
活力ある商業・鉱工業の振興と企業誘致の促進
出流原PA周辺開発の推進

ひとを集める観光戦略の展開  
魅力ある観光資源の開発と整備  

スポーツツーリズムの推進  
生涯スポーツ・競技スポーツの振興とスポーツ環境の整備

豊かで健やかな長寿社会の実現
障がい者の社会参加と自立の推進

地域福祉の推進と
　生活保障の確保

文化芸術活動の推進　　 歴史・文化資源の継承と保存

特色ある教育と心の教育の推進  
安全で安心して学べる教育環境の整備  
生活を豊かにする生涯学習の推進  
学校・家庭・地域連携による教育力の向上  

都市ブランド戦略の推進　　 移住・定住の促進

中心市街地及び地域市街地の活性化　　 都市型農業の推進
中山間地域の活性化

心と体の健康づくりの推進　　 地域医療体制の充実  

こどもの健やかな成長と子育て支媛  
子育てと仕事の両立支援  

消防・防災体制の充実 　　 交通安全・防犯・消費者対策の推進  

快適で質の高い住環境の整備  
安全で安定した水の供給と生活排水の適正処理   
都市機能を高める幹線道路の整備と計画的な地域づくりの推進
公共交通網の整備  

ごみの発生抑制と資源の有効活用  
良好な生活環境の保全と創出 
再生可能エネルギーの活用と省エネルギー対策の推進  
地球環境の保全

市民と協働した地域づくりの推進
個々の人権を尊重する地域社会の形成と男女共同参画社会の実現
国際交流・地域連携の推進
市政情報の共有と広聴活動の充実

2.地域資源を活かしたまちづくり

1.観光とコンベンションによる
賑わいと活力あるまちづくり

2.スポーツを軸とした
   人々が集まるまちづくり

3.歴史・文化を守り育てるまちづくり

4.誰もが住みたいと思う
   魅力あるまちづくり

3.助け合い生きがいを実感できる
   まちづくり

1.豊かな心と確かな学力を育む
まちづくり

2.地域とともに学び育てるまちづくり

1.健康で安心して暮らせるまちづくり

2.安心して子育てのできるまちづくり

1.安全で安心して暮らせるまちづくり

2.住みやすい快適なまちづくり

3.都市機能の充実したまちづくり

1.環境にやさしいまちづくり

2.地球環境に配慮したまちづくり

1.人権を尊重した市民参加による
まちづくり

2.多彩な交流と情報共有による
   まちづくり

まちづくりの基本方針

総合計画の概要

基本目標 政策 施策

総合計画とは、市の目指すべき姿や取り組みなど
を市民の皆さんと共有し、まちづくりを推進するた
めの市の最上位の計画です。平成30（2018）年3月
に「第２次佐野市総合計画基本構想・前期基本計画」
を策定しました。将来像を「水と緑にあふれる北関
東のどまん中  支え合い、人と地域が輝く交流拠点
都市」と定め、まちづくりを推進していきます。

総合計画基本構想では、本市の将来像と、それを実現す
るための推進テーマ、行政経営方針、７つの基本目標を定
めました。この計画は平成30（2018）年度を計画初年度と
し、令和11(2029) 年度を最終目標年度とする12年間の
本市のまちづくりを推進するものです。

魅力ある産業で賑わう
活力あるまちづくり

新たな流れの創造
による賑わう
まちづくり

健やかで元気に
暮らせるまちづくり

豊かな心を育み
学び合うまちづくり

快適により安全で
安心して暮らせる
まちづくり

美しい自然、環境と
調和するまちづくり

市民参加による
自立したまちづくり

1.産業振興で活力あるまちづくり

The 2nd, Sano City general planThe 2nd, Sano City general plan
将来像

水と緑にあふれる
水と緑に包まれた豊かで美しい自然環境の佐野

北関東のどまん中
北関東3県の中心、北関東自動車道、東北自動車道の結節
点であり、交通の要衝として重要な位置を占める佐野

支え合い
市民と行政が協働し、力を合わせて取り組むまちづくり

人と地域が輝く
市民一人ひとり（子どもから高齢者まで）が地域でいきいき
と生活し、地域も輝くまちづくり

交流拠点都市
日本の緯度経度の中心、交通の要衝としての立地条件を活
かし、国内外との観光、スポーツ、産業・文化等を通じた交
流拠点として、まちの発展を目指す佐野

推進テーマ

行政経営方針
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前期基本計画の政策体系
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生涯スポーツ・競技スポーツの振興とスポーツ環境の整備
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生活を豊かにする生涯学習の推進  
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1.観光とコンベンションによる
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2.スポーツを軸とした
   人々が集まるまちづくり

3.歴史・文化を守り育てるまちづくり

4.誰もが住みたいと思う
   魅力あるまちづくり

3.助け合い生きがいを実感できる
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1.豊かな心と確かな学力を育む
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2.地域とともに学び育てるまちづくり

1.健康で安心して暮らせるまちづくり
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2.住みやすい快適なまちづくり

3.都市機能の充実したまちづくり
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総合計画とは、市の目指すべき姿や取り組みなど
を市民の皆さんと共有し、まちづくりを推進するた
めの市の最上位の計画です。平成30（2018）年3月
に「第２次佐野市総合計画基本構想・前期基本計画」
を策定しました。将来像を「水と緑にあふれる北関
東のどまん中  支え合い、人と地域が輝く交流拠点
都市」と定め、まちづくりを推進していきます。

総合計画基本構想では、本市の将来像と、それを実現す
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0283-23-8182
栃木県佐野市天神町896

地域環境をクリエイトする

〒327-0847

0283-24-7128FAX
E-mail : fukuken@sctv.jp
http://www.sctv.jp/~fukuken
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