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Ⅰ 序論

１ 江能４町の合併

江田島町、能美町、沖美町及び大柿町の４町は、この地域が今後、住民にとって

魅力ある地域として発展していくため、「合併」を新たな飛躍の機会としてとらえ、

４町が一体となって「新たなまち」を建設することを決意した。

平成１２年４月に、『江能四町合併研究協議会』を設置し、合併に関する調査・

研究を重ねてきた。

また、住民サービスの提供主体となる行財政基盤の強化を図るため、合併後の市

制移行を目指し、その要件緩和について、県や国に積極的な働き掛けを行ってきた。

その結果、平成１２年１１月に市町村合併特例法が改正され、町村合併の場合に

限り、市となる要件が「人口３万人以上」に緩和された。

平成１３年４月に法定合併協議会である『江田島町・能美町・沖美町・大柿町合

併協議会』を設置し、合併に向けて積極的に取り組んできた。

さらに、合併に当たっては、何よりも住民の理解が不可欠であり、この間、数度

にわたる講演会の開催や広報紙の発行などにより住民の理解を得るとともに、アン

ケート調査を２度実施し、住民の意向集約にも努めてきた。

江能４町が合併して、市となることによる新たなイメージの創出や福祉事務所の

設置をはじめとする行政組織の専門化等、より高度な住民サービスの展開を図って

いく。

そして、中央主導型の行政システムから分権型の行政システムへの変革の中で、

住民主体の特色ある地域づくりを推進し、住民と行政との協働による真の地方分権

の中心的な担い手として十分対応できる「新市」の建設を目指すものである。

２ 市町村を取り巻く環境と江能４町

全国の市町村は、急激な社会環境の変化に直面しており、合併による行政体制の

整備が求められている。

(1) 地方分権の進展

地方分権とは、自治体の自主性、自立性を尊重し、地域住民の自己決定権を拡

充していくことであり、自治体の行政能力の違いが、地域の行政サービスの差や

活力などに影響する時代となってきている。

また、権限移譲が進展するにつれて市町村の事務量は増加し、さらに新しい分

野での事務の発生により、専門的な判断機会の増加などが予想される。
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(2) 少子高齢化の進行

少子高齢化が急速に進行しているため、年少人口が減少し、教育施設等の統廃

合や学区などの再検討が必要となっている。

また、生産年齢人口の減少により、市町村民税や地域の消費量の減少などが危

ぐされ、財政的にも地域経済においても活力低下の要因となっている。

さらに、高齢化の進行により、介護予防や高齢者の生きがいづくりなど福祉や

保健の行政需要の増大が見込まれ、地域の支え合いを担う人材の育成や体制づく

りが一層重要になる。

(3) 変化の時代

高度情報化、国際化や環境問題などこれからの時代の変化に伴う行政へのニー

ズは、ますます多様化、高度化、複雑化の傾向にあり、住民生活を取り巻く分野

でも、総合的、広域的な取り組みが必要である。

(4) 国・地方を通じた厳しい財政状況

平成１５年度末における国・地方を合わせた長期債務残高は、約６９５兆円に

達する見込みであり、国と地方の財政状況は極めて厳しいものとなっている。

また、これまで市町村、特に小規模な市町村の行財政を支えてきた地方交付税

も、減額の一途をたどっており、現行の制度を維持することは極めて困難な状況

となっている。

(5) 地域間競争

これからの地域は、「個性ある地域の発展」や「知恵と工夫の競争による活性

化」を重視する方向への転換が求められており、地域間競争が一層進むことが予

想される。

江能地域においても例外ではなく、これらの急激な社会環境の変化に対応する

ため、全国に先駆け合併に取り組み、合併後の新しい市の将来におけるまちづく

り構想である「新市建設計画」を策定するものである。
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３ 計画の策定方針

（1） 計画の趣旨

本計画は、江能４町の合併後の新市を建設していくための基本方針を定めると

ともに、その実現を図ることにより、４町の一体性の速やかな確立、地域の均衡

ある発展と住民福祉の向上等を図ろうとするものである。

なお、より詳細かつ具体的な内容は、新市において策定する基本構想、基本計

画及び実施計画などに委ねるものとする。

（2） 計画の構成

本計画は、新市のまちづくりを進めていくための「新市建設の基本方針」であ

り、その方針の実現に向けた「新市の主要施策」、「公共的施設の統合整備」及び

「財政計画」を中心として構成する。

（3） 計画の期間

本計画は、平成１６年度から令和６年度までの２１か年とする。

（4） 行財政運営の方針

① １０か年度以降の将来をも展望した長期的視野に立ち、新市の将来進むべき方

向を明確に定めるものとする。

② 公共的施設については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮し、

地域の特性や地域間バランス、さらには財政事情を考慮しながら順次統合整備を

行っていくものとする。

③ 財政計画については、地方交付税、国及び県の補助金、地方債等の依存財源を

過大に見積もることなく、健全な財政運営を行うことを基本とする。

また、事務事業や組織・機構の見直し、職員定数の削減及び適正配置など効率

的な行政の執行に努めるものとする。

４ 計画の実現に向けて

本計画は、江能４町合併による新市のまちづくりのあり方を示したものであるが、

その実現のためには、国・県との役割分担のもとに、「新市」が中核となって取り

組むとともに、地域住民と協働し、住民の創意と工夫を取り入れた施策の展開を図

る必要がある。
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Ⅱ 新市の概況

１ 自然条件

（1） 位置

新市は、広島湾に浮かぶ江田島、能美島とその周辺に点在する島々から構成さ

れている。港間の海上直線最短距離は、広島市から江田島まで約７.５㎞（宇品～

切串）、能美島まで約１２㎞（宇品～三高）、呉市から約６㎞（呉～小用）の位置

にある。早瀬大橋（昭和４８年開通）と音戸大橋（昭和３６年開通）を経由して

本土と陸続きであり、半島地域として広島都市圏、呉都市圏の機能を分担できる

位置関係にある。

沖美町

能美町

大柿町

江田島町

音戸町

呉市

倉橋町

坂町

熊野町

海田町

府中町

広島市

廿日市市

大野町

大竹市

宮島町

呉港

宇品

位置図
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音戸大橋

早瀬大橋
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（2） 地勢

新市の地形は、野登呂山（標高５４２ｍ）、陀峯山（標高４３８ｍ）、古鷹山（標

高３７６ｍ）などで形成される山地や丘陵地が大半を占める。まとまった平地部

としては、海岸線の一部と、江田島町の中央、江田島町・大柿町の境界の江南・

飛渡瀬、能美町の中町・鹿川、大柿町の大原の４地区に大別することができ、こ

れらの地区に人口と都市機能が集積している。

（3） 気候

平成１５年の呉測候所の気象状況では、年平均気温は１６.２℃で温暖である。

降水量は年間合計値が１,４２１㎜で、広島市の１,７０９㎜に比べて少ない。

（4） 面積

４町の面積は、広島県内町村の平均面積８０.５ km2
をそれぞれ下回っており、

新市の合計面積は約１００ km2 となる。

２ 社会条件

（1） 人口・世帯数

新市の人口推移をみると、第二次世界大戦終了後の昭和２２年の６３,５６０人

をピークに、その後、減少の一途をたどっている。平成１２年の人口は３２,２７

８人で、昭和２２年のピーク時の５１％にまで減少している。

また、年少人口（０～１４歳人口）、生産年齢人口（１５～６４歳人口）は依

然減少しているが、反面、老年人口（６５歳以上人口）は増加しており、少子高

齢化の進行が著しい。

年少人口の減少は、今後の義務教育のあり方に影響を及ぼすとともに、老年人

口の増加により、介護や老人福祉などの保健・福祉サービスの拡大が必要となる。

一方では、「生涯現役社会」に向けて、高齢者が仕事やボランティア活動面で大

きな役割を果たすことが求められている。

新市の総世帯数の推移をみると、昭和５５年の１３,４９４世帯をピークに減少

し続けており、平成１２年の総世帯数は１２,６１３世帯である。

一世帯当たりの人口の推移では、昭和４０年（３.８人）以降、減少し続け、平

成１２年には２.６人となっており、核家族化の進行がうかがえる。
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（2） 産業

