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第１  序章 
 

 
 
 

１ 合併の背景 

柳井市及び大畠町は、古くから歴史的、文化的に深いつながりを有し、地理的にも連 

たんしていることから、通勤・通学や商圏など日常生活圏の一体化が進んでおり、実質 

的には既に一つの都市としての様相を呈しています。 

また、行政においても、日常生活圏を構成する市町の緊密な連携のもとで、水資源の 

確保やゴミ・し尿処理、消防などの分野で共同事務処理を推進するとともに、圏域の一 

体的な発展を目指して様々な取組みを進めてきました。 

しかしながら、近年、私たちを取り巻く社会・経済情勢は大きく変化し、本格的な少 

子高齢社会の到来や地方分権の進展、国・地方を通じた財政状況の悪化など、様々な行 

政課題が累積しています。 

両市町の合併は、これらの課題に的確かつ効果的に対応し、地域社会の発展と住民福 

祉の向上を図っていくための有効な手段として考えられます。 

 

 

２ 合併の必要性 

（１）日常生活圏の拡大への対応 

現在の柳井市及び大畠町は、それぞれ昭和の合併により誕生し、以来約５０年が経 

過しています。この間、わが国は飛躍的な経済成長を遂げ、世の中は大きく変貌しま 

した。また、道路交通網の整備や車社会の進展、情報通信網の発達等に伴い、経済圏 

や日常生活圏の広域化が進み、住民の行動範囲は行政区域の枠を越えて大きく拡大し 

ています。 

このため、合併によって、医療・福祉をはじめ、都市基盤や生活環境、教育など、 

住民生活を取り巻く各分野において、既存の行政区域を越えたより広域的な社会の仕 

組みをつくり、住民の利便性の向上と行政サービスの充実を図っていく必要がありま 

す。 

 

 

（２）多様化・広域化する行政ニーズへの対応 

近年、生活水準の向上や就業形態の変化などを背景として、人々の価値観やライフ 

スタイルは多様化し、これに伴って住民の行政に対するニーズは高度化・複雑化して 

います。また、社会経済活動の広域化に伴って、環境問題や介護、地域情報化、産業 

振興など、単独の市町だけでは対応することが困難な行政課題が急速に増えています。 

このため、合併によって、行財政能力の向上を図りながら、一体的かつ計画的な行 

政を推進し、多様化、高度化する行政ニーズに的確に対応するとともに、広域的な観 

点からの施策展開や効果的な事業投資を行っていく必要があります。 

 

 

（３）人口減少と少子高齢社会への対応 

我が国では、少子化によって、６割を超える市町村において人口が自然減となって 
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おり、平成１９年以降は全国の人口が減少するといわれています。本地域においても、 

全国的な少子高齢化の流れは例外ではなく、若者を中心とした人口流出と少子化によ 

り人口の減少が続いています。また、高齢化も急速に進んでおり、人口の３人に 1 人 

以上が６５歳以上のお年寄りになる時代も遠からず訪れるものと予測されています。 

少子化による年少人口（０～１４歳）と生産年齢人口（１５～６４歳）の減少は、 

経済にマイナスの影響を与え、高齢化の進行は、医療、福祉等の社会保障費の増大を 

引き起こすと考えられています。 

このため、合併によって、必要な人材の確保や財政基盤の強化を図り、子育て支援 

や医療体制の充実、多様で効率的な保健・福祉サービスの提供などを行っていく必要 

があります。また、雇用の場の創出や生活基盤の整備など、若い世代が住み良い地域 

づくりを進め、定住人口の確保を図っていく必要があります。 

 

 

（４）地方分権への対応 

地方分権の流れが本格化する中、地方自治体は、地域の特性を生かしながら、都市 

としての魅力を伸ばし、地域間競争に生き残っていかなくてはなりません。また、行 

政においては、地方分権に対応できる確固たる行財政基盤の強化・充実が求められて 

おり、自治体の能力の差が行政サービスや地域活力に大きな影響を及ぼすことが予想 

されています。 

このため、合併によって、政策形成能力の向上と行政推進体制の強化を図り、これ 

まで国や県の責任であった権限を譲り受けることで自己決定権を拡充し、より自主的、 

主体的なまちづくりを迅速に進めていく必要があります。 

 

 

（５）厳しい財政状況への対応 

国、地方の財政状況は、国内産業の空洞化や長期の景気低迷等の影響を受けて、近 

年急速に悪化しており、このままで推移すると、近い将来、財政的な行き詰まりが懸 

念される状況になっています。また、両市町においても、高齢化の進展や公債費など 

の増加により、財政事情は厳しさを増しており、現在の行政サービスの水準を将来に 

渡って維持していくことは困難な状況になりつつあります。特に小規模自治体におい 

ては、地方交付税や国庫補助金等の削減により、今後はさらに厳しい財政運営を迫ら 

れることが予想されています。 

このため、合併によって、重複投資の回避や人件費の削減など、これまで以上に簡 

素で効率的な行財政運営を確立するとともに、安定した財源の確保に努め、財政基盤 

の強化を図っていく必要があります。 
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３ 計画の策定方針 

（１）計画の趣旨 

本計画は、柳井市及び大畠町の合併後の新市を、総合的かつ効果的に建設していく 

ための基本方針を定めるとともに、これに基づく事業計画等を策定し、この計画を実 

現することによって、両市町の速やかな一体化を促進し、住民福祉の向上と新市全体 

の均衡ある発展を図ろうとするものです。 

なお、新市のまちづくりの詳細かつ具体的な内容については、新市において策定す 

る総合計画（基本構想、基本計画、実施計画）などに委ねるものとします。 

 

 

（２）計画の構成 

本計画は新市を建設していくための「まちづくりの基本方針」と、それを実現する 

ための「主要施策」、「公共施設の適正配置と整備」、「財政計画」、「推進方策」等を中 

心に構成します。 

 

 

（３）計画の期間 

本計画の期間は、平成１７年度（２００５年度）から平成３６年度（２０２４年度） 

までの２０年間とします。 
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第２  地域の概況と課題 
 

 
 
 

１ 地域の概況 

（１）位置と地勢 

本地域は、山口県の東南部に位置し、東は由宇町、西は田布施町及び平生町、北は 

周東町、南は室津半島の半ばで上関町に接し、両市町とも瀬戸内海に面しています。 

 

 

本地域の面積は、柳井市が１２７．８６km2、大畠町が１２．０１km2 で、合計１３ 

９．８７km2 となっています。土地利用は、山林が５６．４％と最も多く、次いで農 

用地２３．７％、宅地６．７％の順となっています。 

 

 

本地域は、沿岸部、内陸部、半島・島しょ部からなり、総面積の半分以上が山地丘 

陵地で占められています。沿岸部一帯の土地は、北側の山地から南に向けて傾斜し、 

市街地は、その南側の平坦部と海岸に沿って形成されています。北部の内陸部には、 

山稜に囲まれて盆地が分布し、農山村集落が散在しています。半島・島しょ部は、比 

較的急峻な丘陵が入り組んで海岸線に迫る変化に富んだ地形をなしており、瀬戸内海 

国立公園にも指定された美しい自然景観を有しています。 

 

 

■位置図 
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資料：山口県統計年鑑 

（２）気象 

本地域の気象は、瀬戸内海型気候区に属し、冬も温暖で比較的雨の少ない過ごしや 

すい気候です。年平均気温は、沿岸部で１５℃から１６℃、標高５００m の山々の北 

部に位置する山間部では１４℃から１５℃とやや低くなっています。また、年間降雨 

量は、１，６００㎜から１，７００㎜程度です。 
 

 
 
 

■平成１３年月別平均・最高・最低気温 
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■平成１３年月別平均降水量 
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（３）歴史 

古くは縄文時代から人々の営みがあった本地域は、日本最大級の大鏡が出土した茶 

臼山古墳など多くの遺跡や史跡が残され、海と深いかかわりを持ちながら多彩で豊か 

な歴史をつむいできました。また、大畠瀬戸は、日本３大潮流として知られ、万葉集 

にも登場しています。 

中世に入ると瀬戸内の良港、柳井津は、周防国における海上交通の要衝として重要 

視され、江戸時代には、瀬戸内屈指の商都として発展し繁華を誇っていました。 

幕末・維新の時代になると、この地域から、優れた詩人でもあった僧月性や秋良敦 

之助、白井小助など多くの志士を輩出し回天の偉業をなしています。 

その後、明治期から戦後を通じても商業・卸売業や農漁業などの産業を中心に発展 

を続けてきた本地域は、昭和３０年代に金属・機械器具製造業などの都市型工業が定 

着し、豊かな自然と恵まれた気候・風土のもとで、産業と都市機能の充実を図りなが 

ら発展を遂げてきました。 
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昭和 55年 
 

昭和 60年 
 

平成 2年 
 

平成 7年 
 

平成 12年 増加率 

(S55→H12) 

柳井市 12,230 12,560 12,742 13,162 13,117 7.3% 

大畠町 1,424 1,430 1,420 1,430 1,428 0.3% 

計 13,654 13,990 14,162 14,592 14,545 6.5% 

 

（４）人口と世帯数 

①人口 

平成１２年の国勢調査によると、本地域の人口は３７，２５１人で、平成２年の４ 

０，４７８人に比べ、３，２２７人、約８．０％減少しています。 
 

■人口の推移 (単位：人) 
 

 昭和 55年 昭和 60年 平成 2年 平成 7 年 平成 12年 減少率 

（S55→H12） 

柳井市 38,234 37,414 36,360 35,071 33,597 ▲  

12.1% 大畠町 4,678 4,384 4,118 3,892 3,654 ▲  

21.9% 計 42,912 41,798 40,478 38,963 37,251 ▲  

13.2%  

 

②年齢別人口 

(資料：国勢調査) 
※年齢不詳人口を含む。 

本地域の年齢別人口は、年少人口（０～１４歳）が４，７５８人、生産年齢人口（１ 

５～６４歳）が２２，３５７人、老年人口（６５歳以上）が１０，０９２人で、その 

構成比は、それぞれ１２．８％、６０．１％、２７．１％となっています。年齢別人 

口の推移をみると、両市町とも年少人口が減少する一方で、老年人口が大幅に増加し 

ており、急速に少子高齢化が進んでいます。また、生産年齢人口も減少しており、地 

域活力の低下が懸念されています。 
 

■年齢別人口の推移 (単位：人) 
 

 昭和 55 年 昭和 60 年 平成 2 年 平成 7 年 平成 12 年 増加数 

(S55→H12) 

増加率 

(S55→H12) 

 
柳井市 

0-14 歳 7,756 6,880 5,815 5,020 4,359 ▲ 3,397 ▲ 43.8% 

15-64 歳 24,947 24,398 23,462 21,795 20,184 ▲ 4,763 ▲ 19.1% 

65歳以上 5,524 6,131 7,060 8,256 9,010 3,486 63.1% 

 
大畠町 

0-14 歳 940 808 595 473 399 ▲ 541 ▲ 57.6% 

15-64 歳 3,025 2,798 2,623 2,415 2,173 ▲ 852 ▲ 28.2% 

65歳以上 713 778 900 1,004 1,082 369 51.8% 

 
計 

0-14 歳 8,696 7,688 6,410 5,493 4,758 ▲ 3,938 ▲ 45.3% 

15-64 歳 27,972 27,196 26,085 24,210 22,357 ▲ 5,615 ▲ 20.1% 

65歳以上 6,237 6,909 7,960 9,260 10,092 3,855 115 

 

③世帯数 

(資料：国勢調査) 

本地域の世帯数は、１４，５４５世帯で、平成２年の１４，１６２世帯に比べ、３ 

８３世帯、６．５％増加しています。市町別では、柳井市は増加傾向、大畠町は横這 

い状態で推移しています。１世帯当たりの平均人員は、核家族化の進行により減少し 

ています。 
 

■世帯数の推移 (単位：世帯) 

 
 
 
 
 
 

 
 

(資料：国勢調査) 
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（５）産業の状況 

平成１２年の総就業者数は、１７，７６８人で、平成２年に比べ９．９％減少して 

います。産業別就業人口比率では、第１次産業が１０．２％、第２次産業が２７．１％、 

第３次産業が６２．０％となっており、特に第１次産業の減少が著しくなっています。 

平成１２年の市町村内総生産は、約１，２５８億円で、山口県全体に占める割合は、 

２．２％となっています。 

 

 

①農業 

農業は、水稲を基幹作物として、野菜、花き、果樹等の生産が行われています。近 

年、農家数、経営耕地面積とも減少傾向にあり、担い手の高齢化や産地間競争の激化 

などと相まって、経営環境は厳しくなっています。 

 

 

②林業 

林業は、木材価格の低迷や従事者の高齢化等による労働力不足が問題となっていま 

す。また、松くい虫の被害や竹林が年々拡大し、山林の荒廃が進んでいます。 

 

 

③漁業 

漁業は、山口県内海東部海域を主漁場とした沿海漁業を中心に営まれています。近 

年は魚価の低迷や漁獲量の伸び悩みなどにより、安定した経営に影響を及ぼしている 

状況が見られます。 

 

 

④工業 

工業は、臨海部を中心に、機械器具製造業、電子部品製造業、化学薬品製造業など 

が立地していますが、従業者数１００人未満の中小企業が大半を占めています。生産 

活動は、長引く不況の影響を受けて停滞気味で、従業者数、製造品出荷額等はいずれ 

も近年減少傾向にあります。 

 

 

⑤商業 

商業は、古くから柳井市を中心に商業機能が集積し、周東・大島地域の商業拠点と 

して広域型の商圏を形成しています。しかし、近年、商品販売額は伸び悩んでおり、 

特に小規模小売店舗は、郊外型大規模小売店舗等の進出に伴って、その経営環境は厳 

しくなっています。 

 

 

⑥観光 

観光は、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている「白壁の町並み」や「遊 

漁」などを中心に、近年観光地としての評価が高まりつつあります。入込観光客数は 

年間４０万人程度で、日帰り型のレクリエーション地として性格づけられています。 
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」 

 昭和 55年 昭和 60年 平成 2年 平成 7年 平成 12年 

総就業者数 21,236 20,670 19,722 19,589 17,768 

第１次産業 3,966 3,756 3,007 2,616 1,818 

 構成比 18.7

% 

18.2% 15.2% 13.4

% 

10.2

% 第２次産業 5,468 5,365 5,444 5,589 4,807 

 構成比 25.7

% 

26.0% 27.6% 28.5

% 

27.1

% 第３次産業 11,782 11,528 10,982 11,364 11,022 

 構成比 55.5

% 

55.8% 55.7% 58.0

% 

62.0

% 分類不能 20 21 289 20 121 

 構成比 0.1% 0.1% 1.5% 0.1

% 

0.7

%  

 平成７年 平成８年 平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 

柳井市 122,896 120,029 117,299 121,508 123,070 119,755 

大畠町 6,479 5,464 5,843 6,381 6,397 6,093 

計 129,375 125,493 123,142 127,889 129,467 125,848 

 

■産業別就業状況 (単位：人) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(資料：国勢調査) 
 

 

■平成１２年産業別就業状況 

 
100%  

9 .4 % 7 . 4 % 9 .2 %  

90% 
0 . 8 %  4 . 0 % 

1 . 1 %  
 

 
80% 

1 0 . 9 % 
1 2 . 2 % 

1 1 .0 %  
農林業 

漁業 

70% 1 6 . 1 % 1 5 . 6 % 1 6 .0 %  
 

建設業・鉱業 

 
60% 

 
50% 

6 .3 % 6 .4 %  
7 . 4 %  

製造業 
 
運輸・通信業 

 

 
40% 

2 0 . 9 %  

2 0 . 8 % 
2 0 .9 %  卸売・小売業，飲 

食店 

サービス業 

 

30% 公務 

 
 

20% 
2 7 . 2 %  

2 5 . 9 % 
2 7 .1 %  その他第 3 次産業 

 

 
10% 

 
0% 

 
 
3 . 5 %  

5 .0 % 

 柳井市 

 

 
 

4 . 7 %  

2 . 0 %   

大畠町 

 
 

3 . 6 %  
 

4 .7 %  

1 市１町計 

 

(資料：国勢調査) 

 
 

■市町村内総生産 (単位：百万円) 

 
 
 
 

 
 

(資料：山口県市町村民経済計算) 
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２ 地域の課題 

 
両  市  町  の  現  

状 

関  連  計  画 

 
〇山口県の東南部に位置し、岩国地域、周南地 
域に接するとともに、広島県や四国地方に近接 
している。 

〇本地域は、沿岸部、内陸部、半島・島しょ部から 
なり、総面積の半分以上が山地丘陵地で占めら 
れている。 

〇両市町とも瀬戸内海に面し、温暖多日照な瀬戸 
内海気候区に属している。 

〇古くから海上交通の要衝として栄え、多くの歴 
史・文化資源を有している。 

〇平成１２年の総人口は３７千人で、県全体の約 
２．２％を占めている。 

〇人口は減少傾向にあり、少子高齢化が急速に 
進んでいる。 

〇大規模な工業集積に乏しく、商業などの第３次 
産業の占め る比率が高い。第１次産業は縮小 
傾向にある。 

〇道路、公園、上下水道等の基盤施設の整備水 
準は、県平均を下回っている。 

〇医療施設、医師数等の量的な医療水準は概ね 
充足している。 

〇保健・福祉施設等の整備水準は、県平均を若干 
下回る状態にある。 

〇大学・短期大学等の立地はないが、高等学校 
は、４校設置されている。小・中学校等の義務教 
育施設については、老朽化が進んでいる。 

〇文化会館は柳井市に立地している。スポーツ施 
設は、柳井ウェルネスパーク（総合運動公園）の 
ほか、体育館や多目的に利用できる運動公園 
が整備されている。 

〇通勤・通学、買い物等の日常生活圏は一体化し 
ている。 

〇やまぐち未来デザイン２１ 

「自然と歴史に育まれ海に広がるサザン・セ 
トにぎわい交流圏」 

〇柳井地区ふるさと市町村圏計画 
「調和のとれた活力ある圏域づくり」 

〇両市町の総合計画 
柳井市 
将来像 

「人・まち・自然の元気都市  やない」 
大畠町 
将来像 

「跳躍。マリンタウン   おおばたけ」 
 
 
 

住民の意向（アンケート調査） 
 
 
■地域の将来像（上位５項目） 〇保健・医
療・福祉などが充実し、安心し 
て暮らせるまち 

〇働く場に恵まれた活気のあるまち 
〇道路や港湾、公園、上下水道、公共施設 
などの都市基盤の整ったまち 

〇自然環境や町並みなどに配慮した景観の 
美しいまち 

〇保育所・幼稚園・公園・学校などが充実 
し安心して子どもを育てられるまち 

■重点施策等（上位５項目） 
〇高齢者、障害者施設の整備 
〇病院、診療所の整備 
〇商店街の再整備 
〇ごみ焼却施設、リサイクル施設の整備 
〇生活道路の整備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

新  市  の  主  要  課  題 
 

 

〇定住人口の確保  

〇高齢社会に対応した総合的な福祉の充実 

 〇安心して産み、育てることのできる子育て支援の充実 
〇既存産業の基盤強化と新産業の育成・支援 

 〇安心、快適で利便性の高い生活環境の実現 

 〇地域内の連携強化と広域交流の促進 

 〇自然、歴史、文化等の地域資源の保全と活用 

 〇新時代を担う人づくり 

 〇住民参加の促進と開かれた市政の実現 

 〇効率的・効果的な行財政運営の推進 



- 11 - 
 

（１）定住人口の確保 

人口の減少とともに、少子高齢化の一層の進行が予想されています。人口の減少は 

地域活力の低下につながり、農林水産業では担い手の減少、商業では消費量の低下に 

伴う販売額の減少などが懸念されます。また、島しょ部や農山村などでは集落機能の 

維持も困難になってくることが予想されます。 

このため、定住人口の確保に向けて、雇用の場の創出や定住環境の整備などを積極 

的に進めていく必要があります。 

 

 

（２）高齢社会に対応した総合的な福祉の充実 

高齢化が一段と進むことが見込まれており、地域社会のさまざまな分野で高齢者を 

支え、高齢者が社会参加できるまちづくりが求められています。 

このため、高齢者が安心して暮らせるように、保健・医療・福祉サービスを総合的 

に提供できるシステムの整備・充実を図るとともに、高齢者が元気で生きがいを持っ 

て充実した生活が送れるよう、地域全体で高齢者を支えるシステムが必要です。 

 

 

（３）安心して産み、育てることのできる子育て支援の充実 

少子化、核家族化、共働き夫婦の増加等が進む中で、地域や家庭の子育て環境は大 

きく変化し、保育ニーズの多様化や子育てに対する不安が顕在化しています。 

このため、就労と出産・育児の両立に向けての支援など、社会全体で安心して子ど 

もを健やかに生み育てることのできる環境づくりを進めていく必要があります。 

 

 

（４）既存産業の基盤強化と新産業の育成・支援 

景気の低迷や地域間競争の激化などにより、既存産業はいずれも厳しい状況にあり 

ます。また、今後も、産業構造は変化すると見込まれています。 

このため、既存産業の高度化や企業誘致などを進めるとともに、地域の特色を生か 

した多様な産業の振興を図る必要があります。特に、地域の雇用の場を確保していく 

ためには、地域の内部から新産業、新事業を創出し、地域産業の内発的活性化に取り 

組んでいくことが必要です。 

 

 

