組み⽅向（政策２）

○本⽂７⾏⽬
国・府・市町村と広域的な連携を図ります。 国・⼤阪府・市町村と広域的な連携を図ります。

8 基本構想 7
⽬標２
 取り組み⽅向（政策２）

○本⽂4⾏⽬
災害・犯罪や感染症等の市⺠の⽣命・健康の危機や
経済的困窮、引きこもり、孤⽴等の⽣活課題への対
応を充実し、

災害・犯罪、新型コロナウイルス感染症をはじめ
とした感染等による市⺠の⽣命・健康の危機、経済
的困窮、引きこもり、孤⽴等の⽣活課題への対応を
充実し、

9 基本構想 8 ⽬標３
　取り組み⽅向（政策３）

○本⽂１⾏⽬
⼋尾の企業や働く⼈の技術・活動・社会貢献が注⽬さ
れると、優秀な⼈材の確保や企業の誘致など新たな流
れを⽣み出す

⼋尾の企業や働く⼈の技術・活動・社会貢献が注⽬さ
れると、⼈材の確保や企業の誘致など新たな流れを⽣み
出す

10 基本構想 9 ⽬標６
　取り組み⽅向（政策６）

○本⽂４⾏⽬
新たな財源確保や国・府・近隣⾃治体との広域⾏政

新たな財源確保や国・⼤阪府・近隣⾃治体との広域⾏
政

11 基本構想 9
⽬標６
 取り組み⽅向（政策６）

○本⽂５⾏⽬
近隣⾃治体との広域⾏政の推進などあらゆる担い⼿
によるまちづくりを

近隣⾃治体との広域⾏政の推進、公⺠連携などあら
ゆる担い⼿によるまちづくりを

12 基本構想 10 （１）横断的な視点によるまちづくり
○本⽂５⾏⽬
市⺠⽣活は施策の分け⽅をこえて総合的に営まれるも
のです。

市⺠⽣活は施策の分け⽅を超えて総合的に営まれるも
のです。

13 基本構想 10
（１）横断的な視点によるまちづくり
　図４　横断的な視点によるまちづくり
の施策体系図（イメージ）

施策４の関連するまちづくり⽬標︓⽬標５と⽬標６ 施策４の関連するまちづくり⽬標︓⽬標５

14 基本構想 12 ４．推計⼈⼝と想定⼈⼝
○本⽂５⾏⽬
⼈⼝の動きである⾃然動態については、平成20
（2008）年度に出⽣児数が死亡者数を下回り、

⼈⼝の動きである⾃然動態については、平成20
（2008）年度に出⽣数が死亡数を下回り、

15 基本構想 12 ４．推計⼈⼝と想定⼈⼝
○本⽂20⾏⽬
これらの考え⽅を踏まえ、令和10（2028）年の⼈
⼝として約254,000⼈と想定します。

これらの考え⽅を踏まえ、令和10（2028）年の想
定⼈⼝を約254,000⼈とします。

16 基本構想 14 １．総合計画の構成
○本⽂4⾏⽬
「基本構想」と「基本計画」は策定にあたって 市議
会の議決を経て策定します。

なお、「基本構想」と「基本計画」は市議会の議決
を経て策定します。

17 基本計画 ー 間紙 ○計画名称
＜基本計画＞ ＜前期基本計画＞

18 基本計画 21 （２）実践の体制
図９（図タイトル） 図9　共創と共⽣の地域づくり 図9　地域コミュニティにおける共創と共⽣の地域づくり

19 基本計画 22 １．施策の体系
　図10　施策体系図（施策４） ー ⽬標６の”○”を削除

20 基本計画 22 １．施策の体系
　図10　施策体系図（施策24） ー ⽬標３の”○”を削除

21 基本計画 22 １．施策の体系
　図10　施策体系図（施策25） ー ⽬標３の”○”を削除
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No 対象
(構想/計画)