平成１２年度における新市の総生産額は１,０３４億円で、広島県に占めるシェ

アは０.９％である。面積及び人口の広島県シェア（面積１.２％，人口１.１％）

に比べ、やや低い。

産業別就業者数をみると、農業、漁業、公務の構成割合が、広島県の構成割合

に比べて高いのが特徴である。

農業については、品目別農業粗生産額では、野菜、果実、花きの生産額が高く、

商品作物の栽培が盛んであり、都市近郊型農業地域としての性格がみられる。

漁業については、カキの養殖業が最も盛んであり、新市の漁獲量全体の約４０

％にのぼっている。

工業については、中小企業主体の産業構成であり、食料品製造業、輸送用機械

器具製造業、金属製品製造業が主要な産業となっている。製造品出荷額等の推移

をみると、伸び悩みの状況にある。

商業については、大型小売店が江南・飛渡瀬地区に集中し、小売販売額を増加

させていることがうかがえるが、人口一人当たりの年間商品販売額により新市の

購買力をみると、人口規模が同程度の都市に比べて低く、購買力が他地域に流出

している。

就業者数の推移

（人、％）

新市 広島県 特化係数

昭和40 昭和50 昭和60 平成7 平成12 平成12
平成12

実数 実数 実数 実数 実数 実数構成割合 構成割合 構成割合 構成割合 構成割合 構成割合

第一次

産業

農業 5,861 25.6 3,432 16.0 3,017 15.5 1,889 11.0 1,356 8.7 59,665 4.2 2.1

林業 11 0.0 5 0.0 0 0.0 6 0.0 6 0.0 1,370 0.1 0.4

漁業 1,392 6.1 1,019 4.8 1,087 5.6 899 5.2 962 6.2 4,902 0.3 17.9

第二次

産業

鉱業 48 0.2 8 0.0 2 0.0 16 0.1 29 0.2 820 0.1 3.2

建設業 1,787 7.8 1,522 7.1 1,527 7.8 1,580 9.2 1,541 9.9 143,753 10.2 1.0

製造業 4,337 19.0 4,485 20.9 3,198 16.4 2,460 14.4 1,811 11.7 278,453 19.7 0.6

第三次

産業

電気・ガス・熱供給・水道業 63 0.3 90 0.4 90 0.5 61 0.4 62 0.4 8,815 0.6 0.6

運輸・通信業 2,026 8.9 1,770 8.3 1,440 7.4 1,183 6.9 1,010 6.5 89,096 6.3 1.0

卸売・小売業・飲食店 2,073 9.1 2,584 12.1 2,811 14.4 2,828 16.5 2,560 16.5 336,645 23.8 0.7

金融・保険業
165 0.7

278 1.3 230 1.2 209 1.2 193 1.2 35,841 2.5 0.5

不動産業 29 0.1 20 0.1 53 0.3 63 0.4 13,525 1.0 0.4

サービス業 2,937 12.9 3,246 15.2 3,462 17.8 3,532 20.6 3,871 24.9 382,576 27.1 0.9

公務 2,154 9.4 2,941 13.7 2,591 13.3 2,419 14.1 2,052 13.2 57,089 4.0 3.3

計 22,854 100.0 21,409 100.0 19,475 100.0 17,135 100.0 15,516 100.0 1,412,550 100.0 1.0

（資料）「国勢調査」総務省

（ 注 ）網掛け欄は、特化係数２以上の値

　　　　特化係数＝新市の構成割合／広島県の構成割合
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（3） 交通アクセス

海上交通の状況をみると、民間５社と能美町交通局により広島市と呉市へ高速

旅客船やフェリーが就航している。

広島市・呉市との経済的なつながりが強い新市においては、海上交通の役割は

極めて大きいため、今後さらに、高速化、低運賃化、増便、駐車場の確保などの

海上交通の利便性の向上が重要となる。同時に、宇品～広島市都心部の公共交通

のより高速化が必要とされる。

新市から広島市・呉市へのアクセス時間の短縮を図っていくため、島内道路の

整備及び津久茂架橋構想の実現などに向けて県・国へ強く要望していく。

高速交通へのアクセスについて、新市から山陽自動車道や山陽新幹線、広島空

港などの主要な交通アクセスポイント間の所要時間をみると、アクセス水準が低

いため時間がかかる。そこで、今後は、島内道路のさらなる整備はもちろんのこ

と、広島市内の指定都市高速道路、東広島・呉自動車道、第２音戸大橋の整備な

どにより、スムーズなアクセス条件を確保し、時間短縮を図っていく必要がある。
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新市

広島県

第一次産業4.7％

第一次産業15.0％

（資料）「国勢調査」総務省

第三次産業65.4％第二次産業29.9％

第三次産業63.2％第二次産業21.8％
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(4) 生活圏の現状

生活圏の条件として最も基本となる通勤面では、かつては呉市への依存度が高か

ったが、高度経済成長期を通じて、広島市への依存度が強まってきた。同時に、４

町間での相互依存度も高まってきている。

通学面では、高校生を中心として広島市・呉市への依存度が高くなっている。

医療面では、高度先進医療は広島市と呉市に依存している。

商業面では、日用品は市域内で充足しているが、買い回り品や会食等は広島市・

呉市への依存度が強くなっている。

スポーツ活動などは新市での充足度が高いが、芸術鑑賞面では広島市への依存度

が高くなっている。

これらのことから、新市では、日用品の買物やスポーツ活動などは市域内の機能

を利用し、通勤・通学や高度な都市機能の享受では、広島市・呉市内の機能を使い

分けている、というのが実状である。

従って、新市の生活水準を高めるためには、市域内のネットワーク機能を充実さ

せるとともに、人口３万人規模の市にふさわしい文化ホールなどの都市機能の充実

を進めていく必要がある。さらに、より高度な都市機能の享受をしていくためには、

広島市・呉市へのアクセスを利便性の高いものにしていくことが重要である。

（出所）新市建設計画策定に係るアンケート調査

（平成１３年９月実施）

広島市へ

三吉･高祖･美能

切串･幸ノ浦･大須

（通勤・通学先） （レストランなどでの飲食先）

津久茂･宮ノ原

高田･中町

飛渡瀬

江南

鹿川

大君･柿浦深江･小古江･大原

岡大王･畑･是長

秋月･小用
中央･鷲部

呉市へ

江田島町へ

（注）各地区において行先が上位２位以内で、
自町以外の地域を示す。

広島市へ

三吉･高祖･美能
津久茂･宮ノ原

高田･中町

飛渡瀬

江南

鹿川

大君･柿浦深江･小古江･大原

岡大王･畑･是長

秋月･小用中央･鷲部

呉市へ

（注）各地区において行先が上位１位の地域を示す。

切串･幸ノ浦･大須

広島市へ
(江南)