（５）安心、快適で利便性の高い生活環境の実現 

生活水準の向上に伴い、人々は生活の快適さや利便性をより強く求めるようになっ 

ています。また、環境問題の深刻化や自然災害の増加などを背景として、健康や安全 

を重視する意識が高まっています。 

このため、防災・防犯体制の強化や上下水道、生活道、公園等の生活基盤の整備、 

生活交通手段の確保、地域情報化の促進など、安心で快適に生活できる環境づくりを 

進めていく必要があります。また、地球環境を保全するため、廃棄物の適正処理やリ 

サイクルの推進等により、循環型社会の形成に努める必要があります。 
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（６）地域内の連携強化と広域交流の促進 

両市町ではそれぞれの地域で特色ある歴史・文化を培ってきています。こうした地 

域の個性を生かしながら、適切な役割分担に基づいた都市基盤の整備や交通ネットワ 

ークの形成等を進め、地域全体の均衡ある発展を図っていく必要があります。 

また、本地域は、岩国地域と周南地域に隣接するとともに、広島県や四国地方に近 

接していることから、これらの地域との広域的な都市間ネットワークを形成し、交流 

人口の拡大を図っていく必要があります。 

 

 

（７）自然、歴史、文化等の地域資源の保全と活用 

本地域は、瀬戸内海の美しい海岸や島々、豊かな緑、史跡や歴史的町並みなどの豊 

富な地域資源に恵まれています。 

今後は、これらの貴重で特色ある地域資源を積極的に保全・活用し、体験・滞在型 

施設の整備などを進めることにより、観光振興をはじめ農林漁業や商業などと結びつ 

いた幅広い産業振興につなげていく必要があります。 

 

 

（８）新時代を担う人づくり 

多様で魅力あふれる地域であるためには、すべての人の個性と人権が尊重され、住 

民一人ひとりが人生において、それぞれの想いを実現でき、持てる力を最大限に発揮 

できる社会を形成していく必要があります。そのためには、住民が豊かな人間性を育 

むとともに、社会情勢の変化に主体的に対応し、それぞれの可能性と創造力を伸ばせ 

るよう、家庭、学校、地域における学習環境の充実を図る必要があります。 

 

 

（９）住民参加の促進と開かれた市政の実現 

地方分権の時代を迎えるこれからの社会では、住民が自らの地域は自らが創るとい 

う自覚と責任を持ち、主体的にまちづくりに参画することが求められています。 

このため、行政が必要な情報を公開する中で、十分な説明責任を果たし、公正、透 

明で開かれた市政を実現することにより、住民、企業と行政とのパートナーシップを 

築いていくことが一層重要になっています。 

 

 

（10）効率的・効果的な行財政運営の推進 

国、地方自治体とも厳しい財政状況の中、新たな行政需要への対応など今後も財政 

負担の増大が見込まれており、一層の効率的・効果的な財政運営が求められています。 

また、地方分権に対応した行政運営を推進していくためには、政策形成能力の向上や 

組織機構の再編等を進める必要があります。 
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第３  新市のまちづくりの基本方針 
 

 
 
 

１ 新しいまちづくりの基本理念 

地域社会を創造し継承していくのはそこに住む人々であり、一人ひとりが想いを持っ 

て地域活動に取り組み、そのエネルギーを高めたとき、個性にあふれ魅力のある地域が 

形成されます。また、自己の想いが実現でき、自分たちが住んでいる地域に愛着を感じ 

られるまちづくりをめざしていくことが、住みよさを実感できるまちの実現につながり 

ます。 

そこで、合併を契機とした新しいまちづくりを進めていく上での基本理念を、次のと 

おり定めます。 

 

 

〇多様性が大切にされる、やさしい社会へ 

年齢、性別、国籍などにかかわらず、誰もが個人として尊重され、個性や能力を 

生かして活躍できる社会の形成をめざしていきます。また、都市の賑わいや農山漁 

村の豊かな自然などの持ち味が存分に発揮される地域づくりを進め、画一的なもの 

さしでは計れない多様性こそが尊重される、包容力のあるやさしい社会をめざして 

いきます。 

 

 

〇夢に挑戦し、希望が共有される社会へ 

変革の時代に求められるのは、知恵と勇気で未来を切り拓いていく主体的、創造 

的な姿勢です。時代の転機を新しい飛躍へのチャンスととらえ、一人ひとりが未来 

の夢に向かって挑戦でき、明るい希望や安心感が人から人へ、地域や世代を越えて 

共有できる社会をめざしていきます。 

 

 

〇交流と連携により地域の魅力をつくりだす社会へ 

さまざまな交流と連携は、新たな可能性を拓き、地域の個性と魅力を高めます。市 

民一人ひとりが、地域の連帯意識をさらに強め、人と人、地域と地域の交流・連携を 

進めることにより、自らの個性と魅力をみがき、新しい文化や価値を創出し、地域の 

魅力をつくりだす社会をめざしていきます。 

 

 

〇分権時代を拓く共につくる社会へ 

地方分権の推進、地域の自立など「新地方の時代」に向けて、市民が主役の開か 

れた市政を確立し、市民、企業、行政が、共に考え、共に行動し、それぞれの役割 

を担いながらまちづくりを進めていき、共につくる社会をめざしていきます。 
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２ 新市の将来像 

 

 

将来像とは、市民、企業、行政が共にまちづくりを進めていくうえで、共通にイメー 

ジできる方向を端的な言葉で表したものであり、都市の個性が表現され、将来に向けた 

行動の指針としての意味が込められたものです。 

まちづくりの基本理念を踏まえ、新市においてめざすべき将来像を次のように定めま 

す。 

 

 

将来像 

 

 

 

 

 

私たちが暮らすこの地域は、多島美を誇る瀬戸内海や山麓の緑など多様で美しい自然 

に恵まれ、都市と自然が調和した快適な居住空間を有しています。また、瀬戸内海の内 

海交通や北前船を通じて、その時代に即した様々な産業や多彩な文化が生みだされ、多 

くの先人の英知とたゆまぬ努力に支えられながら、発展を続けてきました。 

新市は、こうした地域の特性や歴史と文化を生かしながら、都市的魅力と豊かな自然 

が共生した快適で潤いのある生活空間を創出し、安全・安心で住みよいまちづくりを進 

めていきます。また、市民一人ひとりが個性と能力を発揮し、夢とゆとりを持って、い 

きいきと輝いて暮らす、元気のある社会の実現をめざします。さらに、今後の時代の大 

きな変化や激しい地域間競争にも自主的、主体的に対応できるよう、地域の活力を高め、 

それぞれの地域の個性と特色を生かした魅力ある地域づくりを進め、いつまでもたくま 

しく生き抜くことができる元気な都市をめざします。 

 

 

 

 

３ まちづくりの基本目標 

新市の将来像を実現するために、まちづくりの理念に基づいて、次の６つの基本目 

標を掲げ、総合的かつ一体的な施策の展開を図ります。 

 

 

〇豊かな人間性をはぐくみ、人が輝く社会の形成  

〇地域に誇りを持ち、共に歩む社会の形成 

〇誰もが安心して暮らせる社会の形成  

〇環境と共生する安全で快適なまちの実現 

〇はつらつと産業が発展する活力に満ちたまちの実現 

〇交流が広がる多彩で魅力のあるまちの実現 
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４ まちづくりの基本目標と施策体系 
 

 

豊かな人間性をはぐくみ、人が輝く社会の形成 
 

 
 

２１世紀にもこの地域が、これまで以上に魅力と活力に満ちた地域として発展して 

いくためには、一人ひとりが個性と能力を伸ばしながら、夢の実現に向けて果敢に挑 

戦する人材を育成していく必要があります。 

このため、学校、家庭、地域が連携していくなかで、次代を担う子どもたちの確か 

な知性、豊かな感性、あふれる意欲をはぐくみ、新しい時代を切り拓いていくことが 

できる人材を育成します。また、生涯を通じて自分自身をみがき、社会の中で自己実 

現を図ることができる環境づくりを進めるとともに、生活を彩る芸術・文化やスポー 

ツの振興、伝統文化の保存・継承を図っていきます。 
 
 

 
 

①未来を拓く子どもたちの育成 

②生涯にわたり学べる社会の実現 

③芸術・文化の振興 

④スポーツ・レクリエーションの振興 

⑤地域文化の継承と活用 
 

 
 
 

地域に誇りを持ち、共に歩む社会の形成 
 

 
 

地方分権や規制緩和、グローバル化等が進展するなかで、より豊かな社会を築いて 

いくには、すべての人の人権が尊重されるとともに、個人、企業、行政がそれぞれの 

責任と役割を自覚し、自己責任・自己判断をもって主体的に行動することが求められ 

ています。 

このため、お互いの人権や個性が尊重される民主的で明るい地域づくりを進め、す 

べての人々が自由な選択と自己責任のもとで、年齢や性別等にかかわらず持てる力を 

最大限に発揮できる躍動感あふれる社会を形成していきます。また、市民一人ひとり 

が、地域コミュニティとのつながりを大切にしながら、地域の課題や社会的活動に積 

極的に取り組んでいける環境づくりを進めていきます。 
 
 

 
 

①人権が尊重された社会の形成 

②男女共同参画社会の形成 

③市民活動の促進 

④コミュニティ活動の促進 

⑤地域内の交流の促進 
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誰もが安心して暮らせる社会の形成 
 

 
 

本格的な少子高齢社会が到来し、雇用情勢も依然として厳しいなかで、誰もが健康 

長寿を享受し、尊厳を持って安心して人生を送ることができる社会づくりが求められ 

ています。 

このため、保健・医療・福祉の各分野の連携により、疾病の予防や生活の質に重点 

を置いた生涯にわたる健康づくり、介護や子育てを社会全体で支えていくための体制 

づくりなどを推進するとともに、高齢者や障害のある人々が生きがいをもって暮らせ 

る社会の実現をめざしていきます。また、勤労者が個性や能力を発揮し、意欲を持っ 

て働くことができる労働環境の整備を進めていきます。 
 
 

 
 

①保健・医療・福祉サービスの総合的な提供 

②健康づくり・保健サービスの充実 

③医療サービスの充実 

④高齢者福祉の充実 

⑤障害者福祉の充実 

⑥児童福祉の充実 

⑦母子・父子福祉の充実 

⑧生活保障の確保 

⑨社会保障制度の普及促進 

⑩勤労者福祉の充実 
 

 
 
 

 

 

 

環境と共生する安全で快適なまちの実現 
 

 
 

環境問題は、地球環境から身近な自然環境や廃棄物まで、人類共通の大きな課題と 

なっています。また、森林、農地などの荒廃により自然が本来持つ水源かん養等の環 

境保全機能の低下が懸念されています。 

このため、廃棄物の発生をできる限り抑制し、リサイクルや適正処理、エネルギー 

の効率的利用などを推進するとともに、自然環境の保全・創造に努め、環境と共生す 

るまちづくりを進めます。また、安心して快適に暮らせるように、災害に強いまちづ 

くりや生活基盤の整備、美しく潤いのある都市景観の形成などに努め、住みよさが実 

感できる生活空間を創出していきます。 
 
 

 
 

①環境対策の総合的な推進 

②循環型社会の形成 

③自然環境の保全と活用 

④生活環境対策の推進 
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⑤市道・都市計画道路等の整備 

⑥市民交通システムの確立 

⑦上水道の整備 

⑧下水対策の推進 

⑨住宅・宅地の整備 

⑩公園・緑地の整備 

⑪適正な土地利用の推進 

⑫防災対策の推進 

⑬消防対策の推進 

⑭交通安全・防犯対策の推進 

⑮消費生活の安定 
 

 
 
 

はつらつと産業が発展する活力に満ちたまちの実現 
 

 
 

経済の成熟段階を迎え、従来の経済構造が行き詰まりをみせるなかで、知恵を絞っ 

て新たな需要を開拓するなど、新しい価値を生み出しいく創造的な産業構造への転換 

が求められています。 

このため、新産業の創出や起業の促進などに努めるとともに、農林漁業、製造業、 

商業、観光関連産業など、新市の豊かさを支えるあらゆる産業の分野で、技術の高度 

化や高付加価値化への取組みを促進し、転換期の時代に自立できる産業の育成・強化 

を図っていきます。また、産業基盤の整備や企業誘致などに努め、地域経済の拡大と 

雇用の場の創出を図っていきます。 
 
 

 
 

①新産業・新事業の創出 

②農業の振興 

③林業の振興 

④漁業の振興 

⑤工業等の振興 

⑥商業・サービス業の振興 

⑦観光の振興 
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交流が広がる多彩で魅力のあるまちの実現 
 

 
 

余暇時間の増加や高速交通・情報通信体系の整備により、人々の活動範囲はますま 

す広域化し、従来の日常生活圏や行政区域を越えて、人、もの、情報の交流が活発化 

しています。こうしたなかで、地域の新たな活力を生み出すためには、観光等による 

交流人口を増加させていく必要があります。 

このため、周東・大島地域の圏域中心都市にふさわしい都市機能の充実と地域の特 

性や資源を生かした多彩で魅力あるまちづくりを進め、交流圏の拡大に努めるなど、 

交流を核とした地域発展に総合的に取り組んでいきます。また、交流の多様化、広域 

化、高速化に対応するため、高速交通体系へのアクセス強化や幹線道路の整備、鉄道、 

港湾機能の強化、地域情報化等を進めていきます。 
 
 

 
 

①都市機能の整備・充実 

②広域交通ネットワークの形成 

③情報通信ネットワークの充実 

④都市間交流と連携の促進 

⑤国際交流の推進 

⑥都市アイデンティティの確立 
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■施策体系 
 

 
 

【  基 本 目 標  】 【  基 本 施 策  】 
 
豊かな人間性をはぐくみ、 
人が輝く社会の形成 

①  未来を拓く子どもたちの育成 

②  生涯にわたり学べる社会の実現 
③  芸術・文化の振興 

④  スポーツ・レクリエーションの振興 

⑤  地域文化の継承と活用 
 

 
地域に誇りを持ち、 
共に歩む社会の形成 

①  人権が尊重された社会の形成 

②  男女共同参画社会の形成 
③  市民活動の促進 

④  コミュニティ活動の促進 

⑤  地域内交流の促進 
 

 
誰もが安心して暮らせる 
社会の形成 

①  保健・医療・福祉サービスの総合的な提供 

②  健康づくり・保健サービスの充実 
③  医療サービスの充実 

④  高齢者福祉の充実 

⑤  障害者福祉の充実 
⑥  児童福祉の充実 

⑦  母子・父子福祉の充実 

⑧  生活保障の確保 
⑨  社会保障制度の普及促進 

⑩  勤労者福祉の充実 

 
環境と共生する 安全で快
適なまちの実現 

①  環境対策の総合的な推進 

②  循環型社会の形成 
③  自然環境の保全と活用 

④  生活環境対策の推進 

⑤  市道・都市計画道路等の整備 
⑥  市民交通システムの確立 

⑦  上水道の整備 

⑧  下水対策の推進 
⑨  住宅・宅地の整備 

⑩  公園・緑地の整備 

⑪  適正な土地利用の推進 
⑫  防災対策の推進 

⑬  消防対策の推進 

⑭  交通安全・防犯対策の推進 
⑮  消費生活の安定 

 
はつらつと産業が発展する 
活力に満ちたまちの実現 

①  新産業・新事業の創出 

②  農業の振興 
③  林業の振興 

④  漁業の振興 

⑤  工業等の振興 
⑥  商業・サービス業の振興 

⑦  観光の振興 
 
 
交流が広がる 多彩で魅力のあ
るまちの実現 

①  都市機能の整備・充実 

②  広域交通ネットワークの形成 
③  情報通信ネットワークの充実 

④  都市間交流と連携の促進 

⑤  国際交流の推進 
⑥  都市アイデンティティの確立 
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 平成 2年 平成 7年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

人    口 40,478 38,963 37,251 35,860 35,070 34,010 

０～14歳 6,410 5,493 4,758 4,250 3,950 3,690 

 構成比 15.8% 14.1% 12.8% 11.9% 11.3% 10.8% 

15～64歳 26,085 24,210 22,357 20,690 19,680 18,170 

 構成比 64.4% 62.1% 60.0% 57.7% 56.1% 53.4% 

65歳以上 7,960 9,260 10,092 10,920 11,440 12,150 

 構成比 19.7% 23.8% 27.1% 30.5% 32.6% 35.7% 

 

５ 主要指標 

（１）目標人口及び世帯数の見通し 

①人口 

わが国の総人口は、戦後一貫して増加してきましたが、少子高齢化の進展に伴い、 

平成 20年をピークに減少に転じています。 

人口が減少している新市の将来人口は、このままのすう勢が継続すれば、平成３７ 

年には、２９，０００人程度まで減少することも予想されます。 

このような状況を考慮すると、新市において、将来的に人口の維持あるいは増加を 

前提とした将来像を描くことは難しいと考えます。 

この計画では、新市の誕生を契機として、産業の活性化や都市機能の充実、良好な 

定住環境の創出等に取り組むことによって、生産年齢人口を中心とした若者層の定住 

や流入人口の増加に努めることとし、平成３７年（合併後２０年）の目標人口を２９， 

５００人から３１，５００人程度と想定します。 
 

■人口の推移 
 

（人 ） 

42,000 
 

40,000 

 
 
40,478 

 
38,000 

 
36,000 

 
34,000 

 
32,000 

 

30,000 

38,963 

 
 
 

推計 

目標 

 
37,251  35,860 

 
 
35,070 

 
 
33,950 

 
 

 
34,010 
 

 
 
31,800 

 

平 成２ 年  平成 ７年  平成 １２年  平 成 １ ７年  平 成２ ２年  平成 ２７ 年 

 
 

■目標人口 (単位：人) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■推計人口 (単位：人) 
 

 平成2年 平成7年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

人    口 40,478 38,963 37,251 35,860 33,950 31,800 

０～14歳 6,410 5,493 4,758 4,250 3,780 3,360 

15～64歳 26,085 24,210 22,357 20,690 18,730 16,290 

65歳以上 7,960 9,260 10,092 10,920 11,440 12,150 

※平成 2 年から平成 12 年までは年齢不詳があるため、総数と内訳は一致しない。 

※平成 17 年以降は国勢調査を基にコーホート要因法により推計 
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 平成2年 平成7年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

世    帯    数 14,162 14,592 14,545 14,930 14,550 13,880 

１世帯当たり人員 2.86 2.67 2.56 2.40 2.33 2.29 

 

②世帯数 

世帯数については、目標人口等をもとに世帯主変動率を加味して推計した結果、平 

成３７年（合併後２０年）には、１３，３００世帯から１４，０００世帯となります。 
 
 

■世帯数の推移 

（世帯 ） 

15,500 

 
15,000 

 
14,500 

 

 
 
 

14,162  14,592 

 

 
14,545  14,930 

14,890 
 

 
 

14,550 

 

 
14,610 

 

14,000 

推計 

 
 
13,880 

13,500    
目標 

 
13,000  

平成 ２年 平成 ７年 平 成１ ２年 平成 １ ７年 平成 ２２年 平成 ２７年  

 
 

■目標世帯 (単位：世帯・人) 
 

 平成 2年 平成 7年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

世    帯    数 14,162 14,592 14,545 14,930 14,890 14,610 

１世帯当たり人員 2.86 2.67 2.56 2.40 2.36 2.33 
 

 

■推計世帯 (単位：世帯・人) 

 
 

 
 

※平成 17 年以降は国勢調査を基に人口問題研究所の世帯主変動率を用いて推計 
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 平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 

第１次産業 3,007 2,616 1,818 1,370 990 720 

 構成比 15.2% 13.4% 10.2% 8.2% 6.4% 5.1% 

第２次産業 5,444 5,589 4,807 4,440 4,000 3,570 

 構成比 27.6% 28.5% 27.1% 26.6% 25.9% 25.1% 

第３次産業 11,271 11,384 11,143 10,880 10,460 9,920 

 構成比 57.1% 58.1% 62.7% 65.2% 67.7% 69.8% 

就業人口 19,722 19,589 17,768 16,690 15,450 14,210 

 就業率 48.7% 50.3% 47.7% 46.5% 45.5% 44.7% 

 

（２）就業人口 

就業人口については、これまでの産業別就業者数の推移、総人口の目標規模、新た 

な施策の実施などを考慮して推計したところ、平成２７年（合併後１０年）には、１ 

４，２００人から１６，４００人程度となります。 産業別にみると、第１次産業は、

就業者の高齢化や経営環境の構造的変化、組織化 

による合理化等に伴い、さらに減少するものと予想されます。 第２次産業は、経済の

ソフト化、サービス化の進展等により、就業割合は変化しな 

いものの、就業者数は減少するものと予想されます。 第３次産業は、ライフスタイル

の多様化や広域の拠点としての交流活動の活発化等 

を背景に、新たなサービス産業が創出され、今後も就業割合は高まるものと予想され 

ます。 
 

 

■目標就業人口の推移 
 

（人）  
25,000  

 

20,000  

 
15,000  

第一次産 業 

第二次産 業 

第三次産 業 

 

10,000  

 
5, 00 0 

 
0 

平成２年  平成７年  平成 1 2 年 平成 17 年  平成 22 年  平成 27 年 

 

■目標就業人口 (単位：人) 

 平成 2年 平成 7年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

第１次産業 3,007 2,616 1,818 1,370 1,240 1,010 

 構成比 15.2% 13.4% 10.2% 8.2% 7.4% 6.2% 

第２次産業 5,444 5,589 4,807 4,440 4,610 4,470 

 構成比 27.6% 28.5% 27.1% 26.6% 27.4% 27.3% 

第３次産業 11,271 11,384 11,143 10,880 10,980 10,900 

 構成比 57.1% 58.1% 62.7% 65.2% 65.2% 66.5% 

就業人口 19,722 19,589 17,768 16,690 16,830 16,380 

 就業率 48.7% 50.3% 47.7% 46.5% 48.0% 48.2% 
 

■推計就業人口 (単位：人) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※「第３次産業」に「分類不能の産業」を含む。 