⾴ 該当箇所 変更前（答申） 変更後（確定）

22 基本計画 22 １．施策の体系
　図10　施策体系図（施策26） ー ⽬標１に”○”を追加

23 基本計画 22 １．施策の体系
　図10　施策体系図（施策28） ー ⽬標５に”○”を追加

24 基本計画 24 施策１
　めざす暮らしの姿３

○本⽂２⾏⽬
家庭環境にかかわらず、すべての⼦どもの⼦どもとしての
権利が守られ、

家庭環境にかかわらず、すべての⼦どもの権利が守られ、

25 基本計画 25
施策１
 関連計画の名称変更

⼋尾市こどもいきいき未来計画 ⼋尾市こどもいきいき未来計画（後期計画）

26 基本計画 26
施策２
 現状１

○本⽂２⾏⽬
施設における教育・保育と⼦育て⽀援計画（公⽴の
認定こども園）

施設における教育・保育と⼦育て⽀援計画（公⽴の
認定こども園の整備）

27 基本計画 27
施策２
 関連計画の名称変更

⼋尾市こどもいきいき未来計画 ⼋尾市こどもいきいき未来計画（後期計画）

28 基本計画 28 施策３
　めざす暮らしの姿４

○本⽂１⾏⽬
学校、家庭、地域の連携・協働のもと、地域とともにある
学校づくりを実践する

学校・家庭・地域の連携・協働のもと、地域とともにある
学校づくりを実践する

29 基本計画 29 施策３
　課題７

○本⽂１⾏⽬
地域社会全体ですべての⼦どもたちの育ちを⾒守ること
が求められています。

地域社会全体ですべての⼦どもの育ちを⾒守ることが求
められています。

30 基本計画 29
施策３
 関連計画の名称変更

⼋尾市こどもいきいき未来計画 ⼋尾市こどもいきいき未来計画（後期計画）

31 基本計画 30 施策４
　めざす暮らしの姿２

○本⽂３⾏⽬
⼦ども・若者※の健全育成に関わる主体的な活動を促
進することで、すべての⼦どもが健やかに育っています。

⼦ども・若者※の健全育成に関わる主体的な活動を促
進することで、すべての⼦ども・若者※が健やかに育ってい
ます。

32 基本計画 30 施策４
　めざす暮らしの姿４

（関連するまちづくり⽬標）
⽬標６　みんなの⼒でともにつくる持続可能なまち

（関連するまちづくり⽬標）
⽬標１　未来への育ちを誰もが実感できるまち
⽬標５　つながりを創り育て⾃分らしさを⼤切にしあうまち

33 基本計画 30 施策４
　基本⽅針②

（略）団体の⾃主的・主体的な取り組みの⽀援を⾏い
ます。

（略）団体の⾃主的・主体的な取り組みの⽀援を⾏い
ます。また、若者※が成年の意義を理解し、社会の⼀員
として⽣きることができるよう啓発活動に取り組みます。

34 基本計画 30 施策４
　現状（表のレイアウト） ー 現状３と現状４を１つのセルに統合

35 基本計画 31 施策４
　課題（表のレイアウト） ー 課題３，４，５と課題６を１つのセルに統合

36 基本計画 31
施策４
 関連計画の名称変更

⼋尾市こどもいきいき未来計画 ⼋尾市こどもいきいき未来計画（後期計画）

37 基本計画 32
施策５
 現状３

○本⽂2⾏⽬
古墳群・寺内町等の歴史資産※、河内⾳頭

古墳や寺内町等の歴史資産※、河内⾳頭

38 基本計画 32
施策５
 めざす暮らしの姿３

（関連するまちづくり⽬標）
⽬標３　世界に魅⼒が広がるまち

（関連するまちづくり⽬標）
⽬標３　世界に魅⼒が広がるまち
⽬標６　みんなの⼒でともにつくる持続可能なまち

39 基本計画 33
施策５
 基本⽅針③

○本⽂4⾏⽬
通した新たな観光資源の活⽤や発信⼒の強化によ
り、

通した新たな観光資源の活⽤や発信⼒の強化や、公
⺠連携をさらに進めるための体制充実により、

40 基本計画 36
施策７
 現状２

○本⽂１⾏⽬
 ⾝近なところに豊かな⾃然や古墳群、

⾝近なところに豊かな⾃然や多くの古墳、

41 基本計画 37 施策７
　課題２

○本⽂１⾏⽬
市⺠や来訪者に都市近郊の貴重な⾃然や⾼安⼭に点
在する魅⼒的な資源を活⽤したまちづくりを進めていくこと
が必要です。

○本⽂１⾏⽬
都市近郊の貴重な⾃然や⾼安⼭に点在する魅⼒的な
資源を活⽤し、市⺠や来訪者がその魅⼒を実感できるま
ちづくりを進めていくことが必要です。

42 基本計画 40 施策９
　現状４

○本⽂2⾏⽬
提⾔の場として産業振興会議※を開催しています。

○本⽂2⾏⽬
提⾔の場として⼋尾市産業振興会議※を開催していま
す。

43 基本計画 42
施策10
 現状２

○本⽂3⾏⽬
外国⼈市⺠や、若者の中で働くことが困難な状況を
有する⼈の就労は、〜

外国⼈市⺠や、働くことが困難な状況を有する若者
の就労は、
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No 対象
(構想/計画)