（音楽会、観劇、美術鑑賞先）

三吉･高祖･美能
津久茂･宮ノ原

高田･中町

飛渡瀬

江南

鹿川

大君･柿浦深江･小古江･大原

岡大王･畑･是長

秋月･小用中央･鷲部

（注）各地区において行先が上位１位の地域を示す。

切串･幸ノ浦･大須

広島市へ
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(5) 過去の計画・構想による位置づけ

新市にかかわる各種の計画・構想については、「新市を含む広域計画」、「主と

して新市を対象とした計画」という２つのレベルのものがある。

これらの計画・構想をみると、都市住民を対象とした住宅開発、海洋リゾート

・レクリエーション開発、果物・花き、水産物等の地場産業の振興等に関する構

想がほぼ共通してみられ、広島都市圏の中での新市の広域的役割という観点から、

新市の将来像についての方向づけがなされてきている。

平成９年に策定された「広島湾アーバンアイランド構想」では、次のように将

来像、基本戦略、主要プロジェクトをとりまとめている。

また、「２１世紀の国土のグランドデザイン」では、広島・松山ルートの検討

の必要性が盛り込まれており、今後、各種の提案・構想の具体的な実現に向けて

財政面などに配慮しながら、優先順位を付けていく必要がある。
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Ⅲ 主要指標の見通し

平成１６年の合併から、以後１０か年（平成１６年～平成２５年）における将来人口及

び世帯数の主要指標の見通しを行う。

１ 人口

（1） 総人口

（現状趨勢型）
すうせい

本計画の計画期間(平成１６年～平成２５年)の人口を、平成１２年及び平成

７年の人口の推移を基に推計すると、平成２５年には約２５,７００人と推計さ
れ、人口が３万人を下回るのは平成１７年以降と推定される。

（合併効果前提型）

合併が行われた場合には、地域のイメージアップや各種サービスや事業の効

率的かつ効果的な展開により、まち全体の魅力が高まり、若者をはじめとした

地域住民の地域外への流出が抑えられることが期待される。また、広島・呉都

市圏などからの流入により、人口の減少を抑制することも期待される。

このような合併効果を考慮して人口推計を行うと、平成２５年には約２７,１
００人と推計され、現状趨勢型の人口推計に比べ、約１,４００人上回ることと
なり、人口が３万人を下回るのは平成１８年以降と推定される。

（注） 合併効果前提型の推計に当たっては、過去５年間の年平均社会移動率が、江能４町

で最も高い能美町並み（社会移動率：－ 0.5％）になるものと想定して推計した。

0

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

34,000

36,000

(人)

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

29,700

27,200

34,866

32,278

30,400

28,400

人口の将来推計

(注)国勢調査(平成12年)をもとにコーホート要因法により中国総研推計

現状趨勢型人口推計 合併効果前提型人口推計

実際値 推計値

平成25年

25,700

27,100
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（2） 年齢別人口

（現状趨勢型）

本調査の最終目標年である平成２５年の年齢別人口は、年少人口約２,３００
人（９％）、生産年齢人口約１３,４００人（５２％）、老年人口約９,９００人
（３９％）と推計される。

（合併効果前提型）

平成２５年の年齢別人口は、年少人口約２,６００人（１０％）、生産年齢人
口約１４,４００人（５３％)、老年人口約１０,１００人（３７％)と推計される。

0

10,000

20,000

30,000

40,000

(人)

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成25年

4,499 3,565 2,900 2,600 2,300

21,756
19,411

17,300
14,900 13,400

8,611
9,302

9,500
9,700

9,900

人口の将来推計（現状趨勢型）

（注）人口推計は、国勢調査人口(平成12年)をベースにコーホート要因法により推計。

老年人口 生産年齢人口 年少人口

25,70027,200
29,700

32,278
34,866

(24.7%)

(28.8%)
(32%)

(36%)
(39%)

(62.4%)
(60.1%)

(58%) (55%)
(52%)

(12.9%) (11.0%) (10%) (10%) (9%)

各値の下の数値は構成割合を示すが、四捨五入のため合計値は100に一致しないことがある。

実際値 推計値

0

10,000

20,000

30,000

40,000

(人)

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成25年

4,499 3,565 3,100 2,800 2,600

21,756
19,411

17,800
15,800 14,400

8,611
9,302

9,500
9,800

10,100

人口の将来推計（合併効果前提型）

（注）人口推計は、国勢調査人口(平成12年)をベースにコーホート要因法により推計。

老年人口 生産年齢人口 年少人口

27,10028,400
30,400

32,278
34,866

(24.7%)

(28.8%)
(31%)

(35%)
(37%)

(62.4%)
(60.1%)

(59%)
(56%) (53%)

(12.9%) (11.1%) (10%) (10%) (10%)

各値の下の数値は構成割合を示すが、四捨五入のため合計値は100に一致しないことがある。

実際値 推計値
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２ 世帯

（現状趨勢型）

本調査の最終目標年である平成２５年における世帯数を、現状趨勢型人口から

推計すると、総世帯数約１０,４００世帯、一世帯当たり人口は２.５人と推計され
る。

（合併効果前提型）

合併効果前提型人口から世帯数を推計すると、総世帯数約１１,０００世帯、一
世帯当たり人口２.５人と推計される。

0

10,000

12,000

14,000
(世帯)

2.0

2.5

3.0
(人/世帯)

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

12,936
12,613

11,800

11,000

12,100

11,500

2.7

2.6 2.5 2.5

世帯数の将来推計

(注)世帯数推計は、人口推計及び一般世帯当たりの人口推移をもとに、中国総研推計

現状趨勢型世帯数 合併効果前提型世帯数 一世帯あたり人口

実際値 推計値

10,400

11,000

平成25年

2.5
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Ⅳ 新市建設の基本方針

１ 新市の将来像

新市の将来像を考えるに当たっては、新市の問題点及び新市のポテンシャルを抽出した上

で、今後の社会経済の潮流を踏まえ、新市の発展方向の整理を行い、将来像を掲げることと

する。

新市の将来像は、「自然との共生・都市との交流による海生交流都市」とする。

将来像検討のフロー
＜新市の問題点＞ ＜新市のポテンシャル＞

○少子高齢化と人口減少の進行 ○中四国地域連携軸上に位置する

○魅力ある就業機会の乏しさ ○広域的な発展の核となる広島市・呉市との近接性

○地域内外の交通体系の脆弱性 ○恵まれた海洋環境と景観

○下水道などの生活基盤の脆弱性 ○果樹・花き・カキなどの高品質の一次産品

○地域産業・伝統産業の後継者不足

＜社会経済潮流への対応課題＞

○少子高齢化と人口減少への対応

○循環型社会の形成

○行財政基盤の強化

○地方分権型社会の形成

○高度情報化社会への対応

○住民意識の成熟化への対応

○国際化社会への対応

○男女共同参画社会の実現

＜新市の発展方向＞

○だれもが生きがいを持ち、住みやすい

まちづくり

○広島市・呉市へのアクセス条件の向上

○ＳＯＨＯ※等の居住・就労環境の開発

○３Ｆ（フルーツ・フラワー・フィッシ

ュ）の島づくり

○自然度の高い豊かな定住環境(生活環

境)の創出

○広島市・呉市からの定住、週末居住の

受け皿

○海洋環境を生かしたレクリエーション

機能の受け皿

○体験学習・研修などの教育機能の受け

皿

＜新市の将来像＞

自然との共生・
都市との交流による
海生交流都市

※ＳＯＨＯ（Small Office Home Officeの略）

情報通信機器を活用して、自宅での在宅勤務や

自宅付近の小規模なオフィスで仕事をする職住近

接の勤務形態をいう．

呉市(技術集積拠点)

東広島市

(研究開発拠点)

広島市(中枢都市機能拠点)

松山市(観光・国際物流拠点)

地方中核都市圏

多自然居住地域

地方中枢都市圏

中四国地域連携軸

新市の広域的位置づけ

20km

50km広
島
・
松
山
ル
ー
ト
構
想

（出所）「中四国地域連携軸」：中四国地域連携軸構想（平成８年）

「広島・松山ルート構想」： 〃 （平成８年）

「多自然居住地域」：21世紀の国土のグランドデザイン（平成１０年）

新市

瀬戸内海交流圏
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新市の発展課題を踏まえ、新市の将来像とそれを具現化する３つのテーマを、