※平成 17 年以降は国勢調査を基に推計 
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区 分 平成 8 年 平成 9 年 平成 10 年 平成 11 年 平成 12 年 平成 13 年 

柳井市 313,260 294,854 339,808 289,595 348,761 392,133 

大畠町 48,304 49,860 50,423 49,406 43,800 36,999 

計 361,564 344,714 390,231 339,001 392,561 429,132 

 

（３）交流人口 

これからのまちづくりでは、定住人口だけでなく、観光・レクリエーション、イベ 

ントなどで訪れる交流人口に視点を置き、その拡大を図っていくことが地域の活性化 

や文化の振興にとって極めて重要になります。 

そこで、観光振興や体系的な交通ネットワークの整備等を進めることによって、交 

流人口の増加を図ることとし、平成２７年（合併後１０年）の交流人口目標を約６０ 

０，０００人と設定します。 
 
 

■観光客の推移  (単位：人) 

 
 
 
 
 
 

 

(資料：山口県観光動向調査) 
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区分 総数 田 畑 宅地 池沼 山林 牧場 原野 雑種地 その他 

柳井市 1,139,818 198,988 73,622 77,986 912 635,741 0 17,594 36,891 98,084 

100.0 17.5 6.5 6.8 0.1 55.8 0.0 1.5 3.2 8.6 

大畠町 113,100 14,469 10,640 6,559 113 70,635 0 3,715 2,762 4,207 

100.0 12.8 9.4 5.8 0.1 62.5 0.0 3.3 2.4 3.7 

計 1,252,918 213,457 84,262 84,545 1,025 706,376 0 21,309 39,653 102,291 

100.0 17.0 6.7 6.7 0.1 56.4 0.0 1.7 3.2 8.2 

 

６ 土地利用方針 

土地は、現在及び将来における市民の限られた資源であるとともに、安全で快適な市 

民生活や豊かな社会経済活動に不可欠な基盤となるものです。また、土地は、いったん 

用途を転換すると容易に元に戻すことができないという特質と、一定の社会的合意の範 

囲内でその利用が認められるという公共的な性格を有しています。 

このため、新市における土地利用は、このような土地の基本的特質を十分に認識した 

上で、自然環境の保全と安全性の確保を基本にすえ、長期的視点に立った総合的かつ計 

画的な土地利用を進めていきます。 
 
 

市域を市街地、周辺市街地、自然地域に大きくゾーニングし、それぞれの地域の性格 

づけを行い、効率的で、バランスのとれた都市空間の形成をめざします。 

今後の土地利用は、ゾーニングに基づき、森林の公益的機能の増進への取組みや農地 

の保全、防災面の考慮など、都市を包み守る自然地域の保全・回復に努めます。 

市街地は、都市計画制度の活用を図るなど、既成市街地の再整備を進め、業務の集積 

と居住を誘導するとともに、広域の拠点としての都市機能の充実を図り、多様で機能的 

な市街地を形成します。また、周辺市街地については、自然地域との調和を図りながら 

住環境の向上に取り組むなど、良好な市街地を形成します。 
 
 

■土地利用の状況 
 

 
 
 
 

柳井市  田  

畑 

宅地 

        池沼 

大畠町 

 
 
 
 

1 市 1 町計 

山林 

牧場  

原野 

 雑種地 

その他 

 

 
 

0% 20%  40%  60%  80%  100% 

■地目別面積の状況（平成１５年１月１日現在） (単位：ａ・％) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(資料：市町村税務概要調査) 
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７ 地域別整備の方針 

合併を契機に、新市の活力と魅力を一層高めていくには、地理的条件や土地利用状況 

等の違いによって形成された地域ごとの特色を生かし、個性豊かな地域づくりを進めて 

いく必要があります。そのため、地域資源や将来的な方向性等を総合的に勘案し、つな 

がりのある地域を一つのゾーンとして設定し、新市を５つのゾーンに分け、それぞれの 

個性を生かす地域づくりを進めていきます。 

また、新市の均衡ある発展を図るために、都市拠点、地域拠点からなる拠点地区を設 

定し、それぞれの特性や役割に応じた都市機能の適正配置とその充実・強化を図り、こ 

れらの都市機能が有機的にネットワークし効果的に機能するよう、各地区間の連携を強 

化します。 
 

 
 
 

■新市のゾーニングと拠点地区の配置 
 
 

北部農村・ 交流ゾーン  

・交通網整備（ＩＣへのアクセス） 

・農業の高度化と交流資源の充実 

 
 

 
西部交流ゾーン  

・都市化の誘導と都市型農業の推進 
・交流拠点の整備 

ゴルフ場 

ウエルネスパーク 
都市中心ゾー ン ・都市の集積促進（商業等） 

 
フラワーランド 柳井 

 
白壁の町並み 

・回遊性の向上と南北市街地の一体化 
・白壁の町並みの魅力化と環境整備 

大畠 
 

 
 

柳井臨海産業拠点 
大畠瀬戸交流拠点 

 

 
 

 
 
 

伊保庄 

東部都市・産業・交流ゾーン 

・交通整備網（国道 188 号バイパス，JR シティ電車化） 
・産業の高度化・ＬＮＧ冷熱利用等の促進 
・瀬戸内海の活用（居住，交流） 
・地域拠点の整備 

 
 
 
 
 
 
 

南部交流ゾーン  
・瀬戸内海の活用（居住，交流） 
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（１）多極型まちづくりの推進 

市民が相互に利用しやすい複数の地域核を持つ都市構造を形成するため、都市・生 

活機能の適正配置と充実・強化を図ります。 

 

 

①都市拠点の整備（柳井地区の中心市街地） 

新市の市民活動や都市活動の拠点的役割と広域圏全体の中心的機能を担う地域であ 

り、行政、教育・文化、商業、業務、医療等の集積を生かしながら、都市機能の一層 

の集積と賑わいや回遊性のある都市空間の形成を図り、市域を越えて広域的に影響を 

及ぼし、地域の自立的発展に寄与する都市拠点の整備を進めます。 

 

 

②地域拠点の整備（大畠地区の中心市街地） 

都市拠点を補完し、日常生活の拠点的役割を担う地域であり、日常生活を支える行 

政機能の充実、文化、保健・医療・福祉機能の集積や、近隣商業の育成などを進め、 

その拠点性の向上を図ります。また、良好な市街地環境を備えた居住の場の整備等を 

促進し、生活の利便性や快適性の確保を図ります。 

 

 

（２）地域別整備方針 

①都市中心ゾーン 

柳井地区の中心市街地を都市拠点とし、行政、教育、商業、交通など主要な都市機 

能が集積している柳井地区中心部を「都市中心ゾーン」として設定します。 

この地域では、行政、教育・文化、商業、業務などの都市機能の一層の充実を図る 

とともに、ＪＲ柳井駅周辺の都市基盤整備と交通利便性の向上を図り、人、もの、情 

報等の交流の拠点づくりを進めます。また、白壁の町並みや柳井川などの地域資源を 

生かし、魅力と賑わいのある都市空間を形成します。 

 

 

②東部都市・産業・交流ゾーン 

柳井地区の東部から大畠地区にかけて瀬戸内海に面した地域を「東部都市・産業・ 

交流ゾーン」として設定します。 

この地域では、海に開けた地域性を生かし、ゆとりある居住空間の整備や、大畠瀬 

戸の優れた景観と漁業などを生かした交流機能の充実・強化を図ります。また、臨海 

部の製造業、卸売業、運輸業等の一層の高度化を進めるとともに、柳井港の港湾機能 

の強化や発電所の液化天然ガスを活用した新産業の創出等を促進し、地域産業の活性 

化を図ります。さらに、大畠地区の中心市街地においては、商業、文化機能の充実な 

ど地域拠点としての機能を強化します。 

 

 

③西部交流ゾーン 

新市で最もまとまった可住地が広がる柳井地区西部を「西部交流ゾーン」として設 

定します。 

この地域では、周辺環境との調和を図りながら、上・下水道や道路等の生活基盤の 



- 27 - 
 

整備を進め、居住水準の向上と安全で快適な住環境の確保に努めます。また、フラワ 

ーランドや柳井ウェルネスパークの整備を促進し、交流機能の強化を図ります。農業 

地域では、花き栽培や特産品の開発など付加価値が高く競争力のある農産品づくりを 

促進し、特色ある農業の振興を図ります。 

 

 

④北部農村・交流ゾーン 新市の北部に位置する中山間地域を「北部農村・交流ゾーン」

として設定します。 この地域では、優良農地の保全と農業生産基盤の整備を推進し、

効率的で生産性の 

高い農業を確立するとともに、美しい田園風景の保全や森林の持つ公益的機能の増進、 

交流施設の整備などを進め、市民の自然とのふれあいや学習・レクリエーションの場 

として整備・活用します。また、農村集落の生活環境や交通網の整備を進め、自然と 

調和したゆとりと安らぎのある居住環境を形成します。 

 

 

⑤南部交流ゾーン 新市の南部に位置する半島部と島しょ部を「南部交流ゾーン」として

設定します。 この地域では、瀬戸内海国立公園に指定された美しく豊かな海を保全

しつつ、水産 

業の振興を図るとともに、海辺を活用したスポーツ・レクリエーション機能の強化な 

ど、美しい海と豊かな自然を生かした地域づくりを進めます。また、美しい海を望む 

ゆとりある居住環境の形成やリゾート型住宅地の整備等を促進し、定住人口と交流人 

口の増大を図ります。 

 

 

（３）都市軸の形成 

県内市町村をはじめ広島都市圏や松山都市圏等との交流・連携を一層推進するため、 

都市軸の中心となる交通基盤の整備を促進します。また、新市の一体的な発展と市内 

移動の円滑化を図るため、道路・交通網の整備を進めます。 
 
 

種  別 名  称 役 割 
 

 
 
 
 
主  軸 

東部軸 柳井と大畠を通過し、岩国市・広島市方面を結ぶ軸であり、国道１８８号とＪＲ山 

陽本線が該当する。 

西部軸 柳井と田布施町を通過し、熊毛ＩＣ方面を結ぶ軸であり、主要地方道光柳井線、Ｊ 

Ｒ山陽本線が該当する。 

南部軸 柳井と伊保庄を通過し上関町を結ぶ軸であり、主要地方道柳井上関線が該当す 

る。 

北部軸 柳井と玖珂ＩＣを結ぶ軸であり、主要地方道柳井玖珂線及び計画中の地域高規 

格道路（仮称）柳井玖珂道路が該当する。 

南西軸 柳井と平生町を通過し、光市方面を結ぶ軸であり、国道１８８号が該当する。 

北西軸 大畠と玖珂ＩＣを結ぶ軸であり、国道４３７号が該当する。 

 
補助軸 

柳井と黒杭を通過し周東町を結ぶ軸であり、主要地方道柳井周東線が該当する。 

柳井と日積を通過し由宇町を結ぶ軸であり、一般県道道柳井由宇線が該当する。 

大畠と日積を通過し伊陸において主要地方道柳井玖珂線を結ぶ一般県道伊陸大畠港線が 

該当する。 

港  湾 柳井・松山・別府航路が就航している柳井港が該当する。 
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第４  新市の主要施策 
 

 
 
 

１ 豊かな人間性をはぐくみ、人が輝く社会の形成 

（１）未来を拓く子どもたちの育成 

〇就学前教育の充実 

人間形成の基礎を培う極めて重要な時期に当たる幼児期において、子どもたちの自 

立への歩みを促進し、社会への適応力と豊かな心を育てるため、家庭や地域と連携し 

て就学前教育の充実を図ります。 

〇義務教育の充実 

義務教育においては、自ら学ぶ意欲と基礎的学力の定着を図るとともに、学校ごと 

に創意工夫を凝らした教育活動を行うなど、特色ある学校づくりを進め、豊かな心と 

たくましく生きる力を持つ児童、生徒を育成します。また、学校規模の適正化や学校 

施設等の計画的な整備を推進し、安全で機能的な教育環境の確保に努めます。 

〇高等学校教育の充実 

高等学校教育については、義務教育で培った学力や能力をさらに伸ばすことができ 

るよう、生徒の適性を生かす指導と時代の変化に対応した教育活動の展開、学校施設 

等の整備・充実を促進します。また、私立学校の担う役割の重要性を踏まえ、国・県 

を補完する立場から、私学助成の充実に努めるなど私立学校の振興を図ります。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

就学前教育の充実 ・就園奨励事業の推進 

・私立幼稚園の運営に対する助成 

新市 

新市 

義務教育の充実 ・少人数指導やチーム・ティーチング（複数の教師による授 

業）の拡充 

・不登校児・生徒の指導体制の強化と適応指導教室の充実 

・国際理解、情報、環境、健康、郷土等に関する教育の充実 

・自然体験活動、福祉・ボランティア活動、職場体験等の充実 

・特色ある学校づくりの推進 

・地域に開かれた学校づくりの推進 

・小・中学校施設等の計画的な整備充実 

・学校規模の適正化と通学区域の検討 

・就学援助事業の推進 

・通学用交通安全用具補助制度の拡充 

新市 

 
新 市 
新 市 
新 市 
新 市 
新 市 
新 市 
新 市 
新 市 
新市 

高等学校教育の充実 ・魅力のある県立高等学校づくりの推進 

・私学の運営に対する助成 

県 

新市等 
 
 

（２）生涯にわたり学べる社会の実現 

〇生涯学習の基盤づくり 

生涯学習社会の実現に向け、推進体制の強化を図るとともに、多様で魅力ある学習 

機会の提供に努めます。また、地域に潜在している人材の発掘や自主活動グループの 

育成・支援を行い、指導者の確保・養成と学習活動の充実を図ります。 

〇生涯学習施設等の整備・充実 

いつでも、どこでも、誰でも学習することができる機会と場を提供するため、既存 
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施設の有効利用を図りつつ、図書館や公民館等の生涯学習施設の整備・充実を進めま 

す。また、関係機関相互のネットワーク化を進め、施設や学習資源の有効活用を図り、 

市民の生涯学習活動を総合的に支援します。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

生涯学習の基盤づく 

り 

・生涯学習推進体制の強化・充実 

・市民の多様なニーズの応じた学習機会の提供 

・学習講座等の充実 

・生涯学習情報提供システムの整備充実 

・生涯学習を推進するリーダーや団体の育成・支援 

・「ふるさと博士」の拡充による生涯学習の推進 

新市 

新市 

新市 

新市 

新市等 

新市・民間 

生涯学習施設等の整 

備・充実 

・放送大学センター外視聴施設の整備に関する調査研究 

・図書館の整備充実 

・図書館ネットワークシステムの整備 

・公民館等の整備充実 

・学校施設の地域開放と整備充実 

新市等 

新市 

新市 

新市 

新市 
 
 

（３）芸術・文化の振興 

〇芸術・文化活動の推進 

市民の自主的な芸術・文化活動に対する支援や魅力的な芸術・文化イベントの開催 

など、市民が日常的に芸術・文化に親しめる環境づくりを進めます。また、市民の文 

化等に対する関心を高めるため、各種文化講座等の開催や芸術・文化に関する情報提 

供に努めます。 

〇文化施設の整備・充実と有効活用 

市民の自由で活発な芸術・文化活動を支援するため、創作、発表、鑑賞、交流の場 

として、文化施設の整備・充実と機能強化を図ります。また、市民の参画を得た親し 

みやすく、利用しやすい施設運営を行います。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

芸術・文化活動の推 

進 

・芸術・文化活動団体等の育成・支援 

・優れた芸術・文化の鑑賞機会の提供 

・各種文化講座・講演会の開催 

・芸術・文化に関する情報提供 

新市等 

新市等 

新市等 

新市等 

文化施設の整備・充 

実と有効活用 

・文化施設の建設 

・既存文化施設の整備充実（サンビームやない等） 

・市民参画による親しみやすく、利用しやすい施設運営の推進 

新市 

新市 

新市・民間 
 
 

（４）スポーツ・レクリエーションの振興 

〇多様なスポーツ・レクリエーション活動の振興 

誰もが気軽にスポーツ・レクリエーション活動に親しめるよう、地域スポーツクラ 

ブの育成や、ニュースポーツをはじめとした生活スポーツの普及、スポーツ情報の提 

供などに努めます。また、競技選手の競技力の向上を図り、競技スポーツの振興に努 

めます。 

〇スポーツ・レクリエーション施設等の整備・充実 

多様化・高度化する市民のスポーツニーズに応えるため、各種スポーツ施設の整備・ 
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改善を進めるとともに、学校体育施設の開放や用具等の充実を図ります。 
 

 
主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

多様なスポーツ・レ 

クリエーション活動 

の振興 

・指導者の確保・育成 

・地域スポーツクラブの育成・支援 

・生活スポーツ、レクリエーション活動の普及 

・競技選手の競技力の向上 

・各種競技会の開催・誘致 

新市等 

新市等 

新市等 

新市等 

新市等 

スポーツ・レクリエ 

ーション施設等の整 

備・充実 

・柳井ウェルネスパークの整備促進 

・武道館の建設 

・スポーツ施設の整備 

・既存スポーツ施設の整備充実 

・学校体育施設の地域開放と整備充実 

県 

新市 

新市 

新市 

新市 
 
 

（５）地域文化の継承と活用 

〇伝統文化等の保存・継承 

地域固有の文化を後世に伝え、地域のまちづくりにつなげていくことができるよう、 

地域文化の掘り起こしや伝統芸能等の保存・継承に努めます。 

〇文化財の保護と活用 

貴重な文化財や歴史的資産等を後世に継承していくため、市民の十分な理解と協力 

を得ながら、文化財の保存・保護に努めるとともに、これらを生かしたまちづくりを 

積極的に推進します。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

伝統文化等の保存・ 

継承 

・伝統芸能、伝統工芸、民芸品、祭り等の保存・伝承 

・郷土史研究の推進 

・デジタル・アーカイブ（地域の有形・無形文化財等をデジタ 

ル情報として保存・継承）の推進 

新市・民間 

新市・民間 

新市 

文化財の保護と活用 ・月性展示館の周辺整備 

・既存歴史資料館等の整備充実 

・古市金屋地区伝統的建造物群保存地区の保存、整備、活用 

・国・県・市指定文化財・史跡等の保存、活用 

・文化財等の調査・指定、保存 

新市 

新市 

新市等 

新市等 

新市等 
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２ 地域に誇りを持ち、共に歩む社会の形成 

（１）人権が尊重された社会の形成 

〇人権教育・啓発活動の推進 

すべての市民が人権尊重についての認識を深めることができるよう、社会教育や学 

校教育において人権教育を推進するとともに、総合的かつ効果的な啓発活動の展開を 

図ります。 

〇相談・推進体制の充実 

市民の人権が守られ、一人ひとりが個性を持った人間としてその尊厳が重んじられ 

るよう、人権に関する悩みや不安を持つ市民に対する相談体制等の充実を図り、人権 

が尊重された社会の実現に努めます。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

人権教育・啓発活動 

の推進 

・学校における人権教育の推進 

・啓発活動の推進 

・人権に関する各種研修会や講演会の開催 

・地域や職場における自主的な学習・交流活動の支援 

新市等 

新市等 

新市等 

新市等 

相談・推進体制の充 

実 

・相談体制の充実 

・研修資料・機材の整備充実 

・隣保館事業の推進 

新市等 

新市 

新市 
 

 

（２）男女共同参画社会の形成 

〇男女平等意識の形成 

男女の固定的な役割分担意識を解消するための啓発・学習活動を推進するとともに、 

男女共同参画に取り組む団体等の活動を支援します。また、配偶者に対する暴力（Ｄ 

Ｖ）や女性に対するあらゆる形態の暴力の根絶に向けた啓発を行うとともに、相談体 

制の充実を図ります。 

〇あらゆる分野への男女共同参画の促進 

男女が社会のあらゆる分野に等しく参画し、女性がその能力を十分に発揮できるよ 

う、就業環境の整備や職業生活と家庭生活を両立できるための社会的支援の充実等に 

努めます。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

男女平等意識の形成 ・新たな男女共同参画基本計画の策定 

・男女共同参画推進本部の設置 

・男女共同参画推進協議会の設置 

・教育・学習・啓発活動の強化 

・相談体制の充実 

・女性団体の育成・支援 

新市 

新市 

新市 

新市等 

新市 

新市等 

あらゆる分野への男 

女共同参画の促進 

・地域活動、政策決定過程（審議会）等への女性の参画の促進 

・職業生活と家庭生活の両立支援（保育事業の充実、ファミリ 

ーサポートセンター機能の拡充等） 

・男女雇用機会均等法の周知 

・女性の職域拡大と就業環境の整備 

・女性の職業能力の開発と職業意識の向上 

・自営業等における女性の経営への参画の促進 

新市等 

新市等 

 

新市等  

新市・民間 
新市・民間 
新市・民間 
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（３）市民活動の促進 

〇市民活動の支援 

市民の主体的なまちづくり活動やボランティア活動などの拠点として市民活動支援 

センターの整備を進め、これらの活動が身近で継続的な活動として広がり、定着する 

よう、側面的に支援する体制づくりを進めます。 

〇協働によるまちづくりの推進 

市民、企業、行政がそれぞれの責任を自覚し役割を担いながらまちづくりを進めて 

いけるよう、地域福祉、環境保全、観光・交流、芸術・文化などあらゆる分野で、地 

域における協働の取組みを進めます。また、新市の地域づくりに住民の意向を反映し、 

住民と行政との協働を基調とした地域づくりを推進するため、旧市町単位に「地域審 

議会」を設置します。 

 