⾴ 該当箇所 変更前（答申） 変更後（確定）

44 基本計画 42 施策10
　現状７

○本⽂２⾏⽬
⼥性の就業者数は増加傾向にありますが、ライフスタイル
やライフステージに合わせ、⾮正規雇⽤で働かれている⽅
の割合が⾼くなっています。

⼥性の就業者数は増加傾向にありますが、ライフスタイル
や家庭の状況に合わせ、⾮正規雇⽤で働かれている⽅
の割合が⾼くなっています。

45 基本計画 46 施策12
　めざす暮らしの姿４

（関連するまちづくり⽬標）
⽬標４　⽇常の暮らしが快適で環境にやさしいまち

（関連するまちづくり⽬標）
⽬標２　もしもの時への備えがあるまち
⽬標４　⽇常の暮らしが快適で環境にやさしいまち

46 基本計画 49 施策13
　基本⽅針②

○本⽂４⾏⽬
より良い⾃転⾞利⽤環境の整備を促進します より良い⾃転⾞利⽤環境の整備を促進します。

47 基本計画 49 施策13
　関連計画の名称変更及び新規追加

⼋尾市都市計画マスタープラン
（仮称）⼋尾市地域公共交通網形成計画

⼋尾市都市計画マスタープラン
（仮称）⼋尾市地域公共交通計画
（仮称）⼋尾市⾃転⾞活⽤推進計画

48 基本計画 51 施策14
　関連計画の名称変更

⼋尾市都市計画マスタープラン
⼋尾市都市景観形成基本計画
⼋尾市景観計画
（仮称）⼋尾市地域公共交通網形成計画
⼋尾市緑の基本計画

⼋尾市都市計画マスタープラン
⼋尾市都市景観形成基本計画
⼋尾市景観計画
（仮称）⼋尾市地域公共交通計画
⼋尾市緑の基本計画

49 基本計画 53 施策15
　基本⽅針④

○本⽂１⾏⽬
④ 洪⽔や浸⽔被害、⼟砂災害等を防ぐために、寝屋
川流域における

④ 洪⽔や浸⽔被害、⼟砂災害等を防ぐために、国や⼤
阪府、流域関係市等と連携し寝屋川流域における

50 基本計画 56 施策17
　現状１

○本⽂１⾏⽬
過去の災害対応の教訓や国・府の動向を踏まえ、 過去の災害対応の教訓や国・⼤阪府の動向を踏まえ、

51 基本計画 56
施策17
 現状６

○本⽂2⾏⽬
危機事象（重⼤事件、重⼤事故、⾏政対象暴⼒等）

危機事象（重⼤事件、重⼤事故、感染症、⾏政対象
暴⼒等）

52 基本計画 57
施策17
 関連計画の新規追加

ー
「⼋尾市国⼟強靭化地域計画」
「⼋尾市危機管理対応⽅針」
「⼋尾市新型インフルエンザ等対策⾏動計画」

53 基本計画 63
施策20
 基本⽅針①

○本⽂１⾏⽬
公衆衛⽣の拠点である保健所として、健康危機事象
に的確に対応するとともに、

公衆衛⽣の拠点である保健所として、新型インフ
ルエンザ・新型コロナウイルス感染症をはじめと
する健康危機事象に的確に対応するとともに、