次のように掲げる。

将来像 自然との共生・都市との交流による海生交流都市

＜将来像を具現化する３つのテーマ＞

アメニティの高い「住みやすい地域づくり」

都市との連携による「多彩な交流を進める地域づくり」

海と山を生かした「美しい地域づくり」

ここで掲げている将来像は、新市の優れた自然環境との共生による海と山を生

かした「美しい地域づくり」を前提に、新市に居住する人々にとっては、安全･安

心で快適な生活環境や就労環境の整ったアメニティ※の高い「住みやすい地域づく

り」を進める。

また、市域内及び広島都市圏をはじめとした新市を取り巻く地域に対しては、

海洋環境を生かしたレジャーやレクリエーション機能、自然体験学習機能を提供

する交流の場や週末居住の場として、新市と広島市・呉市をはじめとした周辺都

市部との相互連携により「多彩な交流を進める地域づくり」を行っていくことを

目指している。

※アメニティ
快適な環境、魅力ある環境。

２ 新市建設の基本方針

新市の将来像に基づく６つの基本方針を取りまとめる。

施 策 の 体 系

＜基本方針＞

＜将来像＞ 教育・文化の充実

自然との共生・都市との 産業・観光の振興

交流による海生交流都市 保健・医療・福祉の充実

＜テーマ＞ 生活環境の整備

「住みやすい地域づくり」 都市基盤の整備

「多彩な交流を進める地域づくり」 連携・交流の促進

「美しい地域づくり」
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（1） 教育・文化の充実

「島から世界へ」をキーワードに、「２１世紀に自立して生きる力をもつ子ど

もの育成」を基本理念として、新しい時代の変化（情報化、国際化）と島が抱え

る課題（過疎化、少子高齢化）に対応し、家庭・地域・学校が一体となった教育

を推進するとともに、生涯各期にわたって健康で文化的な生活が送れるような生

涯学習社会の構築と国際的共生を目指す。

学校教育においては、新しい時代の変化に対応し、自立して生きる力をもつ人

間性豊かな児童・生徒を育成していくため、一人一人の個性と創造力を伸ばす教

育を進めていくとともに良好な学習環境の確保を図る。

生涯学習においては、市民の学びたいという意欲の高まりから、多種多様なレ

ベルに応じた質の高い生涯学習講座を提供していくとともに、学習の場づくりを

進めていく。

スポーツ・レクリエーションについては、近年の余暇時間の増大や健康志向を

踏まえ、スポーツ・レクリエーション施設の整備を進めていく。また、総合型地

域スポーツクラブの設立･育成等による活動機会の拡充を図るとともに、体育協会、

スポーツ競技団体やスポーツ少年団などを育成し、推進体制の基盤強化を図る。

青少年の育成については、人間関係の希薄化など社会環境の急激な変化から、

青少年の非行問題が深刻な社会問題となってきているため、家庭・地域・学校が

連携を図り、青少年の健全育成に向けて対応していく。

芸術・文化については、地域に根ざした芸能・文化活動の継承及び振興を図る

とともに、住民の自主的な芸術・文化活動を支援していくため、拠点となる施設

整備を進めていく。

人権教育については、市民が人権尊重の意識を高め、互いに尊重し合い、だれ

もが生き生きと生活できる社会の実現に向け、学校教育、社会教育及び家庭教育

が相互に連携を図りながら、人権尊重の精神がはぐくまれるよう努める。

（2） 産業・観光の振興

新市の基幹産業である農漁業については、品質の高い農産品を栽培し、安定し

た漁獲量を確保するとともに、付加価値を付けるため六次産業※化を進めていく。

林業については、今後とも山林が国土保全をはじめとした様々な機能を発揮で

きるよう、森林資源の保全・育成を行っていく。

工業については、地場産業の育成を引き続き進めていくとともに、地域特性に

あった企業の誘致を視野に入れていく。また、商業については、大型店の出店に

より衰退しつつある既存商店街の活性化を検討していく。

観光・レクリエーションについては、素晴らしい資源が多数あるものの、一体

性に欠けるために新市としての観光イメージが弱いため、新市全体で観光客を誘

致する仕組みづくりを進めていく。

※六次産業
農漁業生産としての一次産業、農水産加工の二次産業、加工品の販売や観光面での三次産

業をトータル化したもの。
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（3） 保健・医療・福祉の充実

新市における少子高齢化の進行は、広島県平均をはるかに上回るスピードであ

り、今後急速に到来する少子・高齢社会に対応し、保健・医療・福祉の充実を積

極的に進めていく必要がある。

保健については、喫煙や飲酒、食生活などが原因で引き起こされる糖尿病をは

じめとした生活習慣病を予防していくため、「自分の健康は自分で守る」という

意識で、市民自らが健康づくりに取り組む体制を整えていく。

医療については、診療科目が限られているなど医療提供体制が不十分なことか

ら、広島や呉地域の中核的病院などとの広域的な機能分担と連携強化によって、

高度先進医療や救急医療を含めた医療提供体制の整備を推進する。

福祉については、核家族化の進行や女性の社会進出の増加など家族の変容に伴

い、家庭における子どもや高齢者、障害者に対する養育・介護の機能が低下して

いる。そのため、新たに設ける福祉事務所を核として、地域社会全体でこれらの

家庭を支援していく体制の整備を検討するとともに、それぞれのニーズに応じた

きめの細かい福祉サービスの充実を推進していく。

（4） 生活環境の整備

新市には、海と山による豊かな自然環境に加え、歴史的な文化資源が残されて

おり、生活環境の整備に当たっては、これらの環境や資源との調和を図りながら

進めていく必要がある。

公共交通機関については、陸上交通のバス、海上交通の高速旅客船・フェリー

があるが、特にこれらについては都市基盤の整備としてもとらえ、住民の身近な

交通手段として利便性の高いサービスに努める。

ごみ処理については、ごみの減量化、資源化に取り組むとともに、循環型社会

を目指し、ごみ問題に対する市民の理解と認識を高めていく。

墓苑については、利便性を考慮した整備を行い、環境衛生の向上を図っていく。

景観については、経済成長の進展とともに丘陵地の開発や海浜の埋め立てによ

り自然景観が消滅しつつあるため、地域に対する住民の愛着や誇りを醸成しなが

ら、景観の保全・創造を進めていく。

防災、交通安全、防犯等については、地域住民の安全な暮らしを確保するため、

防災をはじめとした体制の強化とともに危機管理意識の啓発に努める。また、常

備消防については、これまで江能４町及び音戸町・倉橋町の６町で江能広域消防

本部を設置してきているが、今後は新市で消防本部を設置し、新たな消防体制を

整備していく。

近年、生活の都市化などにより地域の連帯意識が希薄化しているが、今後、福

祉をはじめとして様々な分野においてコミュニティ活動の重要性が高まるものと

考えられ、住民主導による活力と潤いのあるコミュニティの形成を支援していく。

だれもが生き生きと生活できる社会の実現のため、現在及び将来にわたって人

権擁護を推進していく上で、特に重要課題となっている女性、子ども、高齢者、

障害者、同和問題、外国人などに関する人権問題などの課題の解決に向け、行政

と住民が一体となった総合施策を積極的に推進していく。
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（5） 都市基盤の整備