 
主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

市民活動の支援 ・市民活動に関する啓発活動の強化 

・市民活動を推進する人材の育成・支援 

・市民活動団体（ボランティア団体、ＮＰＯ団体、まちづくり 

団体等）の育成・支援 

・市民活動団体のネットワーク化と交流の促進 

・情報の収集・提供、相談体制の充実 

・市民活動支援センターの整備 

新市 

新市等 

新市等 

 
新市・民間 
新市 新市 

協働によるまちづく 

りの推進 

・地域審議会の設置 

・市民に分かりやすい行政情報の提供と情報公開の推進 

・政策形成過程における市民意見の反映（パブリックコメント 

制度の導入、ワークショップの開催等） 

・各種審議会等への市民参加の促進 

・地域通貨の普及 

・企業等による社会貢献活動の推進 

新市 

新市 

新市 

 
新市 新市・
民間 新市・

民間 

 
 

（４）コミュニティ活動の促進 

〇コミュニティ活動の支援 

住民が地域に対して愛着と連帯意識を持ち、地域の課題に積極的に取り組んでいけ 

るよう、コミュニティ組織の育成や人材の養成などに努め、住民が自主的・自立的に 

活動できる環境づくりを進めます。 

〇コミュニティ施設の整備・充実 

コミュニティ活動の拠点となる公民館等の社会教育施設の整備・充実を進めるとと 

もに、コミュニティづくりの基礎的活動の場となる自治会集会所等の整備を促進しま 

す。また、公営住宅の建設や住宅団地の開発に合わせて、コミュニティ活動の活性化 

につながる集会所等の整備を促進します。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

コミュニティ活動の 

支援 

・コミュニティづくりを推進する人材の確保・育成 

・住民自治組織（自治会、各地区コミュニティ協議会等）の育 

成・支援 

・自治会活動に対する支援 

・地域の特性を生かしたイベント、祭り、伝統文化等の保存・ 

継承活動、共同作業等の支援 

新市・民間 

新市等 

 
新市  

新市等 
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コミュニティ施設の 
整備・充実 

・公民館等の整備充実[再掲] 

・自治会集会所等の整備に対する助成 

・公営住宅、住宅団地等における集会所等の整備促進 

・学校施設等の地域開放の推進［再掲］ 

新市  

新市  

新市等 

 新市 
 
 

（５）地域内交流の促進 

〇地域内交流の促進 

各地域で行われていたイベント等の参加範囲の拡大やそれぞれの地域資源を生かし 

た交流施策を展開し、新市全体の交流の活発化と一体感の醸成を図ります。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

地域内交流の促進 ・市民主導型の合併記念イベントの開催 

・記念行事（成人式等）の統一開催 

・市民参加型のイベントや祭りの開催・拡充 

・広域的なスポーツイベントの開催 

新市・民間 

新市 

新市・民間 

新市・民間 
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３ 誰もが安心して暮らせる社会の形成 

（１）保健・医療・福祉サービスの総合的な提供 

〇総合的なサービス提供体制の整備 

多様で充実した保健・医療・福祉サービスの提供を図るため、人材の養成や民間事 

業者の育成などに努めます。また、関係機関との連携を強化し、官民一体となったき 

め細かなサービス提供体制の整備を進めます。 

〇地域福祉活動の推進 

互いに支えあうぬくもりのある地域社会を形成していくため、社会福祉協議会をは 

じめとする福祉団体や民生委員・児童委員、ボランティア等との連携を図りながら、 

市民総参加の地域福祉活動を展開します。 

〇バリアフリー化の推進 

介護や支援が必要になっても、可能な限り住み慣れた自宅や地域で生活を続けられ 

るよう、ユニバーサルデザインを取り入れるなど、すべて人に快適で利便性の高いま 

ちづくりを進めます。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

総合的なサービス提 

供体制の整備 

・社会福祉施設や社会福祉団体、医療機関、民間事業者等との 

連絡・連携体制の強化 

・保健・医療・福祉サービスに関する情報提供の充実と相談体 

制の強化 

・保健・医療・福祉に携わる人材の確保と資質の向上 

・民間事業者や福祉活動を行うＮＰＯ等の育成・支援 

・既存福祉センター等の改修・整備 

新市等 

新市等 

新市等 

新市等 

新市 

地域福祉活動の推進 ・新たな地域福祉計画の策定 

・社会福祉協議会の体制強化、支援 

・民生委員・児童委員等による訪問活動の充実 

・市民総参加の福祉の輪づくり運動の推進 

・ボランティアコーディネーター・アドバイザー等の養成 

・ボランティア等民間活動団体の育成・支援 

・学校等における福祉教育の充実 

新市 

新市等 

新市等 

新市等 

新市・民間 

新市等 

新市等 

バリアフリー化の推 

進 

・道路、公共施設、公共交通機関等におけるバリアフリー化 

（段差の解消、エレベーターの設置等）の推進 

・高齢者や障害者の住宅改修への支援 

・民間建築物のバリアフリー化の促進 

・交通弱者に配慮した交通公共機関の整備充実 

新市等 

 
新市等 

 新市・民間 

 新市・民間 
 
 

（２）健康づくり、保健サービスの充実 

〇健康づくりの推進 

すべての市民が疾病の未然防止と早期発見に心がけ、長い人生を健やかに暮らして 

いけるよう、健康づくりに関する正しい知識の普及・啓発や健康づくりを支援する環 

境整備、保健サービスの充実等を進め、市民の主体的な参画を基本とした生涯にわた 

る心と体の健康づくりを推進します。 

〇感染予防の推進 

結核等の感染症の発生を防止するため、関係機関との連携を強化し、予防接種の実 

施など防疫対策の充実を図ります。また、新興感染症等の発生情報の伝達体制を強化 
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するなど、健康被害の未然防止に努めるとともに、発生した感染症等には的確に対応 

し、被害の拡大防止に万全を期します。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

健康づくりの推進 ・健康づくりに関する普及・啓発活動の推進 

・学校、職場、地域における健康教育・指導の推進 

・栄養指導等による生活習慣病等予防活動の推進 

・健康づくり推進団体の育成・支援 

・健康増進施設の整備（柳井ウェルネスパーク等） 

・健康診査（成人、婦人、妊婦、乳幼児等）の充実 

・歯科保健の充実 

・精神保健対策の充実 

・健康相談、機能訓練、訪問指導等の充実 

新市等 

新市等 

新市等 

新市等 

県・新市 

新市 

新市 

新市・県 

新市 

感染予防の推進 ・感染症、結核予防の推進 

・感染症発生情報の伝達体制の強化 

・健康危機管理体制の充実 

新市等 

新市等 

新市等 
 
 

（３）医療サービスの充実 

〇地域医療体制の充実 

市民が病状に応じて適切な医療が受けられるよう、各医療機関の機能に応じた役割 

分担と相互連携の促進、「かかりつけ医」の普及、離島医療の充実、保健・福祉との連 

携強化などに努め、地域医療サービスの充実を図ります。 

〇救急医療体制の確立 

急病患者や入院、手術等が必要な重症救急患者の医療を確保するため、日常、休日・ 

夜間における救急医療体制の整備・充実を図ります。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

地域医療体制の充実 ・各医療機関相互の連携強化 

・医師会、歯科医師会、医療機関、保健・福祉施設等との連携 

強化 

・「かかりつけ医」の普及 

・離島医療（医師等の確保、診療機器等の充実等）の充実 

・医療情報システムに関する調査研究 

新市等 

新市等 

 
新市・民間 

 新市  

新市等 

救急医療体制の確立 ・休日夜間診療所の整備 

・救急救命士の養成 

・高規格救急自動車の配備（救急業務高度化推進事業） 

・２次救急医療体制の確保 

・広域的連携による３次救急医療体制の確保 

・災害時救急医療体制の整備 

新市 

消防 

県・消防 

新市等 

新市等 

新市等 
 
 

（４）高齢者福祉の充実 

〇要援護高齢者対策の充実 

介護を必要とする高齢者が本人に最も適したサービスを選択・利用できるよう、保 

健・福祉・介護サービスの量的拡大と質的向上に努めるとともに、保健・医療・福祉 

の一層の連携によるコーディネート機能の強化を図ります。また、痴呆性高齢者等を 

対象とした成年後見制度の適切な運用を図るなど、高齢者の権利擁護に向けた幅広い 

取組みを推進します。 
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〇生涯現役社会づくりの促進 

高齢者が豊かな知識と経験を持った社会の一員として尊重され、生きがいのある生 

活を送ることができるよう、就業機会の確保に努めるとともに、経験と能力を生かし 

た社会参加や生涯学習など生きがい対策の充実を図ります。 

 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

要援護高齢者対策の 

充実 

・介護・福祉サービスに係る情報提供の充実 

・相談体制の充実強化 

・保健・医療・福祉の連携によるコーディネート機能の強化 

・生活支援サービス（外出・寝具類洗濯乾燥・ホームヘルプ・ 

訪問理美容サービス等）の充実 

・介護予防サービス（デイサービス・ショートステイ・配食サ 

ービス等）の充実 

・緊急通報体制整備事業の推進 

・高齢者福祉タクシー利用助成制度の拡充 

・家族介護支援制度（介護用品支給事業、家族介護慰労事業） 

の拡充 

・施術費助成事業（はり・きゅう）の拡充 

・高齢者保健福祉施設等の整備 

・成年後見制度の普及啓発と適正な運用 

新市等 

新市等 

新市等 

新市 

新市 

新市 

新市 

新市 

 
新市  

新市・民間 

 新市等 

生涯現役社会づくり 

の促進 

・シルバー人材センター事業の拡充 

・コミュニティ活動、ボランティア活動等の社会参加の促進 

・老人クラブの育成・支援 

・多世代交流の促進 

・生涯学習活動等への参加促進 

・敬老事業の推進 

・老人憩いの家、老人福祉センター等の整備充実 

新市等 

新市等 

新市等 

新市・民間 

新市・民間 

新市等 

新市 
 
 

（５）障害者福祉の充実 

〇福祉サービスの充実 

障害者の自立生活を支援するため、療育支援など福祉サービスの充実を図るととも 

に、利用者自らがサービスを選択、利用する支援費制度への移行に対応したサービス 

提供体制の整備を進めます。 

〇自立と社会参加の促進 

障害のある人もない人も、すべての人が共に暮らせる地域社会を形成するため、障 

害や障害者についての正しい理解を深める教育や啓発などの取組みを進めます。また、 

障害者の社会参加活動や雇用対策の充実、福祉的就労の場の確保等に努め、障害者の 

自立を促進します。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

福祉サービスの充実 ・居宅介護等支援サービス（日常生活用具等の給付、ホームヘ 

ルプ・ショートステイ・デイサービス等）の充実 

・障害者福祉タクシー利用助成制度の拡充 

・特別児童福祉手当等の拡充 

・福祉医療制度（重度心身障害者医療費助成制度、更生医療等） 

の利用促進 

・障害児保育等の充実 

・通所施設等における障害児の発達促進 

・障害者福祉施設の整備充実の促進 

・相談体制の充実強化 

新市 

 
新市 

新市 

新市 
 

新市等  

新市・民間  

新市等  

新市等 
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自立と社会参加の促 
進 

・福祉教育の推進 

・広報・啓発活動の充実 

・障害者団体の育成・支援 

・障害者の社会参加の促進 

・スポーツ・レクリエーション活動への参加促進 

・障害者の雇用の促進 

・障害者福祉作業所の整備 

新市等 

 新市等  

新市等  

新市等  

新市等  

新市等  
新市 

 
 

（６）児童福祉の充実 

〇子育て支援体制の整備・充実 

子どもたちを安心して生み育てられる環境づくりを進めるため、多様な保育ニーズ 

に応じた保育の充実をはじめ、子育てに関する各種情報の提供、児童クラブの充実、 

ファミリーサポートセンター機能の拡充など、子育て支援体制の整備に努めます。 

〇子育て環境の整備 

育児休業制度の普及や子育てへの男性の積極的な参加の促進、子どもたちの遊びの 

場の確保など、子育てを地域全体でやさしく支えるまちづくりを推進します。また、 

子どもたちの社会性の育成と人格の形成に向けて、青少年育成団体との連携を図りな 

がら、青少年を取り巻く社会の健全な環境づくりを進めます。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

子育て支援体制の整 

備・充実 

・子育てに関する情報提供と相談体制の充実 

・子育て支援センターの機能強化 

・保育サービス（障害児、延長、一時、乳児、休日保育、保育 

料負担の軽減等）の充実 

・公立保育所の整備充実 

・私立保育所の整備・運営に対する助成 

・児童クラブの拡充と施設の整備充実 

・ファミリーサポートセンター機能の拡充 

・ひとり親家庭への支援の充実 

・福祉医療制度（乳幼児・母子家庭医療費助成制度）の利用促進 

・地域や児童相談所との連携強化による児童虐待の根絶 

新市等 

新市・民間 

新市・民間 

 

新市  
新市  
新市  
新市  

新市等 

 新市  

新市等 

子育て環境の整備 ・育児休業制度の普及 

・家庭や子育てについての意識啓発活動の推進 

・母親クラブ、子ども会、ＰＴＡ等の育成・支援 

・児童館、児童公園等の整備充実 

・青少年健全育成の推進 

新市等 

新市等 

新市等 

新市 

新市等 
 
 

（７）母子・父子福祉の充実 

〇相談・指導体制の充実 

母子家庭、父子家庭、寡婦の生活の安定と、ひとり親家庭の子どもたちの健全育成 

を図るため、関係機関との連携を強化し、相談・指導体制の充実に努めます。また、 

母子家庭等の相互交流や社会参加を促進するため、母子寡婦福祉団体の育成・支援に 

努めます。 

〇自立支援対策の充実 

児童扶養手当や母子家庭医療費助成制度の利用促進、貸付制度の活用、職業訓練、 

就労相談の充実などにより、母子家庭や寡婦等の経済的自立を支援します。 
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主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

相談・指導体制の充 

実 

・相談・指導業務の充実 

・母子寡婦福祉団体の育成・支援 

新市等 

新市等 

自立支援対策の充実 ・児童扶養手当の利用促進 

・福祉医療制度（母子家庭医療費助成制度）の利用促進 

・職業訓練や就業相談による就業の促進 

新市 

新市 

新市等 
 
 

（８）生活保障の確保 

〇生活の安定確保 

低所得者の生活の安定を図り、自立した生活を送ることができるよう、民生委員や 

関係機関などとの緊密な連携のもと、相談・指導体制の充実に努めるとともに、生活 

保護制度の適正な運営を図ります。 

〇自立の助長 

被保護者の自立を助長するため、公共職業安定所などとの連携を図りながら、就労 

可能な人々の就労を促進します。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

生活の安定確保 ・民生委員等との連携強化による相談・指導体制の充実 

・生活保護制度の適正な運営 

新市 

新市 

自立の助長 ・関係機関等との連携による就労促進 新市等 
 
 

（９）社会保障制度の普及促進 

〇国民健康保険の適正な運営 

国民健康保険の安定的な運営を図るため、収納率の向上や医療費の適正化に努める 

とともに、保健部門との連携を強化し、保健事業を充実するなど被保険者の健康づく 

りを積極的に推進します。 

〇国民年金の普及・啓発 

広報活動、年金相談などを通じて国民年金制度に対する市民の理解と信頼を深め、 

制度の普及と加入の促進に努めます。 

〇介護保険の適正な運営 

介護保険制度の円滑な運営を図るため、各種情報提供や啓発活動を展開するととも 

に、相談体制の充実に努めます。また、健全な財政基盤を確立するため、保険料の適 

正化と収納体制の強化を図ります。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

国民健康保険の適正 

な運営 

・保健事業（人間ドック等）の充実 

・医療費適正化の推進 

・保険財政基盤の安定と強化 

新市 

新市 

新市 

国民年金の普及・啓 

発 

・年金相談等の充実 

・年金制度に対する正しい理解と信頼を深めるための広報・啓 

発活動の推進 

・適用漏れの解消と任意加入の促進 

新市・国 

新市・国 
 

新市・国 

介護保険の適正な運 

営 

・情報提供活動や啓発活動等の推進 

・相談体制の充実 

・認定審査の適正化 

・保険財政基盤の安定と強化 

新市等 

新市等 

新市 

新市 
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（10）勤労者福祉の充実 

〇雇用の確保と就業機会の拡大 

公共職業安定所などの関係機関との連携を図りながら、職業相談の充実や就労支援 

情報の積極的な提供に努めます。また、勤労者が産業の高度化や職務の多様化に対応 

できるよう、職業訓練や各種研修等の充実を図り、職業能力の開発を支援します。 

〇労働環境の向上 

すべての勤労者が安心して働くことができるよう、労働安全衛生対策をはじめとす 

る労働条件の改善や福利厚生の充実、女性の労働環境の向上などに努めます。また、 

勤労者が職業生活と家庭生活を両立できるよう、ファミリーサポートセンター機能の 

拡充や育児・介護休業制度の普及・啓発に努めます。 

 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

雇用の確保と就業機 

会の拡大 

・職業相談の充実と就業情報の提供 

・職業訓練や各種研修等の充実による職業能力の開発支援 

・女性や高齢者、障害者の雇用の促進 

・男女雇用機会均等法の普及啓発 

新市等 

新市等 

新市等 

新市等 

労働環境の向上 ・労働安全衛生対策の普及啓発 

・労働福祉金融制度の普及・充実 

・ファミリーサポートセンター機能の拡充［再掲］ 

・育児・介護休業制度の普及啓発 

・勤労者福祉施設等の整備充実 

新市等 

新市・民間 

新市 

新市等 

新市 
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４ 環境と共生する安全で快適なまちの実現 

（１）環境対策の総合的な推進  

〇環境の保全に関する総合的な施策の推進 

環境問題は、国境や世代を越えて影響を及ぼす人類共通の課題であるとの認識のも 

と、環境基本計画に基づき、環境の保全、回復、創造に関する施策を総合的かつ計画 

的に推進します。また、市民に対して環境に関する分かりやすい情報を提供するため、 

調査研究体制等の強化を図ります。 

〇環境保全活動の促進 

市民や事業者が人と環境との関わりについて理解と認識を深め、生活様式や事業活 

動を見直し、環境を保全する活動を自ら進んで行うことができるよう、啓発活動の強 

化や多様な学習機会の提供、環境保全活動に対する支援等に努めます。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

環境の保全に関する 

総合的な施策の推進 

・新たな環境基本計画の策定 

・新たな環境審議会の設置 

・調査研究、監視体制の強化 

新市 

新市 

新市 

環境保全活動の促進 ・環境情報の提供と啓発活動の強化 

・環境教育、学習活動の充実 

・ハウス１４００１事業の推進 

・環境保全活動を推進する人材や団体の育成・支援 

新市等 

新市等 

新市等 

新市等 
 
 

（２）循環型社会の形成 

〇資源・エネルギーの有効利用 

将来にわたって持続的に発展していくことができる環境にやさしい循環型社会を形 

成するため、省資源・省エネルギー対策の推進や新エネルギーの導入など、市民、事 

業者、行政が一体となった取組みを進めます。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

資源・エネルギーの 

有効利用 

・太陽光発電システム等自然エネルギーの利用促進 

・森林バイオマスエネルギーの活用（フラワーランドにおける 

ペレット燃料を利用した小規模分散型熱供給システムの整備） 

・省燃費公用車の導入 

・リサイクルセンター整備に関する調査研究 

・ごみの減量化、資源化、再利用の推進 

新市等 

県 

 
新市  

新市  

新市等 

 
 

（３）自然環境の保全と活用 

〇豊かな自然環境の保全・回復 

恵まれた自然環境や多様な生物の生息環境の保全・回復に努めるとともに、森林、 

農地、河川、海洋などが持つ公益的機能の増進を図ります。また、自然公園、緑地環 

境保全地域、自然記念物などの優れた自然環境の適正な保全・管理に努めます。 

〇自然とふれあえる環境づくり 

自然に親しむ活動や学習機会の提供などにより、自然保護思想の普及啓発を図ると 

ともに、市民参加による自然保護活動を促進します。また、自然環境に配慮した親水 
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公園、護岸等の整備を進め、市民が自然とふれあえる機会や場の充実を図ります。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

豊かな自然環境の保 

全・回復 

・森林の公益的機能の増進（保安林の指定、造林・間伐の実施、 

針広混交林への転換等） 

・農地の保全 

・環境保全型農業の推進 

・自然海岸や干潟の保全 

・瀬戸内海国立公園、自然記念物等の保全と適正な管理の推進 
 

・希少動植物等の保護 

新市等 

 
新市・民間 

新市・民間  

新市等  

国・県  
新市  

新市等 

自然とふれあえる環 

境づくり 

・自然保護思想の普及啓発 

・植樹祭や自然観察会等の開催 

・ふるさとの森創生事業の推進 

・休耕田、里山、学校、公園等を活用した自然とのふれあいの 

場の確保、整備 

・自然環境に配慮した親水公園や護岸等の整備 

新市等 

新市 

新市 

新市 
 

新市・県等 

 
 