54 基本計画 63
施策20
 関連計画の新規追加

ー 「⼋尾市新型インフルエンザ等対策⾏動計画」

55 基本計画 66 施策22
　現状５（新規追加） ー

５．海洋プラスチックごみ問題の解決に向け、令和元
（2019）年に「やおプラスチックごみゼロ宣⾔」を⾏いま
した。

56 基本計画 69 施策23
　課題４

○本⽂３⾏⽬
災害時の避難⾏動要⽀援にもつなげていくことが必要で
す。

災害時の避難⾏動⽀援にもつなげていくことが必要で
す。

57 基本計画 70 施策24
　めざす暮らしの姿１

（関連するまちづくり⽬標）
⽬標２　もしもの時への備えがあるまち
⽬標３　世界に魅⼒が広がるまち
⽬標５　つながりを創り育て⾃分らしさを⼤切にしあうまち

（関連するまちづくり⽬標）
⽬標２　もしもの時への備えがあるまち
⽬標５　つながりを創り育て⾃分らしさを⼤切にしあうまち

58 基本計画 71 施策24
　課題２

○本⽂１⾏⽬
認知症の⼈とその家族の⽣活をとりまく、 認知症の⾼齢者とその家族の⽣活をとりまく、

59 基本計画 71 施策24
　基本⽅針①

○本⽂３⾏⽬
⾃主活動の⽀援などに、地域住⺠をはじめ⺠間団体も
含めた

⾃主活動の⽀援など、地域住⺠をはじめ⺠間団体も含
めた

60 基本計画 71 施策24
　基本⽅針③

○本⽂３⾏⽬
運営できるように、サービスの質及び必要量の確保

運営できるように、サービスの質の向上及び必要量の確
保

61 基本計画 72 施策25
　めざす暮らしの姿３

（関連するまちづくり⽬標）
⽬標１　未来への育ちを誰もが実感できるまち
⽬標３　世界に魅⼒が広がるまち
⽬標５　つながりを創り育て⾃分らしさを⼤切にしあうまち

（関連するまちづくり⽬標）
⽬標１　未来への育ちを誰もが実感できるまち
⽬標５　つながりを創り育て⾃分らしさを⼤切にしあうまち

62 基本計画 74 施策26
　めざす暮らしの姿

（関連するまちづくり⽬標）
⽬標２　もしもの時への備えがあるまち

（関連するまちづくり⽬標）
⽬標１　未来への育ちを誰もが実感できるまち
⽬標２　もしもの時への備えがあるまち

63 基本計画 74 施策26
　現状３

○本⽂２⾏⽬
減少傾向であり、⽣活保護の開始件数はほぼ横ばいで
推移しています。

増減を繰り返しながらも緩やかな減少傾向にありました
が、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、増加傾向
に転じています。
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No 対象
(構想/計画)