都市環境については、新市の都市計画を再構築し、それぞれの地域の特性を生

かし、都市環境の整備を図る必要がある。また、地域の一体性を高めるためセン

ターゾーンの形成が必要である。

道路網については、島しょ部であるという地形的な制約から、道路のルート設

定や幅員面で制約を受けやすい状況であるが、沿岸部に形成されている集落間の

ネットワークや産業及び観光の振興のため、国道の整備をはじめとする幹線道路

網の形成及び補助幹線の整備を計画的に進めていく。

港湾については、新市の玄関口であり、広島・呉方面をはじめとして外部との

ネットワークには欠かせないものであるため、港湾機能の整備を行っていく。

住宅・宅地については、島しょ部特有の平地部が少ない地形により密集住宅地

が多く、また、公営住宅の老朽化や既存入居者の高齢化に伴う高齢者に配慮した

住宅設備整備の必要性などの問題が生じている。そのため、温暖な気候による住

環境の良さを生かし、若年層の定住化や他地域からの人口の流入を促進し、かつ、

高齢者などが住みやすい良好な住宅・宅地の供給を進めていく。

自然環境については、従来、新市には豊かな自然環境が広がっているが、山林

の荒廃が進みつつあり、海についても自然海浜が限られてきているため、自然環

境を積極的に保全していくとともに、環境保全意識の高揚を図っていく。

河川については、農業用水などに多目的に利用されているが、距離が短く急し

ゅんで急勾配の中小河川が多いことから、治水安全対策や未改良区間の整備に努

めていく。

上水道事業については、４町共同事業の江能広域事務組合によって行われてき

たが、合併後は新市において、引き続き良質かつ安定的な上水供給を進めていく。

下水道事業については、衛生的で快適な生活環境の確保と自然環境の保全のた

め、地域特性にあった効率的な下水道事業を推進する。

情報・通信については、高度情報化社会に対応し、情報格差の解消や情報の結

節・発信機能の強化を図るため、情報通信基盤の整備を推進するとともに、情報

化に対応できる人材の育成に努める。

（6） 連携・交流の促進

新市は、明治初期には１７あった村が徐々に合併を重ねて現在に至っている経

緯や、江能広域事務組合を設立し、一部の業務を共同で処理してきたことなどか

ら、新市での一体化の素地はあるものの、さらに新たなまちづくりに向けた市民

の気運を高めていく必要がある。

新市を越えた広島都市圏をはじめとする広域的な連携・交流に当たっては、観

光カキ祭りなど地域色豊かなイベントが数多く行われてきており、マラソン大会

やフェスティバルなど地域に定着したものも多くある。しかし、全体的には継続

的な交流にまでは至っていない現状を踏まえ、新市にある様々な資源を生かすと

ともに、インターネットなどを通じた情報発信により、単発的、短期的な交流か

ら、リピート性の高い長期的、継続的な交流を進めていく。
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３ 土地利用及び都市構造

既存の土地利用、都市構造をベースとして、開発適地を考慮の上、将来の土地利

用、都市構造についてまとめる。

（1） 土地利用の考え方

新市は、急しゅんな土地が多く、平地部が乏しいという島しょ部特有の地形で

あることから、都市機能強化を図る地域、自然環境の保全、公害の防止その他環

境の保全を図る地域などを、都市計画法等の土地利用規制法に基づき、適正に開

発・誘導を行う必要がある。

具体的には、ゆとりある生活環境を確保するため、海域からの水際景観や島全

体を覆う山林の保全に配慮し、無秩序な開発を制限する一方で、質の高い生活環

境を提供するため、海浜など眺望の優れた土地への宅地開発なども一定の地域に

おいて進めていく必要がある。

また、地域の基幹的な公共施設については、利便性が高く、位置的にも新市の

中心となる地域への配置が望ましいものと考えられる。地域レベルで整備すべき

公共施設については、各地域に施設整備の隔たりが生じないよう配置する必要が

ある。その他、社会的、経済的、文化的な諸条件にも配慮した、長期的展望に基

づく適正かつ合理的な土地利用を図る必要がある。

（2） 将来の都市構造の考え方

将来的な都市圏形成の考え方としては、現状での都市構造を基本とした都市計

画を再構築し、各機能の分担とネットワークの強化を図ることにより、都市構造

をより強固なものにする必要がある。

また、新市で一体的なまちづくりを進めるためには、４つの町に共通した機能

をまとめるセンター機能が必要であり、人口重心、商業重心、医療重心、島内全

域へのネットワーク時間の状況などから、江南・飛渡瀬地区が中心的な位置と考

えられる。

島内のネットワークの強化のためには、国道４８７号をはじめとした道路の整

備や津久茂架橋構想の推進が必要である。

島外とのネットワークの強化のためには、まず海上交通及び公共交通の充実と

その接続性を高める必要がある。

また、今後は自然を生かした居住・交流機能の形成を図る必要があり、そのた

めには広島湾架橋構想の早期実現などが望まれる。

将来的には、広島・松山ルート構想（その一部である広島湾架橋構想）などに

よる都市間のネットワーク基盤の整備や江田島湾総合開発、江田島北西部の海洋

居住都市整備、沖野島周辺地域や大黒神島の有効活用などによる海洋レクリエー

ション機能の充実、さらに能美島南部の物流機能の検討を進める必要もある。
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４ 地域別整備の方針

地域区分については、各地域の特性を踏まえた地域整備を図るため、新市を４

地域に区分する。なお、これらの地域の整備に当たっては、新市のネットワーク

性、一体性を高めるため、道路網の整備や江田島地域と能美島地域をつなぐ津久

茂架橋構想の推進が重要である。

（1） センターゾーン

人口の配置状況や島内全域へのネットワーク時間の状況などから、江南・飛渡

瀬地区を中心とした地域をセンターゾーンとして位置づける。

新市の一体化のため、住民生活にかかわる各種サービス機能の強化を行うとと

もに、将来的には新市の中心的役割を担う地域として整備を図る。

（2） 江田島地域

広島市・呉市との地理的な近接性及び公共交通基盤の整備状況から、両市への

玄関口としての機能とともに、両市の都市機能と連携した居住機能を受け持つ地

域として位置づける。

海上交通・公共交通基盤の整備・充実によるターミナル機能の強化や、高度情

報基盤の整備、将来的には広島・松山ルート構想（その一部である広島湾架橋構

想）の推進や江田島北西部の海洋居住都市の整備を図る。

（3） 能美島北部地域

優れた海浜環境に代表される自然環境と、公共交通基盤の整備状況から、広島

市への玄関口としての機能とともに、広島市の都市機能と連携した居住機能及び

美しい海浜を生かしたレクリエーション機能を受け持つ地域として位置づける。

海上交通・公共交通基盤の充実と、自然環境を生かした居住施設・レクリエー

ション施設・宿泊施設など都市との交流基盤の整備を図る。

（4） 能美島南部地域

沖野島周辺地域や無人島である大黒神島をはじめ自然度の高い環境が残されて

いることから、自然を生かした交流機能・居住機能を受け持つ地域として、また、

広島湾の玄関口であることから長期的には物流機能を受け持つ地域として位置づ

ける。

沖野島周辺地域や大黒神島は、体験・学習活動を主体とした交流資源としての

活用や自然を生かした居住施設の整備とともに、南部地域においては物流機能の

整備を図る。



- 22 -

Ⅴ 新市の主要施策

新市の迅速な一体化を促進し、「自然との共生・都市との交流による海生交流都市」

を実現するため、６つの基本方針に基づいた総合的かつ計画的なまちづくりを推進す

るとともに、地域の活性化に資する施策の展開を図るものとする。

事業の実施に当たっては、地域全体を見据えて、実施箇所、施設の内容、運営費等

を勘案した事業実施の可能性調査を行い、市民の意見や財政状況等、新市の状況を総

合的に踏まえた検討を行う。計画期間は、合併後２１か年を目途とする。

施策の体系

将来像 基本方針 施 策

教育・文化の充実 学校教育の充実

生涯学習の充実

スポーツ・レクリエーションの充実

青少年の健全育成

芸術・文化の振興

自 人権教育の充実

然 産業・観光の振興 農林漁業の振興

と 商工業の振興

の 観光・レクリエーションの振興

共 保健・医療・福祉の充実 健康づくり対策の推進

生 医療の充実

・ 福祉の充実

都 保健・医療・福祉サービスの提供体制の整備

市 生活環境の整備 公共交通機関の整備

と 廃棄物処理対策の推進

の 墓苑の整備

交 景観形成の推進

流 防災・交通安全・防犯等の推進

に コミュニティづくりの推進

よ 人権対策・啓発の推進

る 都市基盤の整備 都市環境の整備

海 道路網の整備

生 港湾の整備

交 住宅・宅地の整備

流 自然環境の保全と活用

都 河川の整備

市 水道施設の整備

生活排水処理施設の整備

情報・通信の整備

連携・交流の促進 新市内の連携・交流の促進

広域的な連携・交流の促進

新市のイメージアップを図る連携・交流の促進
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１ 教育・文化の充実