（４）生活環境対策の推進 

〇廃棄物の減量とリサイクル等の推進 

ごみ問題について市民、事業者の認識を深めるとともに、ごみとして排出される以 

前の段階で、市民、事業者の自主的な取組みを促し、ごみの発生、排出を抑制します。 

排出されたごみについては、資源化やリサイクルを促進するなど、廃棄物の適正処理 

に努めます。また、し尿の適正処理を進めます。 

〇公害防止対策の推進 

快適な生活環境を保つため、大気汚染や水質汚濁、悪臭、近隣騒音等の公害防止対 

策を推進します。また、有害化学物質による健康被害を未然に防止するため、有害化 

学物質対策の強化を図ります。 

〇生活衛生・環境美化対策等の推進 

食品や住宅などの良好な生活衛生環境を確保するとともに、市民の環境美化意識の 

高揚を促進し、山や河川、海岸、海、市街地などの環境の美化を図ります。また、墓 

地については、市民の需要に応じてその確保に努めます。斎場については、施設の適 

切な維持・管理に努めます。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

廃棄物の減量とリサ 

イクル等の推進 

・新たな一般廃棄物処理計画の策定 

・ごみの減量化に向けた普及啓発活動の推進 

・一般廃棄物分別、再資源化、収集体制の整備充実 

・生ごみ処理容器購入助成事業の推進 

・資源ごみ回収奨励事業の推進 

・リサイクルセンター整備に関する調査研究［再掲］ 

・ごみ焼却施設更新事業（周東環境衛生組合） 

・し尿処理施設更新事業（周東環境衛生組合） 

・産業廃棄物の適正処理の促進 

・建設残土等の適正処理の促進 

新市 

新市等 

新市 

新市 

新市 

新市 

組合 

組合 

新市等 

新市 

公害防止対策の推進 ・調査、監視、指導体制の強化 

・有害化学物質対策の強化 

・相談、苦情処理体制の充実 

・公害防止協定等の締結 

新市等 

新市等 

新市 

新市等 
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生活衛生・環境美化 
対策等の推進 

・生活衛生対策（食品、住宅、下水溝等）の推進 

・動物愛護思想と犬、猫等飼育マナーの普及啓発 

・狂犬病予防、野犬対策等の推進 

・公共トイレ等の維持、管理の推進 

・環境美化意識の啓発 

・環境美化運動の促進 

・墓地等の整備 

・斎場施設の適正な維持管理の推進 

新市等 

新市等  

新市  

新市  

新市 

新市・民間 

新市 

新市 
 
 

（５）市道・都市計画道路等の整備 

〇市道・橋りょう等の整備 

市道等の生活道路については、周辺の幹線道路の整備状況や市街化の状況等を考慮 

しながら、道路の新設や狭あい道路の解消を図るなど、計画的な整備を進めます。ま 

た、公共性の高い里道等については、市道認定基準に基づき、市道へ編入し、既存市 

道と一体的に整備します。 

〇都市計画道路の整備 

市街地内の交通の円滑化と市街地へのアクセス機能の向上を図るため、計画的かつ 

効率的に都市計画道路の整備を進めます。また、個性的で魅力のある都市空間の形成 

を誘導する道路整備を推進します。 

〇安全で快適な道路環境の整備 

高齢者や障害者などをはじめとする歩行者の安全の確保と快適性の向上を図るため、 

歩道の段差解消、点字ブロック設置などのバリアフリー化や、交通安全施設の整備、 道

路の緑化、電線類の地中化などを進めます。また、歴史的町並みや優れた景観を有 する

地区では、その景観に配慮した道路整備を進めます。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

市道・橋りょう等の 

整備 

・市道の維持、改良、整備 

後地末広線、東土穂石広瀬中嶋線、小田浜２号線、中村水 

越線、（仮称）新大屋線、串晩定線、上り尾水無線、上原 

大久保線など 

・生活道路等の維持、改良、整備 

・橋りょう等の維持、改良、整備 

新市 
 
 

 
新市 
新市 

都市計画道路の整備 ・都市計画道路の整備 

柳井地区都市計画道路（県）後地和田線など 

新市・県 

安全で快適な道路環 

境の整備 

・歩道等の整備 

・歩道等のバリアフリー化の推進[再掲] 

・交通安全施設の整備 

・道路緑化の推進 

・電線類の地中化の推進 

・看板類、商品等の不法占有物の排除 

・放置自転車、放置車両等の撤去 

・案内標識等の整備 

新市・県等 

新市・県等 

新市・県等 

新市・県等 

新市等 

新市 

新市 

新市等 
 
 

（６）市民交通システムの確立 

〇バス路線の維持・充実 

高齢者をはじめとする交通弱者に不可欠な公共交通機関となっているバス路線を維 

持するため、バス事業者に対する助成措置を継続するとともに、路線網の見直し等を 
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進め、運行サービスの改善を図ります。また、多様な利用形態を持つコミュニティバ 

スの導入について調査研究を行います。 

〇離島航路の確保 

島民の日常生活に欠かせない離島航路については、乗客の安全の確保と快適性の向 

上を図るため、定期船の維持管理や安全運航の徹底、渡航施設等の整備・充実に努め 

ます。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

バス路線の維持・充 

実 

・生活バス路線の維持、確保 

・バス路線見直しに関する調査研究 

・コミュニティバス導入に関する調査研究 

新市・民間 

新市 

新市 

離島航路の確保 ・平郡航路の維持、運行 

・渡航施設の整備充実 

新市・民間 

新市 
 
 

（７）上水道の整備 

〇上水道等の整備 

市民に安全で良質な上水を供給するため、水道施設の整備・充実や水質管理体制の 

強化に努めるとともに、水道未普及区域の解消を図ります。また、長期的な水需要の 

見通しに基づき、水資源の適正利用に努め、上水の安定供給を確保します。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

上水道等の整備 ・上水道拡張事業（水道未普及区域の解消）の推進 

・配水管整備事業の推進 

・老朽管、石綿セメント管等の更新 

・水道メーター維持管理 

・簡易水道整備事業の推進 

新市 

新市 

新市 

新市 

新市 
 
 

（８）下水対策の推進 

〇下水道等の整備 

快適な生活環境の確保と河川等の公共用水域の水質を保全するため、公共下水道計 

画区域における下水道整備を積極的に推進します。また、計画区域外においては、農 

業集落排水事業の推進や合併処理浄化槽の普及など、地域に適した手法により汚水処 

理施設の整備を進めます。 

〇下水路等の整備 

市街地等における浸水被害を防止するため、公共下水道事業によるポンプ場や遊水 

池等の整備を進めます。また、農山漁村集落における下水路などの整備に努めます。 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

下水道等の整備 ・公共下水道の整備 

・特定環境保全公共下水道の整備 

・農業集落排水施設の整備 

・コミュニティ・プラント施設の整備 

・合併処理浄化槽設置整備事業の推進 

・水洗便所改造資金融資あっせん制度の推進 

新市・県 

新市 

新市 

新市 

新市 

新市 

下水路等の整備 ・ポンプ場、遊水池等の整備 新市 
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・都市下水路施設の維持、管理  新市 

・下水路の維持、整備  新市 
 
 

（９）住宅・宅地の整備 

〇公営住宅等の整備 

公営住宅ストック総合活用計画に基づき、老朽住宅の建替えをはじめ市営住宅の計 

画的な整備を進めます。また、居住水準の向上やバリアフリー化などを図りながら、 

既存市営住宅等の維持改善に努めます。 

〇良質な住宅・宅地の供給促進 

市民の住生活の質的向上を図るため、住宅関連情報の提供や市民のまちづくり意識 

の向上などに努め、美しい町並みや潤いのある居住空間を形成します。また、民間と 

行政との適切な役割分担のもと、良質・低廉な住宅の供給や快適な住環境の整備等に 

努めます。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

公営住宅等の整備 ・新たな住宅マスタープランの策定 

・新たな公営住宅ストック総合活用計画の策定 

・県営住宅建設事業の促進（県） 

・公営住宅の整備 

・既存公営住宅の維持管理 

新市 

新市 

県 

新市 

新市 

良質な住宅・宅地の 

供給促進 

・住宅関連情報等の提供 

・高齢者や障害者に配慮した住宅の供給促進 

・省資源・省エネルギーなど環境に配慮した住宅の供給促進 

・緑化協定や建築協定などの活用による快適な住環境の形成 

新市等 

新市等 

新市等 

新市・民間 
 
 

（10）公園・緑地の整備 

〇公園・緑地等の整備・充実 

市民の健康づくりや憩いの場として柳井ウェルネスパークの早期完成を促進するほ 

か、身近な公園・緑地の整備を進めます。また、海岸や河川などでは親水性のある水 

辺の整備を進め、市民が身近に自然に親しむことができる空間づくりを進めます。 

〇緑化と花いっぱい運動の推進 

快適で潤いのある生活空間を創出するため、道路、学校等の公共施設の緑化に努め 

ます。また、花と緑を育てる市民意識の高揚や緑化推進団体等の育成を図り、市民や 

企業と協働して花と緑にあふれるまちづくりを進めます。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

公園・緑地等の整  

備・充実 

・柳井ウェルネスパークの整備（県）［再掲］ 

・既存都市公園等の維持管理 

・街区公園等の整備 

・河川・海岸等における親水空間等の整備 

県 

新市 

新市 

新市・県 

緑化と花いっぱい運 

動の推進 

・緑化意識の普及啓発と花いっぱい運動の推進 

・緑化推進団体等の育成、支援 

・公共施設等の緑化の推進 

新市・民間 

新市等 

新市等 



- 45 - 
 

（11）適正な土地利用の推進 

〇適正かつ効率的な土地利用の推進 

安全性、快適性、利便性などが確保された良好な都市環境を形成するため、長期的 

な視点に立った都市計画マスタープランを策定します。また、用途地域や地区計画、 

農業振興地域整備計画等の土地利用に係る個別の手段を総合的に活用し、環境と開発 

との調和を図りながら、計画的な土地利用を推進します。 

〇地籍調査の推進 

土地の効率的な利用が図られるよう、地籍調査事業を推進し、地籍の明確化を図り 

ます。 

〇住居表示の整備 

市街地内の住所、所在地をより分かりやすくするため、地域住民の合意形成を図り 

ながら、住居表示を計画的に整備します。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

適正かつ効率的な土 

地利用の推進 

・都市計画マスタープランの策定 

・用途地域、農業振興地域整備計画、地域森林計画等の見直し 

等による計画的かつ適正な土地利用の推進 

・民間開発などの適正な調整、誘導 

・土地区画整理事業の促進 

新市 

新市 

 
新市・県  

新市・民間 

地籍調査の推進 ・地籍調査事業の推進 新市 

住居表示の推進 ・住居表示の計画的な整備 新市 
 
 

（12）防災対策の推進 

〇防災体制等の整備・充実 

風水害や地震などの災害から市民の生命と財産を守るため、地域防災計画に基づき、 

防災訓練の実施や自主防災組織の育成、防災意識の普及・啓発に努めます。また、災 

害発生時における初動体制の整備や情報の収集・伝達体制の強化など、防災体制の整 

備・充実を図ります。 

〇災害に強いまちづくりの推進 

土砂災害等から市民の安全を守るため、河川改修や海岸高潮対策、砂防・地すべり 

防止対策、危険ため池の改修など、災害に強いまちづくりを推進します。また、災害 

危険区域の開発抑制など、災害予防対策を進めます。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

防災体制等の整備・ 

充実 

・新たな地域防災計画の策定 

・防災体制の強化 

・防災関係無線新システムの整備 

・防災知識等の普及啓発 

・防災訓練、防災教育等の実施 

・自主防災組織の育成・支援 

・生活必需物資、資機材等の計画的な整備充実 

・緊急避難場所の周知徹底 

新市 

新市 

新市 

新市・消防 

新市等 

新市等 

新市 

新市 

災害に強いまちづく 

りの推進 

・港湾区域における海岸高潮対策事業の促進（柳井港） 

・漁港海岸保全施設整備事業の推進 

・河川高潮対策事業の促進（柳井川） 

県 

新市 

県 
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・河川改修事業の促進等  

柳井川、土穂石川、片野川など 

・黒杭川ダム上流治水ダム建設事業の促進 

・砂防事業の推進 

・地すべり対策事業の推進 

・治山事業の推進 

・危険ため池等の整備 

・基幹施設の耐震性強化 

新市・県 

 
県  

新市・県  
新市・県  

新市  

新市・県 

 新市・県 
 
 

（13）消防対策の推進 

〇火災予防対策の推進 

住宅や山林等における火災を未然に防止するため、市民の防火意識の高揚を図ると 

ともに、事業所等の防火体制の整備・充実を促進し、市民、企業、行政が一体となっ 

て火災が発生しにくい環境づくりに努めます。 

〇消防力の強化・充実 

火災発生時に適切かつ迅速な消防活動を行うことができるよう、消防体制の充実、 

消防設備・消防水利等の整備を進め、消防力の強化を図ります。また、消防団の育成・ 

強化を図るため、青年層・女性の入団促進、装備・資機材の整備、教育訓練の充実な 

どに努めます。 

〇救急・救助体制の整備 

救急時に迅速かつ円滑な救急・救助活動ができるよう、医療機関等との連携を強化 

するとともに、救急搬送体制の確立や救急業務の高度化を図ります。また、傷病者な 

どの救命率の向上を図るため、市民の応急手当知識の普及・啓発に努めます。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

火災予防対策の推進 ・防火意識の普及啓発 

・防火訓練、防火教育等の実施 

・事業所等における防火管理体制、保安体制の確立 

新市・消防 

新市・消防 

新市・民間 

消防力の強化・充実 ・消防本部等（緊急通信指令室等）の整備 

・消防・救急無線システムの整備 

・消防施設（消防ポンプ自動車など）の整備充実 

・消防水利（防火水槽、消火栓など）の整備充実 

・消防団組織の育成・強化 

・消防団装備、資機材の整備充実 

新市・消防 

新市・消防 

新市・消防 

新市 

新市 

新市 

救急・救助体制の整 

備 

・高規格救急自動車の配置[再掲] 

・救助工作車等の整備充実 

・救急救命士の養成[再掲] 

・市民の応急手当知識の普及啓発 

県・消防等 

新市・消防 

新市・消防 

新市・消防 
 
 

（14）交通安全・防犯対策の推進 

〇交通安全対策の推進 

市民の交通安全意識の高揚を図るとともに、歩道の整備や交通危険箇所の改修など、 

道路交通環境の安全性を確保し、交通事故の未然防止に努めます。 

〇防犯対策の推進 

市民が安心して暮らせる安全な地域社会の実現に向けて、警察と連携しながら、市 

民の自主的な防犯活動の促進や防犯意識の高揚を図るなど、地域防犯活動の強化に努 
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めます。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

交通安全対策の推進 ・新たな交通安全計画の策定 

・交通安全意識の普及啓発 

・交通安全指導体制の充実強化 

・交通安全指導、教育の充実 

・交通事故に関する相談体制の充実 

・交通安全施設（歩道、ガードレール等）の整備［再掲］ 

新市 

新市・警察 

新市・警察 

新市・警察 

新市等 

新市・県等 

防犯対策の推進 ・防犯意識の普及啓発 

・暴力追放運動の展開 

・少年の非行防止活動の推進 

・防犯灯、街路灯等の整備 

新市・警察 

新市・民間 

新市・民間 

新市・民間 
 
 

（15）消費生活の安定 

〇消費者保護対策の充実 

社会・経済環境の変化に主体的に対応できる自立した消費者を育成するため、消費 

生活に関する的確な情報や学習機会の提供に努めます。また、商品の安全確保や取引 

の適正化を図るとともに、消費生活に関する相談体制の充実に努めます。 

 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

消費者保護対策の充 

実 

・消費生活に関する情報提供の充実 

・消費者団体の育成・支援 

・商品の安全確保と取引の適正化 

・消費生活相談の充実 

新市・県 

新市等 

新市・県 

新市・県 
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５ はつらつと産業が発展する活力に満ちたまちの実現 

（１）新産業・新事業の創出 

〇起業の促進 

県、商工会議所、商工会などとの連携を強化し、新たに事業にチャレンジしようと 

する人や企業等に対する支援対策の充実に努め、意欲ある人が産業社会で能力を十分 

に発揮できる環境づくりを進めます。 

〇新産業・新事業の創出 

今後成長が期待される福祉関連産業、環境関連産業、観光関連産業などの振興を図 

るとともに、民間企業等との連携のもと、液化天然ガスなどの地域資源や地域の可能 

性を生かした新産業・新事業の創出に努めます。 

〇企業誘致等の推進 

県、商工会議所、商工会などとの連携を強化しながら、企業情報等の収集に努める 

とともに、税制、融資、電源地域に係る優遇措置等を活用して、幅広い分野・業種か 

ら優良企業等の積極的な誘致に努めます。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

起業の促進 ・起業家精神を持つ人材の発掘、育成・支援 

・県、商工会議所、商工会等との連携強化 

・起業セミナーや派遣研修の充実 

・起業に際しての資金調達や経営相談の充実 

・賃貸型事業所等の整備に関する調査研究 

・空き店舗等の活用の促進 

新市等 

新市等 

新市等 

新市等 

新市 

新市等 

新産業・新事業の創 

出 

・異業種交流等の促進 

・県、大学、研究機関、商工会議所、商工会等との連携強化 

・新技術、新商品、販路の拡大等に対する支援 

・福祉、環境、観光関連産業等への支援 

・液化天然ガスを活用した産業の創出に関する調査研究 

・地域の資源や可能性を生かした新産業・新事業の創出 

新市等 

新市等 

新市等 

新市等 

新市等 

新市等 

企業誘致等の推進 ・企業情報等の収集 

・企業誘致の推進 

・企業振興奨励制度の拡充 

・未利用、低利用工業用地の有効活用の促進 

・産業基盤（道路、港湾、情報通信網等）の整備 

新市等 

新市等 

新市 

新市・民間 

新市・県 
 
 

（２）農業の振興 

〇担い手の確保と育成 

意欲を持った元気な担い手の確保・育成を図るとともに、農作業受託組織など地域 

の実態に応じた農業生産組織の育成に努めます。また、農業が職業として選択できる 

よう、優良農地を意欲的な担い手に集約するなど、中核的農家の育成を図ります。  

〇農業経営の高度化・効率化 

農業生産の効率化と農地の保全を図るため、農道、ほ場、用水・排水路の整備等、 

地域の実情にあった農業生産基盤の整備を推進します。また、フラワーランド建設等 

による花き振興、特産野菜等の産地化などを促進し、付加価値が高く競争力のある農 

産品づくりを進めます。さらに、朝市、直売など消費者参加型の農業づくりを推進す 

るとともに、「地産地消運動」を展開し地域における消費の拡大を図ります。 



- 49 - 
 

 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

担い手の確保と育成 ・新規就農者の確保、育成・支援 

・営農組織や農業生産法人等の育成・支援 

・中核的農家の育成・支援 

・認定農業者の育成・支援 

・エコファーマーの育成・支援 

・農作業受委託システムの整備 

新市等 

新市 

新市 

新市 

新市 

新市 

農業経営の高度化・ 

効率化 

・新たな農業振興地域整備計画の策定 

・フラワーランドの建設促進 

・ほ場の整備 

・かんがい排水施設等の整備 

・県営一般農道、農免農道等の整備 

・ふるさと農道緊急整備事業及び農村振興総合整備事業の促 

進（鳴門・白潟・遠崎地区） 

・ため池等の整備[再掲] 

・土地改良施設修繕保全事業の促進（石井ダム） 

・園芸施設、花き団地等の整備 

・柑橘優良園地の保全 

・農業経営安定化対策の推進 

・特産品の振興と交流型農業の推進 

・地産地消運動の推進 

・畜産振興の推進 

新市 

県 

新市・県 

新市・県 

新市・県 

県 

 
新市・県  

県  

新市・民間 

新市・民間  

新市  

新市・民間 

 新市・民間  

新市・民間 
 
 

（３）林業の振興 

〇林業経営の安定 

森林整備計画に基づき、森林所有者の理解と協力を得ながら、計画的かつ集団的に 

造林・間伐・保育等の施業を推進するとともに、間伐材の利用促進や林産加工品の開 

発、特用林産物の生産向上等を図ります。また、林業の担い手を確保・育成するため、 

森林組合との連携を図りながら、講習会等を開催し、林業技術等の普及に努めます。 

〇森林の保全 

森林の持つ公益的機能を増進するため、市民の森林保全意識の高揚を図るとともに、 

適地における複層林、育成天然林の整備等を促進し、多様で活力ある森林づくりを進 

めます。また、松くい虫被害や竹林の拡大防止、有害鳥獣の防除、治山治水を目的と 

した保安林指定面積の拡大などを推進し、適正な森林管理に努めます。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

林業経営の安定 ・新たな森林整備計画の策定 

・造林、間伐、保育等の施業の推進 

・林道、作業道の整備 

・間伐材の利用促進や林産加工品の開発 

・森林バイオマスエネルギーの活用［再掲］ 

・しいたけ、たけのこ、栗等の特用林産物の振興 

・林業技術の普及と担い手の確保、育成・支援 

・市有林における計画的、一体的な施業の推進 

新市 

新市・民間 

新市 

新市・民間 

県 

新市・民間 

新市・民間 

新市 

森林の保全 ・森林保全意識の普及啓発 

・適地における複層林、育成天然林の造成 

・松くい虫被害対策自主事業の推進 

・竹林転換事業の推進（造林、資源活用施設整備等） 

・有害鳥獣捕獲事業の推進 

・保安林指定面積の拡大 

新市等 

新市・民間 

新市 

新市・民間 

新市 

新市・県等 
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（４）漁業の振興 

〇漁業経営の安定 

漁業経営の安定と漁業の近代化を図るため、漁港の改修や後継者の確保・育成、流 

通の効率化、水産物のブランド化などを推進し、活力ある水産業の振興に努めます。 

また、生鮮水産物の迅速かつ的確な取引や集荷の確保を図るため、魚市場の整備を進 

めます。さらに、種苗の放流等による水産資源の維持・増大を図るとともに、漁場の 

整備や海底清掃等による漁業環境の保全に取り組み、「とる漁業」から「つくり育てる 

漁業」への転換を進めます。 

〇水産物の消費拡大 

水産物の消費拡大に向けて、漁業関係者と一体となって各種水産イベントを開催す 

るなど、魚食の普及に努めます。また、市民の漁業や海に対する理解を深めます。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