⾴ 該当箇所 変更前（答申） 変更後（確定）

64 基本計画 75 施策26
　関連計画の新規追加 ⼋尾市地域福祉計画 ⼋尾市地域福祉計画

⼋尾市こどもいきいき未来計画（後期計画）

65 基本計画 78 施策28
　めざす暮らしの姿１

（関連するまちづくり⽬標）
⽬標１　未来への育ちを誰もが実感できるまち

（関連するまちづくり⽬標）
⽬標１　未来への育ちを誰もが実感できるまち
⽬標５　つながりを創り育て⾃分らしさを⼤切にしあうまち

66 基本計画 78 施策28
　めざす暮らしの姿２

（関連するまちづくり⽬標）
⽬標６　みんなの⼒でともにつくる持続可能なまち

（関連するまちづくり⽬標）
⽬標５　つながりを創り育て⾃分らしさを⼤切にしあうまち
⽬標６　みんなの⼒でともにつくる持続可能なまち

67 基本計画 78 施策28
　現状１

○本⽂１⾏⽬
被爆体験者から被爆体験講話を実施し 被爆体験者による被爆体験講話を実施し

68 基本計画 85 施策31
　関連計画の新規追加

（仮称）⼋尾市教育振興基本計画
⼋尾市教育⼤綱

（仮称）⼋尾市教育振興基本計画
⼋尾市教育⼤綱
健康⽇本21 ⼋尾計画及び⼋尾市⾷育推進計画

69 基本計画 88 施策33
　めざす暮らしの姿１

○本⽂１⾏⽬
計画的かつ適切な維持保全や機能更新、バリアフリー
化により、どのような時でも市⺠が

計画的かつ適切な維持保全や機能更新により、どのよう
な時でもすべての市⺠が

70 基本計画 88
施策33
 現状５

○本⽂1⾏⽬
役⽬を終えた施設の除却をする

役⽬を果たした施設の除却をする

71 基本計画 89
施策33
 基本⽅針④

○本⽂3⾏⽬
有効活⽤を図ったうえで、

有効活⽤を図った上で、

72 基本計画 89
施策33
 関連計画の名称変更

公共施設マネジメント基本⽅針 公共施設マネジメント基本⽅針改訂版

73 基本計画 90
施策34
 現状１

○本⽂3⾏⽬
を弛(ゆる)みなく進めています。

を着実に進めています。

74 参考資料 92 ⽤語解説
（SDGs）

○本⽂４⾏⽬
よりよい世界を⽬指す国際⽬標のこと。

よりよい世界をめざす国際⽬標のこと。

75 参考資料 93
⽤語解説
（Society5.0）

○本⽂5⾏⽬
Society4.0）に続く、我が国が⽬指すべき未来社会
の姿として提唱され

Society4.0）に続く、我が国がめざすべき未来社会
の姿として提唱され

76 参考資料 93 ⽤語解説（追加） ー 温室効果ガス

77 参考資料 94 ⽤語解説（追加） ー 急性期医療

78 参考資料 94 ⽤語解説（追加） ー ⾏政対象暴⼒

79 参考資料 94 ⽤語解説（追加） ー 合計特殊出⽣率

80 参考資料 95
⽤語解説
（⼦育て世代包括⽀援センター）

○本⽂5⾏⽬
は、保健センターにおける⺟⼦保健事業と利⽤者⽀
援事業と連携し

は、保健センターにおける⺟⼦保健事業と利⽤者⽀
援事業が連携し

81 参考資料 95
⽤語解説
（⾼度利⽤）

⽤途地域※内において分散している低層の建物をま
とめてビルやマンションの⾼層化を進めること。

⽤途地域※内の市街地における⼟地の合理的な利⽤
のため⾼層化を図ること。

82 参考資料 95 ⽤語解説（追加） ー コーホート要因法

83 参考資料 96
⽤語解説
（⾥⼭）

ー 掲載⾴に36を追加

84 参考資料 96
⽤語解説
（消費者トラブル）

○本⽂２⾏⽬
命・⾝体に被害が⽣じる事故のこと。

命・⾝体に被害が⽣じる事故のこと。また、虚偽や
誇⼤な広告、その他の理由により消費者の⾃主的・
合理的な選択が阻害され、財産的被害が⽣じる事態
のこと。

85 参考資料 96
⽤語解説
（住⼯混在）

⼤規模⼯場等の移転や廃業等により発⽣した跡地が
マンション等の住宅⽤地として活⽤され、住宅と⼯
場等が混在して⽴地している状態。

住宅と⼯場等が混在して⽴地していることによりお
互いに影響を及ぼしている状態。

86 参考資料 96
⽤語解説
（スクラップ＆ビルド）

○本⽂1⾏⽬
古くなった設備等を廃棄し、新しい設備等に置き換
えること指します。

古くなった設備等を廃棄し、新しい設備等に置き換
えることを指します。

87 参考資料 97 ⽤語解説（追加） ー ⽣産年齢⼈⼝
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No 対象
(構想/計画)