① 学校教育の充実

○ 個性を生かし、自立して生きるための基礎を築く

島の抱える課題の一つとして、子どもが学校を卒業して島を出ていくこと

による過疎化、少子高齢化の問題があるが、わがまちを愛し、自己実現を図

ることのできる児童・生徒を育成するために、基礎的な学力や個人を尊重し、

他人を思いやる精神を養う教育を推進する。

○ 自然と共生して豊かな感性を育てる

島の特性である自然環境（特に海浜資源）を最大限に活用し、「海辺の生

き物調査団」の取り組みに代表されるような、自然とふれあい、自然と共生

する力を養う教育を進める。

また、江能４町の歴史を学び、総合的な学習の時間等を利用して、島がは

ぐくんできた自然・歴史・文化を総合的に学ぶような学習の展開を図る。

○ 国際化、情報化時代をたくましく生きる

国際化、情報化など新しい時代の変化を機敏に取り込み、整備されつつあ

る島内の高度情報通信網を活用した情報リテラシー※教育を進める。そのこ

とにより、世界各国との壁を取り除き、積極的な情報発信を行っていく。

また、各町の国際交流事業を再構築し、児童・生徒の外国語教育はもとよ

り、より柔軟で多様な国際理解教育の機会を提供していく。

○ 家庭・地域・学校が一体となった豊かな生涯学習環境をつくる

「地域の子どもは地域が育てる」を合言葉に、幼稚園、小・中学校及び高

校の教育連携をはじめとして、地域の教育力を活用したゲストティーチャー

事業や職場体験学習など、学校・地域が一体となった教育を進めるとともに、

家庭教育の重要性に鑑み、保護者学級やＰＴＡ交流事業を積極的に展開する。

さらに、義務教育と高校教育との連携を図るとともに、江能・倉橋島地域

において県立高校再編（高校の統廃合）の検討が行われる場合には、地域の

特色を生かし、地域の教育力を活用しながら、社会の変化や生徒・保護者の

ニーズに応える教育内容を構築した特色ある高校づくりを支援する。

また、ハード面の整備として、幼稚園及び小・中学校の適正配置や一貫教

育等を視野に入れながら、施設の充実を図っていくとともに、現在ある国立

江田島青年の家などの施設を積極的に活用し、市民協働による教育のまちづ

くりを進めていく。

※情報リテラシー

情報活用能力
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② 生涯学習の充実

○ 市民一人一人が生きがいを持ち、生き生きと輝きながら生涯を送ることが

できるよう、市民自ら学習を高め、学びたいという意欲に応えられる多様で

質の高い生涯学習講座を提供していく。

○ 生涯学習における良好な学習環境の確保のため、生涯学習の拠点となる施

設の整備・充実を進めるとともに、公民館等の改修などを進めていく。

○ 新市における瀬戸内の自然環境を生かし、農業、漁業及び自然科学への理

解を深めるため、総合体験型学習拠点施設の整備を進めていく。

③ スポーツ・レクリエーションの充実

○ 健康的な生活や心身のリフレッシュを目的として、スポーツ・レクリエー

ション活動へのニーズが高まっているため、市民のニーズに対応して総合運

動公園などの整備・充実を進めていくとともに、市民へのスポーツの普及・

向上のため、スポーツ指導者の育成と活用を図る。

○ 子どもから高齢者まで各世代が気軽にスポーツ・レクリエーションに親し

むことができるよう、総合型地域スポーツクラブの設立・育成や、各種スポ

ーツ大会の開催などにより活動機会の拡充を図るとともに、体育協会、スポ

ーツ競技団体やスポーツ少年団などを育成し，推進体制の強化を図る。

④ 青少年の健全育成

○ 価値観の多様化、核家族化、地域の人間関係の希薄化、有害情報の氾濫な

どにより、非行の低年齢化等、青少年を取り巻く深刻な社会問題が生じてき

ている。そのため、青少年を指導する団体・指導者の育成や相談機能の充実

に努めるとともに、家庭・学校・地域社会等が連携して青少年の問題行動の

早期発見・防止に努め、地域における青少年の健全育成のための教育力を強

化していく。

⑤ 芸術・文化の振興

○ 地域ではぐくまれてきた固有の生活文化を伝承していくため、各種文化事

業の推進や、民俗資料館の整備、郷土意識を醸成するための年中行事や祭り、

伝統芸能などの文化を保存・継承していく。

○ 市民の自主的な芸術・文化活動を活性化していくため、芸術・文化活動の

拠点となる文化ホール、文化芸術家村、情報センター機能を備えた図書館な

どの整備を進めていくとともに、既存文化施設の有機的活用を図るため、新

市の各地区の施設をネットワークするライブラリー・ネットワーク事業を進

めていく。

⑥ 人権教育の充実

○ すべての人々の人権が真に尊重される社会の実現を目指し、生涯学習の視

点に立って幼児期から発達段階を踏まえ、学校教育と社会教育とが相互に連

携し、人権に関する多様な学習機会の充実を図る。
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【主な事業】

施 策 名 主要事業の概要 （○：市事業、◎：県事業 ）

学校教育の充実

個性を伸ばす教育の展開 ○個性を伸ばす教育の展開

自然との共生による豊かな感 ○島の特性である海浜資源を活用した自然とふれあ

性の醸成 う事業の展開

国際化、情報化への対応 ○コンピューターの学校教育への導入

○英語指導助手や国際交流員の招へい

○青少年海外派遣事業

家庭･地域･学校教育の連携強化 ○保育所、幼稚園、小･中学校の交流事業の充実

○地域の教育力を活用したゲストティーチャー事業等の

実施

○特色ある高校づくりの支援

（高校再編の検討が行われた場合）

○幼稚園､小･中学校等の改修整備と学習環境の整備

生涯学習の充実

生涯学習講座の整備 ○生涯学習事業の拡充

生涯学習拠点施設の整備 ○生涯学習拠点施設の整備・充実

○図書館の整備

○公民館等の改修

体験学習施設の整備 ○総合体験型学習拠点施設の整備

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの充実

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設の整備 ○スポーツ・レクリエーション施設の整備

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動機会の拡充 ○総合型地域スポーツクラブの設立・育成

○各種スポーツ大会の推進、交流スポーツの振興

各種団体・指導者の強化・育成 ○各種団体の強化・育成

○スポーツ指導者の育成と活用

青少年の健全育成

青少年を指導する団体・指導者の ○相談機会の拡充

育成 ○青少年を指導する団体・指導者の育成

○家庭教育、学校教育、地域社会の連携強化

○地域の教育力の強化

芸術・文化の振興

伝統文化の保存・継承 ○各種文化事業の推進

○民俗資料館の整備

○地域固有の伝統的な生活文化の保存・継承

芸術・文化施設の整備と活用 ○文化ホール、図書館(総合情報センター機能施設)