漁業経営の安定 ・新規就業者等の確保、育成・支援 

・漁港施設等の改修、整備の推進 

・魚市場の統合整備 

・漁業経営安定化対策の推進 

・水産経営構造改善事業の推進 

・漁場環境保全創造事業の推進（定着基質、海底清掃等） 

・漁場整備の推進 

・種苗放流事業の推進 

・観光漁業の振興（遊漁、観光地引き網等） 

・水産物のブランド化の推進 

・特産品づくりの推進 

新市等 

新市 

新市 

新市 

新市・民間 

新市・県 

新市・県 

新市・県 

新市・民間 

新市・民間 

新市・民間 

水産物の消費拡大 ・魚食普及の推進 

・水産イベント等の開催 

・都市等と漁村交流の推進 

新市・民間 

新市・民間 

新市・民間 
 
 

（５）工業等の振興 

〇工業の振興 

既存企業の技術力の向上や付加価値の高い製品の開発、新分野への進出等を支援し、 

競争力のある工業の振興を図ります。また、企業の円滑な事業展開を促進するため、 

高速交通体系へのアクセス強化や港湾、情報通信網等の整備に努めます。  

〇中小企業の振興 

中小企業が市場の動向や経済環境の変化に対応し、機動性や柔軟性、独自性などの 

特性を発揮しながら健全な事業活動が展開できるよう、技術力の向上や新事業の展開、 

設備の近代化等を支援し、経営基盤の強化を図ります。また、伝統技術等の継承や特 

産品・新製品の開発などを支援し、個性ある地場産業の育成と振興を図ります。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

工業の振興 ・未利用、低利用工業用地の有効活用の促進［再掲］ 

・産業基盤（道路、港湾、情報通信網等）の整備［再掲］ 

新市・民間 

新市・県 

中小企業の振興 ・経営指導、融資制度等の充実 

・地域中小企業支援センターによる経営相談の充実 

・人材の確保、育成等 

・地場産業の育成 

新市・民間 

新市・民間 

新市・民間 

新市・民間 
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（６）商業・サービス業の振興 

〇商業の振興 

小売商業については、商工会議所や商工会との連携を強化し、商業機能の充実や観 

光・福祉と連携した新たな小売商業システムの構築、商業基盤施設の整備など、まち 

づくりと一体となった総合的な振興施策を推進し、集客力の向上を図ります。 

卸売・流通業については、商品の共同集配送、共同仕入など事業の高度化や流通の 

効率化等を促進します。 

〇サービス業の振興 

産業の高付加価値化や効率化を促進するため、情報サービス業やデザイン業、広告 

業、リース業などの育成を図ります。また、高齢化の進行や生活様式の多様化などに 

対応するため、飲食・生活・文化関連分野など多様なサービス業の振興に努めます。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

商業の振興 ・経営診断、指導等の強化充実 

・商店街育成事業の拡充 

・観光や福祉と結びついた商業の振興 

・空き店舗対策の推進 

・集客を図るためのイベント等の開催 

・地域コミュニティの核としての活性化対策の推進 

・駐車場、広場等の商業基盤施設整備による魅力のある商業空 

間の創出 

・事業の高度化、効率化の促進 

新市・民間 

新市 

新市・民間 

新市・民間 

新市・民間 

新市・民間 

新市等 
 

新市・民間 

サービス業の振興 ・飲食、生活、文化など多様なサービス業の育成 

・コミュニティ・ビジネスの育成 

新市・民間 

新市・民間 
 
 

（７）観光の振興 

〇魅力的な観光施設等の整備 

白壁の町並みをはじめとする既存の観光資源・施設の整備・充実を図るとともに、 

地域の歴史・文化・自然などを生かした新たな観光施設の整備やフラワーランドの建 

設等を促進し、個性と魅力のある観光地づくりを進めます。また、周辺市町を含めて、 

地域に点在する観光資源のネットワーク化を推進し、広域観光ルートの確立に努めま 

す。 

〇宣伝・誘客活動等の推進 

観光客の増大を図るため、観光関係団体等との連携を強化しながら、観光キャンペ ー

ンをはじめとする各種宣伝・誘客活動に積極的に取り組みます。また、ボランティ アガ

イドの育成など受入れ態勢の充実や集客力のあるイベントの開催などに努めます。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

魅力的な観光施設等 

の整備 

・フラワーランドの整備［再掲］ 

・白壁の町並みをはじめとする歴史的資源の整備充実 

・国民宿舎うずしお荘の整備充実 

・月性展示館の周辺整備［再掲］ 

・オレンジパーク整備事業の推進 

・既存観光資源の整備充実 

・観光交流施設整備に関する調査研究 

県 

新市 

新市 

新市 

新市 

新市・民間 

新市 
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 ・観光資源のネットワーク化の推進 

・グリーン・ツーリズムの推進（農林産物や農山村景観を活用 

した観光ルートの整備と体験型観光の推進） 

・ブルー・ツーリズムの推進（水産物や海辺景観を活用した観 

光ルートの整備と体験型観光の推進） 

・県内外との広域観光ルートづくりの推進 

・郷土料理、特産品、みやげ物等の開発促進 

新市等 

新市等 

新市等 

新市等 

新市等 

宣伝・誘客活動の推 

進 

・観光ボランティアの育成等によるホスピタリティの向上 

・観光インフォメーション機能（案内標識、パンフレット等） 

の充実 

・観光協会等と連携した宣伝・誘客活動の強化 

・各種観光イベントの開催 

新市・民間 

新市 

 
新市・民間 

新市・民間 
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６ 交流が広がる多彩で魅力のあるまちの実現 

（１）都市機能の整備・充実 

〇都市拠点の整備 

圏域中心都市にふさわしい拠点性を高めるため、商業や業務、教育・文化等の都市 

機能の集積を図るとともに、白壁の町並みや柳井川などの地域資源を生かしながら、 

個性的で潤いのある都市空間を形成し、魅力的な都市拠点の整備を進めます。また、 

各種都市機能が充実している立地条件を生かして、民間活力の的確な誘導等により都 

市型住宅等の供給などを促進し、中心部の賑わいの創出に努めます。  

〇地域拠点の整備 

市民の身近な地域活動や生活の拠点にふさわしい地域拠点を形成していくため、地 

域における行政サービスの拠点として総合支所を整備するとともに、図書館、生活道 

路等の整備や商店街の育成などに努め、地域拠点としての利便性と生活サービスの向 

上を図ります。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

都市拠点の整備 ・まちの核となる賑わいと魅力のある商店街の形成 

・業務、教育・文化機能の整備充実 

・市庁舎の改修整備 

・中心市街地への居住の誘導 

・白壁の町並みの整備充実［再掲］ 

・柳井川整備事業による河川緑地、親水護岸等の整備［再掲］ 

・アクセス機能の強化（都市計画道路等） 

・バスネットワークの整備 

・ＪＲ柳井駅南北連絡機能強化に関する調査研究 

・市内に分散する国の出先機関の集約化に関する調査研究 

新市・民間 

新市・民間 

新市 

新市・民間 

新市 

県 

新市・県 

新市・民間 

新市 

新市等 

地域拠点の整備 ・大畠地区タウンセンター（庁舎・ホール・コミュニティ施設 

等）の建設 

・図書館の整備［再掲］ 

・道路、バスネットワーク等の整備充実 

・公園広場等の整備 

・近隣商業の育成 

新市 

 
新市  

新市等  

新市  

新市等 
 
 

（２）広域交通ネットワークの形成 

〇幹線道路の整備 

周辺地域との広域的なアクセス機能を強化するとともに、拠点地区相互間や市内に 

おける円滑な移動を確保するため、国道や県道の整備を促進します。また、国や県な 

どの関係機関と連携を図りながら、山陽自動車道玖珂インターチェンジ等へのアクセ 

スを強化するための地域高規格道路の整備を促進します。 

〇鉄道機能の充実 

日常生活や経済活動等において、とりわけ結びつきの強い広島都市圏や岩国地域、 

周南地域との連携を強化するため、関係自治体との連携を図りながら、鉄道の利用促 

進を図るとともに、鉄道機能の充実を促進します。 

〇港湾機能の強化 

交流人口の拡大と地域経済の活性化を図るため、柳井港の港湾機能の強化を図りま 
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す。また、海洋レジャー志向の高まりに対応するため、港湾区域内におけるプレジャ 

ー船係留施設の整備を進めます。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

幹線道路の整備 ・地域高規格道路（仮称）柳井玖珂道路の整備促進 

・岩国、柳井間の地域高規格道路整備に関する調査研究 

・国道の整備促進 

国道１８８号柳井バイパスの整備 

国道１８８号平生バイパスの整備 

・県道の整備促進 

柳井周東線、光柳井線、光日積線、柳井上関線、柳井由宇線、 

伊陸大畠港線、木部柳井線、東浦西浦線など 

県 

新市 

国 
 
 

県 

鉄道機能の充実 ・鉄道の利用促進 

・シティ電車延長運行等の促進 

・ＪＲ柳井駅南北連絡機能強化の調査研究［再掲］ 

新市等 

新市等 

新市 

港湾機能の強化 ・柳井港港湾整備事業の促進 

・プレジャー船係留施設の整備促進 

県 

県 
 
 

（３）情報通信ネットワークの充実 

〇地域情報化の推進 

市民の情報活用能力の向上を図るとともに、光ファイバー網やケーブルテレビ（Ｃ 

ＡＴＶ）等の情報通信基盤の整備を促進し、市民がいつでも、どこでも、情報を容易 

に入手・活用できる環境づくりを進めます。 

〇行政情報化の推進 

市民サービスの向上と行政事務の効率化を図るため、本庁と総合支所、学校・公民 

館等の公共施設を結ぶ情報通信ネットワークを整備し、市民がいつでも手軽に電子申 

請や公共施設の予約などの公共サービスが受けられる環境づくりを進めます。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

地域情報化の推進 ・新たな地域情報化計画の策定 

・ケーブルテレビ（ＣＡＴＶ）の整備促進 

・光ファイバー網等の情報通信基盤の整備促進 

・各種分野での情報システムの整備促進 

・学校教育や社会教育における情報教育・学習の推進 

新市 

新市・民間 

新市・民間 

新市・民間 

新市等 

行政情報化の推進 ・本庁と総合支所等を結ぶ情報通信ネットワークの整備 

・電子自治体システム（電子申請、施設予約等）の構築 

・ケーブルテレビ等を活用した多様な生活関連情報サービスの 

提供 

・行政事務処理システムの拡充、整備 

・行政情報の電子化、データベース化の推進 

・個人情報保護と安全性、信頼性の確保 

新市 

新市 

新市 

 
新市 

新市 

新市 

 
 

（４）都市間交流と連携の促進 

〇近隣地域との連携・交流の推進 

柳井地区広域圏を構成する自治体や歴史的、地理的に密接な関係にある近隣自治体 

などとの連携・交流を強化し、広域的な機能分担と相互補完に基づく地域連携を推進 

します。また、地域に共通する行政課題に的確に対応していくため、連絡調整体制の 

強化を図ります。 
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〇広域的な交流・連携の推進 

広島都市圏や松山都市圏等が有する都市活力や人的資源、高次の都市サービス等を 

地域の発展や豊かな市民生活に生かせるよう、これらに関係する自治体や民間団体等 

との積極的な交流と連携を推進します。また、広島都市圏や松山都市圏に近接してい 

る地理的優位性を生かし、観光客を誘致するなど県境を越えた都市部との交流の活発 

化を図ります。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

近隣地域との連携・ 

交流の推進 

・新たなふるさと市町村圏計画の策定 

・ごみ・し尿処理、消防、水道用水事業等に係る共同事務処理 

の推進 

・連絡調整体制の強化 

・広域観光ルートの確立等 

組合 

新市・組合 

 
新市等  

新市等 

広域的な交流・連携 

の推進 

・広島広域都市圏形成懇談会への参画 

・経済団体や文化団体等の交流、連携の促進 

・観光客の誘致等 

新市 

新市・民間 

新市・民間 
 
 

（５）国際交流の推進 

〇国際交流の促進 

市民一人ひとりが日本文化への理解を高めつつ、異なる文化や価値観への理解と認 

識を深めることができるよう、教育・文化、スポーツ、経済など幅広い分野での交流 

を促進し、市民の国際感覚の高揚を図ります。また、国際化の時代に対応できる人づ 

くりを進めるため、国際理解教育等の充実に努めます。  

〇外国人にも開かれた地域社会の形成 

在住外国人が安心して快適に暮らすことができるよう、外国語による生活関連情報 

の提供や地域活動に参加しやすい環境づくりを進め、外国人にも開かれた地域社会の 

形成に努めます。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

国際交流の促進 ・友好都市（中国山東省章丘市）との交流の推進 

・青少年の海外派遣事業の推進 

・多彩な国際交流活動の推進 

・国際理解教育等の充実 

・国際交流活動団体の育成・支援 

新市・民間 

新市 

新市・民間 

新市等 

新市等 

外国人にも開かれた 

地域社会の形成 

・外国語による行政・生活関連情報等の提供 

・在住外国人との交流の促進 

・案内標識等の外国語併記の推進 

新市等 

新市・民間 

新市 
 
 

（６）都市アイデンティティの確立 

〇特色のあるまちづくりの推進 

市民のふるさとに対する誇りや愛着心が高まるよう、地域資源（自然、歴史、民芸 

品、特産品）の活用など、新市の良さや個性が感じられるまちづくりを推進します。 

また、市章、市旗、市の花、市の木、市民憲章等を新たに制定し、新市の一体感の醸 

成を図ります。 
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〇情報発信力の強化 

新聞、テレビ、情報通信など多様な媒体を活用して、新市に関する情報発進力を強 

化し、新市の知名度の向上を図ります。 
 
 

主  要  施  策 事    業    概    

要 

事業主体 

特色のあるまちづく 

りの推進 

・月性展示館の周辺整備［再掲］ 

・新たな名誉市民制度の創設 

・市章、市旗、市の花、市の木、市民憲章等の制定 

・地域資源（自然、歴史、史跡、民芸品、特産品等）の活用と 

開発 

・郷土に関する教育の推進［再掲］ 

新市 

新市 

新市 

新市等 
 

新市等 

情報発進力の強化 ・多様なメディアを活用した情報の発進 

・多彩なイベントの開催 

・新市にゆかりのある人的ネットワークづくりの推進 

新市等 

新市・民間 

新市等 
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第５  公共施設の適正配置と整備 
 
 

公共施設の適正配置と整備については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分 

配慮し、地域の実情や地域間のバランス、さらには財政事情等を勘案しながら、検討し 

ていきます。 

新市の庁舎は、現柳井市役所に設置しますが、合併に伴い総合支所となる大畠町役場 

については、住民サービスの低下を招かないよう十分配慮するとともに、地域振興・地 

域発展の要として整備・活用します。 

なお、新たな公共施設の整備に当たっては、財政状況を踏まえて事業の効果や効率性 

について十分検討するとともに、既存施設の有効利用や相互利用等を総合的に勘案し、 

効率的な整備を進めます。 

また、平成２９年３月に策定された「柳井市公共施設等総合管理計画」に基づき、公

共施設を総合的かつ計画的に管理していきます。 
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第６  財政計画 
 

 

１ 基本的な考え方 

財政計画は、新市における長期的な財政運営の指針として、平成１７年度（２００５ 

年度）から平成３６年度（２０２４年度）の２０年間について、普通会計ベース（公営 

企業会計を除いたもの）で作成したものです。 

作成に当たっての基本的な考え方は、次のとおりです。 

 

 

○  歳入・歳出の項目ごとに、過去の実績や経済情勢等の見通し、地方財政に関する国 

の制度改正の動向等を踏まえ、堅実かつ健全な財政運営を基調とした推計を行ってい 

ます。 

○  歳入・歳出とも、本地域における人口の減少や高齢化の進行に伴う影響を、可能な 

範囲で見込んでいます。 

○  合併に伴う行政サービス、住民負担の変化による影響や人件費の削減効果、国によ 

る財政支援措置等の内容を反映させています。 
 
 

（１）主な歳入 
 

区 分 推 計 方 法 

 

 
地    方    税 

 
平成２６年度決算見込額を基に、税制改正や今後の経済の見通し、人 

口減少の影響等を踏まえて推計しています。 

 
 

地方交付税 

 
現行制度を基に、普通交付税の算定の特例（合併算定替）を適用し、 

人口減少等の影響を考慮して推計しています。 

また、合併による交付税措置分を含んでいます。 

 

 
使用料・手数料 

 
平成２６年度決算見込額を基に、調整方針に基づく行政サービス、住 

民負担の変化等の影響額を見込んで推計しています。 

 
 
国・県支出金 

 
平成２６年度決算見込額を基に、扶助費や普通建設事業費の増減等を 

見込んで推計しています。 

また、合併に伴う国の補助金（合併市町村補助金）を見込んでいます。 

 

繰    入    金 

 

財政調整基金、減債基金等からの繰入金を見込んでいます。 

 

 
地    方    債 

 
新市建設計画に基づく合併特例債や通常債について、過去の実績や普 

通建設事業の増減等を考慮して推計しています。 
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（２）主な歳出 
 

区 分 推 計 方 法 

 
 

人    件    費 

 
一般職の職員は類似団体を参考に、５年後の目標職員数を設定し、計 

画的な減員を見込んで推計しています。 

特別職の職員は、合併に伴う減員の影響を見込んで推計しています。 

 
 

物    件    費 

 
平成２６年度決算見込額を基に、類似団体を参考とした経費削減効果 

や調整方針に基づく行政サービスの一元化等に要する経費を見込んで推 
計しています。 

 

 
扶    助    費 

 
過去の実績を基に、少子・高齢化の進行等の影響や調整方針に基づく 

行政サービスの一元化等に要する経費を見込んで推計しています。 

 
 

補  助  費  等 

 
平成２６年度決算見込額を基に、類似団体を参考とした経費削減効果 

や調整方針に基づく行政サービスの一元化等に要する経費を見込んで推 
計しています。 

 

 
公    債    費 

 
平成２６年度までの地方債に係る償還予定額に、平成２７年度以降新 

たな地方債や合併特例債に係る償還見込額を加算して推計しています。 

 

 
積    立    金 

 
将来的な財政運営の健全化を図るための準備財源として、各年度の収 

支状況に応じた計上を行っています。 

 

 
繰    出    金 

 
平成２６年度決算額を基に、国民健康保険会計や公営企業会計等への 

繰出金を見込んでいます。 

 

 
普通建設事業費 

 
過去の実績を基に、新市建設計画に位置づける主要事業費及びその他 

の普通建設事業費を見込んでいます。 
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財政計画（普通会計）

[歳入]

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

区分 金額 構成比 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率

地方税 5,248 28.2 5,122 30.4 △ 2.4 5,360 35.1 4.6 5,346 34.7 △ 0.3 5,096 30.2 △ 4.7 5,057 29.0 △ 0.8 4,863 28.9 △ 3.8 4,808 28.4 △ 1.1

地方譲与税 308 1.7 428 2.5 39.0 175 1.2 △ 59.1 170 1.1 △ 2.9 160 0.9 △ 5.9 147 0.8 △ 8.1 137 0.8 △ 6.8 128 0.8 △ 6.6

利子割交付金 24 0.1 16 0.1 △ 33.3 22 0.1 37.5 22 0.1 0.0 18 0.1 △ 18.2 19 0.1 5.6 17 0.1 △ 10.5 11 0.1 △ 35.3

配当割交付金 10 0.1 15 0.1 50.0 17 0.1 13.3 7 0.0 △ 58.8 6 0.0 △ 14.3 8 0.1 33.3 8 0.1 0.0 8 0.1 0.0

株式等譲渡所得割交付金 15 0.1 14 0.1 △ 6.7 14 0.1 0.0 3 0.0 △ 78.6 3 0.0 0.0 2 0.1 △ 33.3 2 0.1 0.0 2 0.1 0.0

地方消費税交付金 342 1.8 341 2.0 △ 0.3 334 2.2 △ 2.1 310 2.0 △ 7.2 321 1.9 3.5 321 1.8 0.0 314 1.9 △ 2.2 312 1.8 △ 0.6

ゴルフ場利用税交付金 31 0.2 25 0.2 △ 19.4 25 0.2 0.0 25 0.2 0.0 26 0.2 4.0 24 0.1 △ 7.7 22 0.1 △ 8.3 23 0.1 4.5

自動車取得税交付金 100 0.5 99 0.6 △ 1.0 97 0.6 △ 2.0 84 0.5 △ 13.4 53 0.3 △ 36.9 42 0.2 △ 20.8 36 0.2 △ 14.3 45 0.3 25.0

地方特例交付金 135 0.7 105 0.6 △ 22.2 27 0.2 △ 74.3 44 0.3 63.0 56 0.3 27.3 69 0.4 23.2 52 0.3 △ 24.6 12 0.1 △ 76.9

地方交付税 4,319 23.2 4,136 24.5 △ 4.2 4,108 26.9 △ 0.7 4,406 28.6 7.3 4,675 27.7 6.1 4,984 28.6 6.6 5,025 29.9 0.8 5,066 29.8 0.8

交通安全対策特別交付金 6 0.0 7 0.0 16.7 7 0.0 0.0 6 0.0 △ 14.3 6 0.0 0.0 6 0.1 0.0 6 0.1 0.0 5 0.1 △ 16.7