⾴ 該当箇所 変更前（答申） 変更後（確定）

88 参考資料 97
⽤語解説
（⾼安千塚古墳群）

○本⽂2⾏⽬
〜約230 基が確認されている。江⼾時代の本にも記
載されるなど古くから知られており、また明治時代
には

（⾼安千塚古墳群）
〜約230 基が確認されており、明治時代には

89 参考資料 98 ⽤語解説（追加） ー 低・未利⽤地

90 参考資料 98 ⽤語解説（追加） ー 同和地区住⺠

91 参考資料 100 ⽤語解説（追加） ー 未来の⼋尾1万⼈意識調査

92 参考資料 100 ⽤語解説（追加） ー ⼋尾市産業振興会議

93 参考資料 100 ⽤語解説（追加） ー ⼋尾市市⺠参画と協働のまちづくり基本条例

94 参考資料 101
⽤語解説
（由義寺）

○本⽂5⾏⽬
約10,498㎡が由義寺跡として国史跡に指定されまし
た。

約10,498㎡が国史跡に指定されました。

95 参考資料 101
⽤語解説
（歴史資産）

ー 掲載⾴に36を追加

96 参考資料 103
関連計画⼀覧
　No.1　健康⽇本21⼋尾計画及び
⼋尾市⾷育推進計画

（関連する施策）
施策１
施策19

施策１
施策19
施策31

97 参考資料 103 関連計画⼀覧
　No.2　産業振興に関する提⾔書

（計画の名称）
産業振興に関する提⾔書（産業振興会議） 産業振興に関する提⾔書（⼋尾市産業振興会議）

98 参考資料 103
関連計画⼀覧
　No.16　⼋尾市公共施設マネジメン
ト基本⽅針改訂版

（計画の名称）
⼋尾市公共マネジメント基本⽅針 ⼋尾市公共施設マネジメント基本⽅針改訂版

99 参考資料 103
関連計画⼀覧
　No.17⼋尾市公共施設マネジメント
実施計画

（計画の名称）
⼋尾市公共マネジメント実施計画 ⼋尾市公共施設マネジメント実施計画

100 参考資料 103 関連計画⼀覧
　No.19（新規追加）

ー
計画の名称︓⼋尾市国⼟強靭化地域計画
計画期間（年度）︓５年（R2〜R6）
関連する施策︓施策17

101 参考資料 103
関連計画⼀覧
　No.21　⼋尾市こどもいきいき未来計
画（後期計画）

（関連する施策）
施策１
施策２
施策３
施策４

施策１
施策２
施策３
施策４
施策26

102 参考資料 103
関連計画⼀覧
　No.21　⼋尾市こどもいきいき未来計
画（後期計画）

（計画の名称）
⼋尾市こどもいきいき未来計画

⼋尾市こどもいきいき未来計画（後期計画）

103 参考資料 104 関連計画⼀覧
　No.25（新規追加） ー

計画の名称︓（仮称）⼋尾市⾃転⾞活⽤推進計画
計画期間（年度）︓ー
関連する施策︓施策13

104 参考資料 104
関連計画⼀覧
　No.28　⼋尾市障がい福祉計画及
び⼋尾市障がい児福祉計画

（計画の名称）
⼋尾市障がい者福祉計画及び⼋尾市障がい児福祉計
画

⼋尾市障がい福祉計画及び⼋尾市障がい児福祉計画

105 参考資料 104
関連計画⼀覧
　No.39（仮称）⼋尾市地域公共
交通網形成計画

（計画の名称）
（仮称）⼋尾市地域公共交通網形成計画 （仮称）⼋尾市地域公共交通計画

106 参考資料 104 関連計画⼀覧
　No.48　⼋尾市緑の基本計画

５年（H28〜R2） 15年（H18〜R2）

107 参考資料 104 関連計画⼀覧
（時点修正）

（時点修正）
令和２年５⽉15⽇時点 令和２年８⽉11⽇時点

108 参考資料 105 SDGｓとは
（説明ページの新規追加） ＳＤＧｓ（エスディージーズ）

109 ⽂章全体 ー 漢字・かな表記の統⼀
ふれる
仕組み
持って

触れる
しくみ
もって
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