《再掲》の整備

○文化芸術家村の推進

○ライブラリー・ネットワーク事業の推進
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人権教育の充実

家庭教育の充実 ○親の学習機会の充実及び情報提供

○子育て相談体制の整備

学習機会の充実 ○学習拠点の整備

○多様な学習機会の提供

人権教育の推進 ○参加体験型学習プログラムの開発

○指導者の養成
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２ 産業・観光の振興

① 農林漁業の振興

(農業)

○ 広島市・呉市に近接する立地条件を生かして、果樹・花き・野菜を主体と

した高品質の商品作物を栽培し、地域ブランドとして産地化を行い商品価値

を高める。

○ 農業の担い手の不足と高齢化に対応して、作業の協同化を推進するととも

に、農業委員会・農協等を窓口として意欲的な担い手に、遊休農地を任せる

など農地の流動化を図る。ＵＪＩターン※を含む新規就農希望者に対する指

導や支援を積極的に行っていくことにより、中核的な農家や意欲ある担い手

の育成に努める。

○ 効率的で生産性の高い農業を展開していくため、農業団地や農道、かんが

い施設、ため池などの農業生産基盤の整備を行うとともに、農業情報の提供

や営農相談・指導等の充実を図る。

○ 農業の六次産業化を促進するため、農産物加工・販売施設の整備により特

産品の加工・販売を促進するとともに、指導体制の確立のため研究機関の設

置の可能性を検討する。また、都市と農村の交流を促進するため、体験・交

流のできる農園や施設など、グリーンツーリズム※の展開が可能な施設整備

を進めていく。

※ＵＪＩターン
Ｕターンは、地方出身者が大学卒業あるいは転職等によって出身地に戻ってくること。
Ｊターンは、地方出身者が出身地までは戻らず、出身地近くの地域中核都市等で職を得て、定住する
こと。
Ｉターンは、その地域出身者以外が、当該地域に職を得て、定住すること。
※グリーンツーリズム
体験型・滞在型の余暇活動。

(林業)

○ 山林が本来持っている国土保全など多様な公益的機能の維持・発揮を図る

ため、荒廃林の保育など、山林の適切な育成・管理に重点を置き、健全で活

力のある森林整備に努める。

○ 林道の整備を行い、適正な山林管理と林野火災に対する防災対策を図ると

ともに、併せて、都市住民の保健・休養の場としてのアクセス、地域住民の

生活道としての活用を図る。

(漁業)

○ 安定した漁獲量の確保のため、「とる漁業」から「つくり育てる漁業」へ

の早期の転換を図る。また、漁場の整備を含んだ漁場環境の保全に努める。

○ 機能的で安全な漁業を進めていくため、漁港の整備や漁業用燃料給油施設、

漁業用共同作業場などの漁業生産基盤の整備を進めていくとともに、情報提

供や相談指導体制の充実を図る。
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○ 水産資源の付加価値化のため六次産業化を図り、水産物を加工・販売する

施設の整備を進めていく。

また、「カキ祭り」「潮干狩り」をはじめ「吾智網」「かぶせ釣り」などの

伝統漁法を活用した各種のイベントを実施し、都市との交流を深めていく。

○ 漁業の担い手不足と高齢化に対応し、漁業青年部及び女性部への支援を行

い、意欲的な担い手の育成に努める。

② 商工業の振興

(工業)

○ 企業の自主的努力を支援するとともに、適切な情報提供により地域特性に

あった企業の誘致を図る。

(商業)

○ 衰退しつつある商店街の活性化を図るため、道路整備などによる商店街の

施設整備や個性的な商店街の創造により、集客力を高めていく。

○ 地場産業の育成や地域機能の維持強化を目的とした、大型店対策、後継者

の育成、経営指導及び地域活性化対策等を実施する商工会への支援を積極的

に行う。

③ 観光・レクリエーションの振興

○ 既存の観光資源のブラッシュアップ※により魅力を高めていくため、交通

アクセスや案内機能の改善及び既存の公的宿泊施設の周辺整備を行うととも

に、農業・漁業を観光資源として活用した整備を進めていく。また、整備が

検討されている文化ホールとともに、周辺部の一体的な整備を行い、交流資

源としての活用を高める。

○ 滞在性を高めていくため、温泉、潮干狩り、観光漁業、海上自衛隊第一術

科学校（旧海軍兵学校）、国立江田島青年の家などの資源のネットワーク化

を図るとともに、宿泊施設との連携も強めていく。

○ インターネットや観光パンフレットなどにより、わかりやすく、きめ細か

い観光情報の提供に努める。

○ 観光協会、行政及び民間が一体となり、観光ルートの設定など、観光推進

体制の強化を図る。

※ブラッシュアップ
磨き直すこと。



- 29 -

【主な事業】

施 策 名 主要事業の概要 （○：市事業、◎：県事業 ）

農林漁業の振興

(農業)

商品作物の産地化 ○農作物の地域ブランドとしての産地化

農業の協同作業化と指導・支 ○農業の協同作業化と指導・支援による担い手の育成

援による担い手の育成 ◎担い手育成畑地総合整備〔沖美地区〕

農業生産基盤の整備 ◎中山間地域総合整備事業〔新市全域〕

○農業団地の整備

◎○農道の整備〔深江～大原〕

○農業用水路の整備

◎三高ダムかんがい施設等の整備

○農地の流動化の促進

○情報提供及び相談指導の充実

農業の六次産業化 ○農産物加工・販売施設の整備

○交流農園の整備(体験型農業)

○農業公園の整備（フラワーパーク）

(林業)

林業基盤の整備 ○荒廃林の整備など適正な山林管理

○林道の整備

(漁業)

漁場環境の保全 ○漁場環境改善事業（海底清掃等）

○大規模干潟・藻場の造成

○大型魚礁の整備

漁業生産基盤の整備 ◎○漁港の整備〔美能漁港、柿浦漁港〕〔畑漁港は、

道路及び漁港機能の確保について検討〕

○漁業用燃料給油施設の整備

○漁業用共同作業場等共同利用施設の整備

○カキ筏等処理施設の整備

○情報提供及び相談指導の充実

漁業の六次産業化 ○水産資源の観光資源としての活用(観光漁業)

○水産物加工・販売施設の整備

○各種魚介類の放流

商工業の振興

(工業)

情報提供及び相談指導の充実 ○情報提供及び相談指導の充実

地域特性にあった企業の誘致 ○地域特性にあった企業誘致の促進

(商業)

商店街の環境整備 ○道路整備などによる商店街の環境整備

商工会への支援 ○商工会への支援

○地場産業の育成強化

観光・レクリエーションの振興

観光資源の整備 ○文化ホール《再掲》等と周辺部の一体的な整備

資源のネットワーク化 ○観光資源、宿泊施設のネットワーク化

観光情報の提供 ○観光情報の提供

観光推進体制の強化 ○観光推進体制の強化

○観光ルートの設定と観光タクシーの検討
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３ 保健・医療・福祉の充実