分担金及び負担金 249 1.3 420 2.5 68.7 309 2.0 △ 26.4 290 1.9 △ 6.1 265 1.6 △ 8.6 258 1.5 △ 2.6 275 1.6 6.6 283 1.7 2.9

使用料・手数料 285 1.6 296 1.7 3.9 319 2.0 7.8 332 2.2 4.1 349 2.1 5.1 331 1.9 △ 5.2 314 1.9 △ 5.1 307 1.8 △ 2.2

国庫支出金 1,712 9.2 1,450 8.6 △ 15.3 1,045 6.8 △ 27.9 1,397 9.1 33.7 2,095 12.4 50.0 1,729 9.9 △ 17.5 1,576 9.3 △ 8.8 1,462 8.7 △ 7.2

都道府県支出金 1,301 7.0 1,061 6.3 △ 18.4 1,046 6.9 △ 1.4 1,226 8.0 17.2 1,161 6.9 △ 5.3 1,207 6.9 4.0 1,173 7.0 △ 2.8 1,167 6.9 △ 0.5

財産収入 74 0.4 19 0.1 △ 74.3 37 0.2 94.7 28 0.2 △ 24.3 39 0.2 39.3 42 0.2 7.7 19 0.1 △ 54.8 34 0.2 78.9

寄附金 131 0.7 1 0.0 △ 99.2 4 0.0 300.0 3 0.0 △ 25.0 1 0.0 △ 66.7 3 0.1 200.0 9 0.2 200.0 2 0.1 △ 77.8

繰入金 300 1.6 136 0.8 △ 54.7 431 2.8 216.9 11 0.1 △ 97.4 75 0.4 581.8 230 1.3 206.7 8 0.0 △ 96.5 90 0.5 1,025.0

繰越金 938 5.0 483 2.9 △ 48.5 265 1.7 △ 45.1 258 1.7 △ 2.6 333 2.0 29.1 576 3.3 73.0 702 4.2 21.9 561 3.3 △ 20.1

諸収入 1,003 5.4 917 5.4 △ 8.6 834 5.5 △ 9.1 664 4.3 △ 20.4 1,359 8.0 104.7 1,000 5.7 △ 26.4 922 5.5 △ 7.8 848 5.0 △ 8.0

地方債 2,074 11.1 1,759 10.4 △ 15.2 783 5.1 △ 55.5 771 5.0 △ 1.5 784 4.6 1.7 1,380 7.9 76.0 1,296 7.7 △ 6.1 1,715 10.1 32.3

合計 18,605 100.0 16,850 100.0 △ 9.4 15,259 100.0 △ 9.4 15,404 100.0 1.0 16,880 100.0 9.6 17,435 100.0 3.3 16,775 100.0 △ 3.8 16,890 100.0 0.7

※構成比、増減率は、四捨五入等の端数処理をしているため合計値と合計欄が合致しない場合がある。

[歳出]

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24
金額 構成比 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率

人件費 3,007 16.6 2,979 18.0 △ 0.9 3,253 21.7 9.2 2,812 18.7 △ 13.6 2,698 16.6 △ 4.1 2,760 16.5 2.3 2,650 16.3 △ 4.0 2,650 16.1 0.0
扶助費 2,271 12.5 2,150 13.0 △ 5.3 2,163 14.4 0.6 2,197 14.6 1.6 2,289 14.0 4.2 2,677 16.0 17.0 2,788 17.2 4.1 2,838 17.3 1.8
公債費 2,269 12.5 2,234 13.5 △ 1.5 2,393 16.0 7.1 2,334 15.5 △ 2.5 2,533 15.5 8.5 2,197 13.1 △ 13.3 2,161 13.3 △ 1.6 2,111 12.8 △ 2.3
物件費 1,622 9.0 1,482 8.9 △ 8.6 1,454 9.7 △ 1.9 1,412 9.4 △ 2.9 1,459 9.0 3.3 1,528 9.1 4.7 1,619 10.0 6.0 1,515 9.2 △ 6.4
維持補修費 78 0.4 62 0.4 △ 20.5 53 0.4 △ 14.5 47 0.3 △ 11.3 48 0.3 2.1 51 0.3 6.3 93 0.6 82.4 54 0.3 △ 41.9
補助費等 1,863 10.3 1,812 10.9 △ 2.7 1,665 11.1 △ 8.1 1,604 10.6 △ 3.7 2,132 13.1 32.9 1,617 9.7 △ 24.2 1,845 11.4 14.1 1,703 10.3 △ 7.7
積立金 635 3.5 115 0.7 △ 81.9 152 1.0 32.2 303 2.0 99.3 358 2.2 18.2 1,113 6.7 210.9 495 3.0 △ 55.5 239 1.4 △ 51.7
投資及び出資金 84 0.5 67 0.4 △ 20.2 68 0.5 1.5 90 0.6 32.4 73 0.4 △ 18.9 84 0.5 15.1 76 0.5 △ 9.5 69 0.4 △ 9.2
貸付金 815 4.5 715 4.3 △ 12.3 656 4.3 △ 8.3 510 3.4 △ 22.3 948 5.9 85.9 830 5.0 △ 12.4 759 4.7 △ 8.6 711 4.3 △ 6.3
繰出金 1,867 10.3 1,933 11.7 3.5 2,198 14.7 13.7 2,483 16.5 13.0 2,271 13.9 △ 8.5 2,413 14.4 6.3 2,385 14.7 △ 1.2 2,627 15.9 10.1
普通建設事業費 3,611 19.9 3,035 18.3 △ 16.0 945 6.3 △ 68.9 1,279 8.5 35.3 1,495 9.2 16.9 1,462 8.7 △ 2.2 1,342 8.3 △ 8.2 1,983 12.0 47.8
合　　計 18,122 100.0 16,584 100.0 △ 8.5 15,000 100.0 △ 9.6 15,072 100.0 0.5 16,304 100.0 8.2 16,733 100.0 2.6 16,214 100.0 △ 3.1 16,503 100.0 1.8
※構成比、増減率は、四捨五入等の端数処理をしているため合計値と合計欄が合致しない場合がある。

実質公債費比率（３ヵ年平均） 　 16.7 17.3 16.8 15.4 13.6 12.4
将来負担比率 131.4 139.4 118.9 95.9 81.7 75.4  
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財政計画（普通会計）

[歳入]

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

区分 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率

地方税 4,766 28.6 △ 0.9 4,843 28.7 1.6 4,809 28.6 △ 0.7 4,859 28.4 1.0 4,786 29.1 △ 1.5 4,755 26.7 △ 0.6 4,711 27.9 △ 0.9

地方譲与税 122 0.7 △ 4.7 117 0.7 △ 4.1 123 0.7 5.1 121 0.7 △ 1.6 122 0.7 0.8 116 0.7 △ 4.9 121 0.7 4.3

利子割交付金 12 0.1 9.1 12 0.1 0.0 10 0.1 △ 16.7 6 0.0 △ 40.0 10 0.1 66.7 5 0.0 △ 50.0 5 0.0 0.0

配当割交付金 17 0.1 112.5 30 0.2 76.5 21 0.1 △ 30.0 13 0.1 △ 38.1 18 0.1 38.5 15 0.1 △ 16.7 15 0.1 0.0

株式等譲渡所得割交付金 23 0.1 1,050.0 16 0.1 △ 30.4 21 0.1 31.3 7 0.0 △ 66.7 20 0.1 185.7 10 0.1 △ 50.0 10 0.1 0.0

地方消費税交付金 309 1.9 △ 1.0 374 2.2 21.0 637 3.8 70.3 566 3.3 △ 11.1 576 3.5 1.8 570 3.2 △ 1.0 580 3.4 1.8

ゴルフ場利用税交付金 17 0.1 △ 26.1 16 0.1 △ 5.9 16 0.1 0.0 15 0.1 △ 6.3 15 0.1 0.0 15 0.1 0.0 15 0.1 0.0

自動車取得税交付金 34 0.2 △ 24.4 17 0.1 △ 50.0 28 0.2 64.7 28 0.2 0.0 39 0.2 39.3 35 0.2 △ 10.3 28 0.2 △ 20.0

地方特例交付金 13 0.1 8.3 14 0.1 7.7 15 0.1 7.1 14 0.1 △ 6.7 15 0.1 7.1 17 0.1 13.3 14 0.1 △ 17.6

地方交付税 4,930 29.6 △ 2.7 4,861 28.8 △ 1.4 4,835 28.7 △ 0.5 4,687 27.4 △ 3.1 4,557 27.7 △ 2.8 4,455 25.0 △ 2.2 4,340 25.7 △ 2.6

交通安全対策特別交付金 5 0.0 0.0 4 0.0 △ 20.0 5 0.0 25.0 5 0.0 0.0 4 0.0 △ 20.0 4 0.0 0.0 4 0.0 0.0

分担金及び負担金 265 1.6 △ 6.4 271 1.6 2.3 258 1.5 △ 4.8 250 1.5 △ 3.1 251 1.5 0.4 251 1.4 0.0 121 0.7 △ 51.8

使用料・手数料 293 1.8 △ 4.6 297 1.8 1.4 278 1.7 △ 6.4 273 1.6 △ 1.8 265 1.6 △ 2.9 267 1.5 0.8 239 1.4 △ 10.5

国庫支出金 1,572 9.4 7.5 1,639 9.7 4.3 2,059 12.2 25.6 1,872 10.9 △ 9.1 1,898 11.5 1.4 1,993 11.2 5.0 1,815 10.7 △ 8.9

都道府県支出金 1,179 7.1 1.0 1,155 6.8 △ 2.0 1,188 7.1 2.9 1,230 7.2 3.5 1,338 8.1 8.8 1,553 8.7 16.1 1,280 7.6 △ 17.6

財産収入 17 0.1 △ 50.0 21 0.1 23.5 17 0.1 △ 19.0 35 0.2 105.9 27 0.2 △ 22.9 32 0.2 18.5 28 0.2 △ 12.5

寄附金 3 0.0 50.0 7 0.0 133.3 13 0.1 85.7 74 0.4 469.2 105 0.6 41.9 64 0.4 △ 39.0 120 0.7 87.5

繰入金 143 0.9 58.9 68 0.4 △ 52.4 87 0.5 27.9 713 4.2 719.5 305 1.9 △ 57.2 825 4.6 170.5 523 3.1 △ 36.6

繰越金 387 2.3 △ 31.0 274 1.6 △ 29.2 294 1.7 7.3 331 1.9 12.6 285 1.7 △ 13.9 200 1.1 △ 29.8 0 0.0 △ 100.0

諸収入 832 5.0 △ 1.9 852 5.0 2.4 547 3.2 △ 35.8 534 3.1 △ 2.4 546 3.3 2.2 620 3.5 13.6 573 3.4 △ 7.6

地方債 1,735 10.4 1.2 1,987 11.8 14.5 1,574 9.3 △ 20.8 1,489 8.7 △ 5.4 1,267 7.7 △ 14.9 2,001 11.2 57.9 2,359 14.0 17.9

合計 16,674 100.0 △ 1.3 16,875 100.0 1.2 16,835 100.0 △ 0.2 17,122 100.0 1.7 16,449 100.0 △ 3.9 17,803 100.0 8.2 16,901 100.0 △ 5.1

※構成比、増減率は、四捨五入等の端数処理をしているため合計値と合計欄が合致しない場合がある。

[歳出]

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率

人件費 2,628 16.0 △ 0.8 2,751 16.6 4.7 2,617 15.9 △ 4.9 2,623 15.6 0.2 2,554 15.7 △ 2.6 2,532 14.2 △ 0.9 2,503 14.8 △ 1.1
扶助費 2,841 17.3 0.1 2,959 17.8 4.2 2,960 17.9 0.0 3,086 18.3 4.3 3,050 18.8 △ 1.2 3,232 18.2 6.0 3,095 18.3 △ 4.2
公債費 2,071 12.6 △ 1.9 2,005 12.1 △ 3.2 1,933 11.7 △ 3.6 1,949 11.6 0.8 1,935 11.9 △ 0.7 1,901 10.7 △ 1.8 1,897 11.2 △ 0.2
物件費 1,545 9.4 2.0 1,631 9.8 5.6 1,793 10.9 9.9 1,800 10.7 0.4 1,739 10.7 △ 3.4 1,977 11.1 13.7 1,737 10.3 △ 12.1
維持補修費 90 0.5 66.7 122 0.7 35.6 111 0.7 △ 9.0 88 0.5 △ 20.7 100 0.6 13.6 74 0.4 △ 26.0 56 0.3 △ 24.3
補助費等 1,666 10.2 △ 2.2 1,631 9.8 △ 2.1 1,812 11.0 11.1 1,836 10.9 1.3 1,980 12.2 7.8 1,910 10.7 △ 3.5 1,846 10.9 △ 3.4
積立金 335 2.0 40.2 305 1.8 △ 9.0 347 2.1 13.8 929 5.5 167.7 219 1.3 △ 76.4 168 0.9 △ 23.3 120 0.7 △ 28.6
投資及び出資金 71 0.4 2.9 82 0.5 15.5 72 0.4 △ 12.2 52 0.3 △ 27.8 59 0.4 13.5 48 0.3 △ 18.6 43 0.3 △ 10.4
貸付金 698 4.3 △ 1.8 688 4.1 △ 1.4 674 4.1 △ 2.0 399 2.4 △ 40.8 399 2.5 0.0 402 2.3 0.8 402 2.4 0.0
繰出金 2,720 16.6 3.5 2,489 15.0 △ 8.5 2,540 15.4 2.0 2,576 15.3 1.4 2,502 15.4 △ 2.9 2,565 14.4 2.5 2,532 15.0 △ 1.3
普通建設事業費 1,734 10.6 △ 12.6 1,919 11.6 10.7 1,645 10.0 △ 14.3 1,499 8.9 △ 8.9 1,686 10.4 12.5 2,994 16.8 77.6 2,670 15.8 △ 10.8
合　　計 16,400 100.0 △ 0.6 16,582 100.0 1.1 16,504 100.0 △ 0.5 16,837 100.0 2.0 16,223 100.0 △ 3.6 17,803 100.0 9.7 16,901 100.0 △ 5.1
※構成比、増減率は、四捨五入等の端数処理をしているため合計値と合計欄が合致しない場合がある。

実質公債費比率（３ヵ年平均） 11.6 10.6 9.7 9.9 10.3 10.1 9.9
将来負担比率 70.6 71.1 62.9 60.3 59.1 58.9 58.8  
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財政計画（普通会計）

[歳入] （単位：百万円）

H32 H33 H34 H35 H36

区分 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率

地方税 4,685 29.4 △ 0.6 4,659 29.9 △ 0.6 4,633 29.8 △ 0.6 4,608 29.8 △ 0.5 4,584 29.7 △ 0.5

地方譲与税 121 0.8 0.0 121 0.8 0.0 121 0.8 0.0 121 0.8 0.0 121 0.8 0.0

利子割交付金 5 0.0 0.0 5 0.0 0.0 5 0.0 0.0 5 0.0 0.0 5 0.0 0.0

配当割交付金 15 0.1 0.0 15 0.1 0.0 15 0.1 0.0 15 0.1 0.0 15 0.1 0.0

株式等譲渡所得割交付金 10 0.1 0.0 10 0.1 0.0 10 0.1 0.0 10 0.1 0.0 10 0.1 0.0

地方消費税交付金 640 4.0 10.3 710 4.5 10.9 710 4.6 0.0 710 4.6 0.0 710 4.6 0.0

ゴルフ場利用税交付金 15 0.1 0.0 15 0.1 0.0 15 0.1 0.0 15 0.1 0.0 15 0.1 0.0

自動車取得税交付金 28 0.2 0.0 28 0.2 0.0 28 0.2 0.0 28 0.2 0.0 28 0.2 0.0

地方特例交付金 14 0.1 0.0 14 0.1 0.0 14 0.1 0.0 14 0.1 0.0 14 0.1 0.0

地方交付税 4,335 27.2 △ 0.1 4,354 27.9 0.4 4,373 28.1 0.4 4,392 28.4 0.4 4,411 28.6 0.4

交通安全対策特別交付金 4 0.0 0.0 4 0.0 0.0 4 0.0 0.0 4 0.0 0.0 4 0.0 0.0

分担金及び負担金 121 0.8 0.0 121 0.8 0.0 121 0.8 0.0 121 0.8 0.0 121 0.8 0.0

使用料・手数料 272 1.7 13.8 272 1.7 0.0 272 1.8 0.0 272 1.8 0.0 272 1.8 0.0

国庫支出金 1,899 11.9 4.6 1,830 11.7 △ 3.6 1,843 11.9 0.7 1,943 12.6 5.4 1,943 12.6 0.0

都道府県支出金 1,252 7.8 △ 2.2 1,220 7.8 △ 2.6 1,230 7.9 0.8 1,252 8.1 1.8 1,252 8.1 0.0

財産収入 26 0.2 △ 7.1 26 0.2 0.0 26 0.2 0.0 26 0.2 0.0 26 0.2 0.0

寄附金 120 0.8 0.0 120 0.8 0.0 120 0.8 0.0 120 0.8 0.0 120 0.8 0.0

繰入金 600 3.8 14.7 355 2.3 △ 40.8 536 3.4 51.0 120 0.8 △ 77.6 320 2.1 166.7

繰越金 0 0.0 #DIV/0! 0 0.0 #DIV/0! 0 0.0 #DIV/0! 0 0.0 #DIV/0! 0 0.0 #DIV/0!

諸収入 542 3.4 △ 5.4 530 3.4 △ 2.2 542 3.5 2.3 542 3.5 0.0 542 3.5 0.0

地方債 1,250 7.8 △ 47.0 1,197 7.7 △ 4.2 920 5.9 △ 23.1 1,122 7.3 22.0 922 6.0 △ 17.8

合計 15,954 100.0 △ 5.6 15,606 100.0 △ 2.2 15,538 100.0 △ 0.4 15,440 100.0 △ 0.6 15,435 100.0 △ 0.0

※構成比、増減率は、四捨五入等の端数処理をしているため合計値と合計欄が合致しない場合がある。

[歳出]

H32 H33 H34 H35 H36
金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率 金額 構成比 増減率

人件費 2,499 15.7 △ 0.2 2,546 16.3 1.9 2,683 17.3 5.4 2,515 16.3 △ 6.3 2,806 18.2 11.6
扶助費 3,095 19.4 0.0 3,110 19.9 0.5 3,125 20.1 0.5 3,140 20.3 0.5 3,156 20.4 0.5
公債費 1,888 11.8 △ 0.5 1,859 11.9 △ 1.5 1,859 12.0 0.0 1,850 12.0 △ 0.5 1,840 11.9 △ 0.5
物件費 1,796 11.3 3.4 1,766 11.3 △ 1.7 1,766 11.4 0.0 1,766 11.4 0.0 1,766 11.4 0.0
維持補修費 56 0.4 0.0 56 0.4 0.0 56 0.4 0.0 56 0.4 0.0 56 0.4 0.0
補助費等 1,820 11.4 △ 1.4 1,866 12.0 2.5 1,846 11.9 △ 1.1 1,831 11.9 △ 0.8 1,783 11.6 △ 2.6
積立金 120 0.8 0.0 120 0.8 0.0 120 0.8 0.0 120 0.8 0.0 120 0.8 0.0
投資及び出資金 42 0.3 △ 2.3 45 0.3 7.1 49 0.3 8.9 50 0.3 2.0 46 0.3 △ 8.0
貸付金 402 2.5 0.0 402 2.6 0.0 402 2.6 0.0 402 2.6 0.0 402 2.6 0.0
繰出金 2,572 16.1 1.6 2,630 16.9 2.3 2,648 17.0 0.7 2,510 16.3 △ 5.2 2,460 15.9 △ 2.0
普通建設事業費 1,664 10.4 △ 37.7 1,206 7.7 △ 27.5 984 6.3 △ 18.4 1,200 7.8 22.0 1,000 6.5 △ 16.7
合　　計 15,954 100.0 △ 5.6 15,606 100.0 △ 2.2 15,538 100.0 △ 0.4 15,440 100.0 △ 0.6 15,435 100.0 △ 0.0
※構成比、増減率は、四捨五入等の端数処理をしているため合計値と合計欄が合致しない場合がある。

実質公債費比率（３ヵ年平均） 9.7 9.6 9.6 9.5 9.4
将来負担比率 58.6 58.5 58.5 58.3 58.2  



 

用 語 解 説 
 

注 アルファベット、５０音順とし、長音記号「ー」、濁点等は配列上無視している。 
 

 
【あ】  
ＩＣ（インターチェンジ） 

高速道路の出入口 

アイデンティティ 
自己同一性。独自性。主体性。存在証明 

アクセス 

接近。近づく方法。または交通手段のこと。 
 
【い】  
維持補修費 

市町村が管理する公共施設等の機能を維持す 

るための経費 

インフォメーション 
受付。案内所。情報 

 
【え】 
 ＮＰＯ 

民間非営利団体、民間公益組織などに訳され 
る。利益を追求することを主な目的としない自 
立した活動組織。財政規模の小さい非営利組織 
の法人格取得を容易にする特定非営利活動促進 
法（ＮＰＯ法）が平成１０年１２月に施行され 
た。 

ＬＮＧ 

液化天然ガス。天然ガスを低温で加圧、液化 
したもの 

エコファーマー 

持続農業法に基づいて、持続性が高い農業生 
産方式（現行より概ね３０％の化学農薬や化学 

肥料を削減）を導入した農業者（個人または農 

業生産法人）。県知事が認定 
 
【か】 
 街区公園 

都市計画で、主として街区内に居住する人の 

利用に供することを目的として設置される公園。 

誘致距離２５０ｍを対象範囲として、１か所当 
たり面積０．２５ｈａを標準に整備する。 

「かかりつけ医」の普及 

住民の身近なところで日頃から健康相談や診 
療を行い、また、必要があれば専門医や保健福 

祉サービスの紹介を行うなど、生活の中で患者 

を支えるかかりつけ医（主治医）の定着を図る 
こと。 

貸付金 

地方公共団体等が直接あるいは間接に、地域 
住民の福祉増進を図るため、現金の貸付を行う 

ための経費。奨学金や勤労者への貸付等がある。 

合併処理浄化槽 
し尿だけでなく生活雑排水も一緒に処理する 

浄化槽。下水道のない山間部などでは極めて有 

効とされる。 
株式等譲渡所得割交付金 

株式等譲渡所得課税のうち５％（平成１６年 

１月１日から平成２０年３月３１日までの間は 
３％）が都道府県民税として徴収され、その一 

部が個人都道府県民税の収入率の割合で市町村 

に交付される。 

環境基本計画 

環境の保全と創造に関わる基本的な方針等を 

定める計画 
環境保全型農業 

有機物を積極的に利用した土づくり、化学肥 

料・農薬の使用の低減、家畜糞尿の低減など、 
環境に負荷の少ない農業のこと。 

感染症 

感染力の強い病気の総称。結核、インフルエ 
ンザ、エイズ、Ｃ型肝炎、Ｏ－１５７感染症、 

コレラ、細菌性赤痢、ペスト、エボラ出血熱等 

が含まれる。 
幹線道路 

地域構造の骨格を構成し、基幹的な役割を担 

う主要道路のこと。 
 
【き】  
規制緩和 

公正かつ自由な競争に基づく社会経済の構築 

に向けて、公的な規制を限定していく取組み。 

日本では、１９８０年代から、特に官僚制的な 
規制や介入をなくすための提言が再三行われて 

きた。 

救急救命士 
救急車が救急現場から病院に到着するまでの 

間、 

医師の指示を受け、呼吸・循環器機能が停止し 
た患者等に対して高度の救急処置を行うことを 

業とする救急救命士法に基づく免許を受けた者 

協働 
市民や企業などと行政が、互いに自立した関 

係の主体として協力し、共通する目的の実現に 

向けて活動すること。 
 
【く】  
繰出金 

歳入の繰入金に対するもので、一般会計と特 

別会計又は特別会計相互間において支出される 

経費や、定額の資金を運用するための基金に対 
する支出のこと。 

グリーン・ツーリズム 

都市住民や農山漁村においてその自然、文化、 
人々の交流を楽しむ滞在型の余暇活動。漁村地 

域を 訪れる場合を特に区分するときは、ブル  

ー・ツーリズムまたはマリン・ツーリズムとい 
う。 

グローバル化 

高速交通体系や情報通信ネットワークの発展 
を背景に、国際間の相互依存関係が高まり、社 

会生活における相互依存関係が、従来の生活圏 

としての国家の枠を越えて進展していくこと。 
また、企業等が世界的規模での事業展開を進め、 

経済活動等が政治体制に関わりなく国境を越え 

て行われること。 



 

【け】  

経済のソフト化、サービス化 
経済社会の発展に伴い、知識、技術、情報、 

創造力など、もの以外のソフト部門の比重が相 
対的に高まり、経済活動の中でサービスの占め 
る役割や比重が増大していくこと。  
ケーブルテレビ（ＣＡＴＶ） 

有線によるテレビ配信システム。特定の受信 

者に対して、電波の代わりにケーブルを利用し 

て番組を配信する。双方向の情報伝達機能を利 
用し、利用者からのリクエストに応えた番組配 

信が可能で、最近では、このケーブルを利用し 

た電話サービスやインターネット接続サービス 
も行われている。 

 
【こ】 
 公営住宅ストック総合活用計画 

公営住宅等のストックを効率的かつ総合的に 
活用するための方針や建替事業・改善事業等の 
活用手法、活用計画等を定めるもの。公営住宅 
等の建替事業や改善事業を行う上での前提とな 
る計画 

高規格救急自動車 

救急救命士が乗車し、救急現場から病院に到 

着するまでの間、救急処理のできる設備を持っ 
た救急車のこと。 

公債費 

市町村が長期的に借り入れた資金（地方債） 
の元利償還金や、一時的に借り入れた資金の利 

子の支払いに要する経費 

交通安全対策特別交付金 
交通事故の激増に対処し交通安全対策事業の 

推進に充てるため、道路交通法により納付され 

る反則金の一部が市町村に交付される。 
交流人口 

一般的には、定住人口に対する概念として、 

観光客のように他地域からやってきて地域の活 
性化に結ぶつく人の数 

子育て支援センター 

子育てに関する相談や若い母親などの育児サ 
ークルを支援するため、地域に身近な保育所な 

どに併設する児童環境づくりにおける子育て支 

援の中核施設 
コーディネート 

調整すること。ここでは介護・福祉サービス 

を求めている人が適切なサービスが受けられる 
ように行う調整のこと。 

コーホート要因法 

人口推計手法の一つ。男女のある年齢集団ご 
とに、生存率（その年齢集団がある時点で生存 

している比率）と純移動率（その年齢集団の５ 

年間の社会移動率）の和を掛け合わせて、その 
年齢集団の５年後の数を推計する。すべての年 

齢集団についてこのような計算を重ね、将来人 

口を推計する手法 
コミュニティバス 

路線バスと乗合タクシーの間を埋める小型バ 

スで、バス不便地域を運行する新乗合バスの総 
称 

コミュニティ・ビジネス 

地域の活性化や日常生活を支える小規模ビジ 
ネス 

コミュニティ・プラント 

地域し尿処理施設。下水道区域外で、計画処 
理人口が１０１人以上３万人未満のし尿と生活 
雑排水を併せて処理する施設で、市町村が設置 
するもの 

ゴルフ場利用税交付金 

ゴルフ場利用税（都道府県税）の一部が、当 

該ゴルフ場所在市町村に交付される。 
 

【さ】 

３次救急医療体制 
心筋梗塞、脳卒中、頭部損傷等の重篤救急患 

者の救命医療を行うこと。高度の診療機能を有 

するとともに、２４時間の診療体制が可能な医 
療機関が実施している。 

 
【し】  
市町村内総生産 
市町村内での各経済活動部門の生産活動によ 

って新たに付加された価値を市場価格により評 
価したもの 

シティ電車 

「より便利で、身近に、いつでも時刻表なし 
で乗れる列車」をキャッチフレーズに、主に都 

市圏の交通需要のある一定区間を概ね１０分間 

隔で運行する列車の愛称 
児童クラブ 

保護者が就労などにより昼間家庭にいない、 

小学校に就学している概ね１０歳未満の児童に 
対して、授業の終了後に適切な遊びや生活の場 

を与え、その健全な育成を図るための施設 

自動車取得税交付金 
自動車取得税（都道府県税）の一部が、市町 

村道の延長や面積によって市町村に交付される。 

住宅マスタープラン 
良好な住宅・住環境を整備するための基本的 

な方針等を定める計画 

循環型社会 
資源採取から、生産、消費、廃棄まで、物質 

が管理され、循環する仕組み（社会システム） 

を有する資源循環型社会に加えて、自然の循環 
作用に配慮し、生かす社会を含めた総称 

情報通信ネットワーク 

デジタル技術を基礎とする公衆交換網（不特 
定多数の加入者相互を結ぶ）であり、音声・デ 

ータ・画像通信を総合的に提供できる総合ネッ 

トワーク 
シルバー人材センター 

定年退職後等において、臨時的、短期的な就 

業を希望する高年齢者に対して組織的に仕事を 
把握し、提供する団体 

新エネルギー 

太陽、風力、地熱、海洋などの自然エネルギ 
ーや、メタノール、石炭ガス化などの合成燃料、 

水素エネルギーなどの総称。燃料電池、廃棄物 

発電などを含めることもある。 
人件費 

議会議員及び各種委員、特別職及び一般職の 

職員の給料、手当、共済費、退職金等をいう。 
親水空間 

水面に近づきやすく、また水にふれやすい場 

所のこと。河川や海岸におけるコンクリート垂 
直護岸等は、人と水とのふれあいを阻害するた 

め、護岸を階段状や緩傾斜にしたり、自然素材 



 

を用いることで親水空間を作り出すことが求め 
られている。 

親水護岸 

河川や海岸などで容易に水辺に親しめるよう 
に、階段状などの形態に築造した護岸 

 
【す】 
 水源かん養 

雨水を地表や地中に一時蓄えるとともに、地 
下に浸透させ、雨水の河川等への直接流入を調 
整し、下流における水資源の保全や洪水の防止、 
地下水のかん養などを維持・促進する自然の持 
つ機能 

 
【せ】  
生活環境 

住生活に加え、大気や水などの生活を取り巻 

き何らかの影響を与える周囲の状況や、医療、 

教育等生活の利便性、安全性などの日常生活に 
関連した環境を示す。 

生活習慣病 

食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲食等の生 
活習慣が、その発症・進行に関与するがん、脳 

卒中、心臓病などの病気。第一次予防を重視し 

生活習慣の改善を目指すために導入された概念 
であり、医学用語ではない。 

成年後見制度 

知的障害者や痴呆性高齢者など意思能力の不 
十分な人の利益を守るため、身上監護や財産管 

理を行う援助者を裁判所が選任する制度 

説明責任 
組織の事業内容や収支について不正がないこ 

とを、社会に対して適切に情報公開し、説明す 

ることによって明らかにしていく責任のこと。 
アカウンタビリティともいう。 

 
【そ】 
 ゾーン（ニング） 

区域。区画。地帯。土地利用、都市計画等に 
おいて、用途や性質などによって、地域をいく 
つかに区分・区画すること。 

 
【ち】  
地域高規格道路 
地域の連携強化と地域間の交流の促進を図る 

ため、高規格幹線道路（国土縦貫道等）網と一 
体となって整備される高速交通ネットワークの 
充実を図る地域の高規格道路のこと。自動車専 
用道路またはこれと同程度の機能を有し、高い 
サービスを提供できる道路として整備される。 
地域スポーツクラブ 
地域において、子どもから高齢者までが様々 

なスポーツを継続的に楽しめる住民の自主的な 
スポーツクラブ 

地域通貨 

お金と同じように労力のお返しと交換できる 

地域限定通貨。一般的にはボランティア活動の 

対価として渡される。 
地区計画 

都市計画に基づき良好な市街地を形成するた 

め、詳細な土地利用、建築形態等を都市計画に 
定める制度。決定の過程では、十分な住民参加 

が図られるよう定められている。 

地産地消運動 

地元で生産された食材・産品を地元で消費す 

ること。 

地方交付税 
すべての地方公共団体が必要とされる一定水 

準の行政サービスを提供することができるよう 

に、必要な財源を国から交付される税であり、 
普通交付税と特別交付税に区分される。 

地方債 

地方公共団体が資金調達のため負担する債務 
で、その返済が一会計年度を越えて行われるも 

のをいう。主に、土木施設、厚生施設、文教施 

設などの公共施設の整備の際に借り入れる。 
地方消費税交付金 

いわゆる消費税５％は、本来の消費税（国税） 

４％と地方消費税（都道府県税）１％として徴 
収される。地方消費税の２分の１が人口、従業 

者数で按分され、都道府県から市町村に交付さ 

れる。 
地方譲与税 

国税として徴収し、その一部が市町村道の延 

長や面積などによって譲与されるもので、所得 
譲与税、地方道路譲与税、自動車重量譲与税な 

どがある。所得譲与税は、国の三位一体改革に 

より、基幹税である所得税から市町村民税への 
税源移譲の暫定措置として平成１６年度から創 

設された。 

地方特例交付金 
平成１１年度の恒久的な減税に伴う地方税の 

減収額の一部を補うために、将来の抜本的な税 

制の見直しが行われるまでの間、国から市町村 
に交付される。 

地方分権 

それぞれの地方公共団体が十分な権限と財源 
を持ち、自らの判断と責任に基づいて自主的、 

主体的に行政を推進し、個性豊かで活力に満ち 

た地域社会を創造していくこと。 
チーム・ティーチング 

一人ひとりの児童生徒の能力等に応じた多様 

な教育を行うために、複数の教員がそれぞれの 
専門性を生かし、組織的に協力して行う指導方 

法 

中山間地域 
山林や傾斜地が多く、地理的、社会的条件が 

不利な地域で、地域の産業基盤や生活基盤の整 

備が比較的遅れている地域 
 
【て】 

 デジタル・アーカイブ 

有形・無形の歴史・文化資産をデジタル情報 

の形で保存・蓄積し、その情報を次世代に継承 

するとともに、閲覧、鑑賞、研究のためにイン 
ターネットなど情報ネットワークを通じて情報 

発信するもの 

データベース化 
コンピュータを活用することによって、相互 

に関連するデータを整理・統合・蓄積し、検索 

しやすいファイルにすること。情報処理を行う 
際の基本的な要素となる。 

電子化 

行政に関わる文書情報などを、コンピュータ 
で処理できるようにするため、電子ファイル化 

すること。これらは、データを原則としてデジ 



 

タルデータ化することからデジタル化と呼ぶ場 
合もある。 

 
【と】 
 投資及び出資金 

地方公共団体が資金を有利に運用するための 
手段として、公益上の必要性等の見地から会社 
の株式を取得し、又は新たに共同して株主とな 
るため出資を行う場合等に要する経費  
特定環境保全公共下水道 

公共下水道のうち市街化区域外などで、水質 

保全上特に必要な区域において設置される比較 

的小規模な下水道 
都市機能 

都市における社会的・経済的・政治的活動の 

仕組み、働きのことを都市機能という。都市機 
能は、商業、工業、金融、交通、政治、教育、 

文化、厚生などに分かれ、これらの中心である 

ことが都市機能とされる。 
都市計画マスタープラン 

ゾーニングなどの土地利用規制、土地開発な 

どの根拠となる長期的・総合的計画で、都市計 
画に関する基本的な方針を定めるもの。平成４ 

年の都市計画法改正により市町村に策定が義務 

づけられた。 
土地区画整理事業 

都市計画区域内の土地について、公共施設の 

整備改善及び宅地の利用増進を図るため、土地 
区画整理法の規定に基づき実施される土地の区 

画形質の変更及び道路などの公共施設の新設・ 

変更を行う事業のこと。 
 

【に】 

２次救急医療体制 
初期救急医療施設では、対応が困難な入院治 

療を必要とする重症救急患者の診療を行うこと。 

２次的な診療機能と専用病院を備えた病院が   1 
次救急医療施設との連携のもとに実施している。 

本地域では周東総合病院と大和総合病院の病院 

群輪番制により実施している。 
ニュースポーツ 

近年、我が国で行われるようになった新しい 

タイプのスポーツの総称。グランド・ゴルフ、 
インディアカなど勝敗にこだわらず、誰でも楽 

しめる特徴を持つ。 

認定農業者 
農業経営基盤強化促進法に基づいて、将来の 

日本農業の担い手として市町村が認めた農業者。 

農用地利用促進法による認定制度とは違い、複 
合化や集団化に取り組む者や、意欲があれば中 

小農家も対象となる。 
 
【は】  
バイオマス（エネルギー） 
生物資源。燃料や化学原料として使われる植 

物や動物、微生物の総称。太陽エネルギーを光 
合成作用で固定化して、再生可能の形の変換さ 
れた資源のこと。 

配当割交付金 

配当課税のうち５％（平成１６年１月１日か 

ら平成２０年３月３１日までの間は３％）が都 
道府県民税として徴収され、その一部が個人都 

道府県民税の収入率の割合で市町村に交付され 

る。 

ハウス１４００１ 

各家庭ができる範囲で、省エネルギー・省資 

源に取り組んでもらう市民版ＩＳＯ制度。熊本 
県水俣市で実施されている。各家庭が環境に配 

慮した実践項目を市町村に登録し、認証を受け 

る。認証を取得した家庭は、活動実績、評価を 
記録し、達成状況を確認する。 

パブリックコメント 

規制の設定や改廃、施策決定等に伴い、国の 
行政機関、地方公共団体等が案を公表し、国民、 

事業者等から提出された意見、情報等を考慮し 

て、意思決定を行う手続き・手法 
パートナーシップ 

「共同、協力」という意味の英語。まちづく 

りなどの事業において、市民、事業者、行政な 
どの各主体が対等な立場で協力・連携し、役割 

や責任を自覚することを通じて築いていく、相 

互の信頼関係のこと。 
バリアフリー 

高齢者や障害者が社会生活を営む上での障壁 

（バリア）をなくすこと。バリアには、建物内 
の段差など物理的なもののほか、意識上のもの、 

制度的なものが含まれる場合がある。 

 
【ひ】  
光ファイバー 
電気通信を光（レーザー光線）の強弱に変え 

てデータを送受信する情報伝送路。極めて細い 
線状のガラスでできており、高速、大容量なデ 
ータを伝送する利点を持つ。 

病院群輪番制 

２次救急医療を行う圏域ごとに、交替で数病 

院が休日・夜間における診療を行う方式 
広島広域都市圏形成懇談会 

広島市、呉市、竹原市、三原市、大竹市、東 

広島市、廿日市市、岩国市、柳井市、江田島町、 
加計町、千代田町、吉田町の９市４町により、 

様々な交流と連携を促進し、圏域全体の発展を 

図ることを目的として、平成５年１０月に設立 
された。 

 
【ふ】  
ファミリーサポートセンター 
仕事と育児の両立を支援するため、育児サー 

ビスを受けたい利用会員と育児サービスを提供 
できる会員による有償の相互援助組織のこと。 
福祉的就労 
障害者の自立・更生を促進し、生きがいをつ 

くるため、授産施設や小規模作業所で働くこと。 
扶助費 
生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体 

障害者福祉法、知的障害者福祉法等の法令に基 
づいて被扶助者に対して、その生活を維持する 
ために支出する経費 

普通会計 

地方財政の全体的傾向を見る場合に、統計的 

に用いられる会計の区分で、主に一般会計と、 
特別会計のうち公営企業会計に属するもの以外 

の会計を合算したもの 

普通建設事業費 
道路、河川等の公共土木施設、治山治水施設、 

農林水産施設、学校、公民館、公営住宅等公共 



 

用施設等の新設、増築、改良などの投資的経費 
で、国・県営事業等の負担金も含まれる。 

 物件費 
市町村が支出する人件費、維持補修費、扶助 

費、補助費等以外の消費的性質の経費。主に、 
賃金、旅費、交際費、需用費（消耗品費・光熱 
水費等）、役務費（通信運搬費・手数料等）、備 
品購入費、委託料、使用料及び賃借料等がある。 
ブランド化 
他の競合商品との差別化を図って、より優位 

な地位を築くこと。 

ふるさとの森創生事業 

地域の潜在自然植生を利用した緑化事業。横 
浜国立大学名誉教授宮脇昭氏が提唱 

ふるさと博士（制度） 

豊かな知識や技能、経験などを有する市民を 
各分野から募集し、登録することにより、それ 

らの人々が持つ知識、技能等を広く生涯学習の 

場等で生かしていく制度 
ブルー・ツーリズム 

民家や魚家へのホームステイ、漁業体験、ダ 

イビングなど、海洋を舞台にした滞在型余暇活 
動の総称 

プレジャーボート 

モーターボートやヨットなど、レジャー用の 
船舶 

 
【へ】  
ペレット（燃料） 

木材等を粉砕し、結合剤で固めた団塊状原料 

 
【ほ】  
補助費等 
報償費（謝礼金等）、保険料、負担金補助及び 

交付金（事業費に計上される以外）等をいう。 
ホスピタリティ 
もてなしのよいこと。暖かくもてなす心。歓 

待の精神。旅行者や来客を親切にもてなすこと。 
またその環境 

ボランティア（アドバイザー） 

ボランティア活動の意欲を持つ人に対して、 

身近なところで相談等に応じるリーダー的役割 

を持ったボランティア 
ボランティアコーディネーター 

社会福祉協議会などボランティア活動の推進 

に当たる機関で、総合的な企画、研究開発、研 
修、組織、相談、登録あっせん等を行う。 

 
【め】  
メディア 

新聞やテレビなどの媒体 

 
【や】  
やまぐち未来デザイン２１ 
山口県が平成１０年２月に策定した県政運営 

の指針で、平成２２年（２０１０年）を目標年 
度として県勢振興の新たな目標とその実現のた 
めの方策を示している計画 

 
【ゆ】  
ユニバーサルデザイン 

高齢者や障害者に限らず、あらゆる人が製品 

や建物などを快適に使えるように配慮されたデ 

ザイン。ユニバーサルは直訳すると普遍的な意 
味 

 
【よ】  
用途地域 
将来の都市発展に備えて、市街地における建 

築物をそれぞれの用途ごとに合理的に配置し、 
都市全体の秩序ある発展を図り、良好な環境を 
確保しようとする制度のこと。 

 
【ら】  
ライフスタイル 
生活様式。衣食住などの日常の暮らしから、 

娯楽、職業、居住地の選択及び社会の関わり方 
まで含む、広い意味での生き方 

 
【り】  
リサイクルセンター 
資源ごみとして分別収集した缶、びん等を選 

別して再生するための施設 

利子割交付金 

利子課税２０％は、所得税（国税）１５％と 
利子割（都道府県民税）５％として徴収される。 

利子割の一部が個人都道府県民税の収入の割合 

で、市町村に交付される。 
 
【わ】  
ワークショップ 

まちづくりなど特定のテーマについて、問題 

意識をもつ参加者が集まり、意見交換を行う会 

議 