① 健康づくり対策の推進

○ 「自分の健康は自分で守る」を基本に、健康の保持増進を図って、生活の

質が維持できるよう、市民自らが食生活の改善や運動等の必要性を認識し、

日常生活での実践活動を推進する気運を高める。また、保健師、管理栄養士

などが一体となって、健康相談や講演会、健康教室等の充実を促進する。

○ 海水、海藻、温泉水など地元の資源を活用した健康増進施設の整備を進め

ていく。

○ 乳幼児から高齢者までの各種健康診査の受診率の向上や予防接種の実施な

どにより、疾病の予防と早期発見、早期治療を推進していく。

② 医療の充実

○ 疾病の予防と早期発見、早期治療を図るため、医療機関と連携してプライ

マリ・ケア※の定着を促進する。

○ 高度先進医療については、広島や呉地域の中核的病院などと地域の医療施

設との、広域的な機能分担と連携強化を図る。また、救急医療体制は、国立

病院呉医療センター、中国労災病院、呉共済病院、済生会呉病院等の協力に

より、その充実に努める。さらに、将来的に市域内で不足している産婦人科

などの専門病院や新市における中核的病院の設置についての可能性を、医療

機関と連携しながら検討する。

※プライマリ・ケア

地域に根ざした包括的かつ継続的な医療。保健・医療・福祉の連携を図りながら、疾患の

治療だけでなく、予防活動にも重点を置く。

③ 福祉の充実

○ 市制施行に伴い福祉事務所を設置し、法律に基づいた生活保護事務などを

新たに実施するとともに、従来４町で行ってきた各保健・福祉施策との融合

のもと、総合的、一体的な保健・福祉サービスの展開を図る。また、新市に

おいて、保健と福祉の総合的、一体的なサービス提供のあり方について指針

となる「新市地域福祉計画」の策定を進める。

○ 高齢者が、心身ともに健康で生きがいを持ち、安心して生活していくこと

ができるよう、新市で策定する「老人保健福祉計画」や「介護保険事業計画」

に基づき、関係機関と連携を図りながら、介護保険制度の円滑な運営を進め、

サービス基盤の整備、サービスの質的向上を図る。また、介護予防や介護保

険制度以外の生活支援サービス等の充実に努める。さらに、高齢者の豊かな

経験と知識を生かし、生きがいのある生活を送ることができるようシルバー

人材センターや老人クラブ等と連携し、就労機会の提供や芸術・文化、スポ

ーツ・レクリエーション活動に参加できる機会の充実に努める。
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○ 障害のある人が障害のない人と同様に生活し、ともに生き生きと活動でき

る社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念の実現に向けて、障害のあ

る人が社会生活を送る上での障壁の除去に努め、社会的な自立を援助する。

障害者福祉サービスの提供においては、障害のある人が自ら必要とするサ

ービスを自由に選択できるよう、デイサービスやショートステイサービス、

ガイドヘルプサービスなどサービス基盤の整備・充実を図る。また、障害の

ある人が地域社会で生きがいを持ち、安心して生活を送ることができるよう、

教育の充実、働く場の確保に努めるとともに、楽しみと潤いの時間が持てる

よう、スポーツやレクリエーション、文化活動などに参加できる機会の充実

に努める。

○ 次代を担う子どもが、健康で伸び伸びと育つことのできる環境を整えるた

め、子育てに関する相談機能の強化や乳児保育、延長保育など多様な保育サ

ービスの充実を図る。また、学校の空き教室を活用した放課後児童対策事業

の推進や児童館・文化センターの機能充実など、子育て環境の整備を推進す

る。さらに、老朽化した保育所の改修を進めるとともに、児童数の減少に対

応して、将来における保育所のあり方についても検討していく。

○ 高齢者及び障害者に対する福祉施設が不足している地域において、保育所、

小・中学校の空き教室を活用したデイサービスやグループホームなど、母体

施設との連携が確保された小規模な地域ケアの拠点整備について検討する。

○ 市民の社会福祉意識の高揚と理解を図るため、広報活動を進めていく。ま

た、市民の福祉に対する意識を高めていくため、生涯学習や学校教育におい

て、福祉教育の充実を図るとともに、高齢者・障害者などとのふれあいの機

会と場の提供に努める。

○ 地域社会全体で福祉の充実に取り組んでいくため、ＮＰＯやボランティア

の育成・支援、イベントの開催等による福祉意識の醸成、福祉を支える人材

育成を推進する。

④ 保健・医療・福祉サービスの提供体制の整備

○ 少子高齢化、家庭機能の変化などに対応し、個人が人として尊厳を持って、

家庭や地域の中でその人らしい生活が送られるよう、個人の多様なニーズに

対応できる保健・医療・福祉のネットワークを構築し、地域での総合的なサ

ービス提供システムを確立する。

○ 保健・医療・福祉の多様で高度なサービスの提供体制を確保するため、保

健師や看護師、管理栄養士、ホームヘルパーなど専門的な人材の確保に努め

るとともに、地域の保健・福祉に携わる職員の資質向上のため、研修機会の

拡充や内容の充実を図る。

○ 多様化、高度化する医療に対応する看護職の人材育成体制の充実を図るた

め、江能准看護学院の看護師養成所への移行を支援していく。
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【主な事業】

施 策 名 主要事業の概要 （○：市事業、◎：県事業 ）

健康づくり対策の推進

健康相談、健康教育等の拡充 ○健康相談、講演会、健康教室等の充実

○健康増進施設の整備

疾病の予防 ○各種健診、予防接種等の充実

医療の充実

プライマリ・ケア定着の促進 ○関係機関との連携によるプライマリ・ケアの

推進

高度先進医療体制の充実 ○関係機関との連携による高度先進医療体制の

充実

福祉の充実

総合的保健・福祉サービスの展開 ○福祉事務所の設置

高齢者福祉の充実 ○介護サービス基盤の整備、サービスの質的向上

○介護予防、生活支援サービス等の充実

○就労機会の提供、レクリエーション活動への

参加機会の充実

障害者福祉の充実 ○デイサービス、ガイドヘルプサービス等各種

サービスの充実

○雇用・就労の場の確保

子育て支援体制の充実 ○相談体制の強化

○保育サービスの充実

○保育所の整備

福祉を支える環境整備 ○空き教室を活用した、高齢者及び障害者に対

するデイサービスセンターやグループホーム

などの整備検討

○福祉に対する意識啓発

○福祉を支えるボランティア等の人材の育成

保健･医療･福祉サービスの提供体制の整備

保健・医療・福祉の連携強化 ○保健・医療・福祉のネットワークシステムの

確立

人材の養成・確保 ○保健師、管理栄養士等の専門的人材の確保及

び資質向上のための支援

○江能准看護学院の看護師養成所への移行支援
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４ 生活環境の整備

① 公共交通機関の整備

○ 地域住民の日常の交通手段である公共交通機関の利便性を高め、定住条件

の向上を図るため、海上交通である高速旅客船・フェリーについては、夜間

便の増便、スピードアップ、各社共通定期券制度の導入など改善策を要請し

ていく。

○ 島内交通のバスについては、都市基盤の一つとしてバス路線の維持のため、

引き続き運行補助を行うとともに、路線バスの参入退出規制の撤廃を考慮し

ながら、地域の実情に応じた最適な交通サービスシステムの構築を検討する。

○ 高速旅客船・フェリーとバスの円滑な接続を図るため、高速旅客船・フェ

リーの運行に合わせたバスの運行を行うなど、一体性のある公共交通体系の

確保に努める。

② 廃棄物処理対策の推進

○ ごみ・し尿処理は、江能広域事務組合により江能４町共同で進めてきたが、

今後は新市でその業務を進めていくとともに、ごみの焼却処理については、

引き続き呉市及びその周辺町と共同で対処していく。

○ 環境への負荷をできるだけ抑制していくため、ごみの分別収集の徹底とご

みのリサイクル等による減量化を進めていく。

○ 廃家電製品、廃容器包装等のリサイクル及び廃棄物の排出抑制について、

住民の理解を深めるとともに、監視パトロール等を行い、不法投棄の防止に

努める。

③ 墓苑の整備

○ 市内の適地に墓苑を整備し、利便性と環境衛生の向上に努める。

④ 景観形成の推進

○ 地域住民が誇りや愛着の持てるような原風景となる景観形成のため、新市

ならではの海浜景観に代表される自然景観や歴史・文化資源周辺の景観、島

特有の街並み景観などの保全・創造を進めていく。

⑤ 防災・交通安全・防犯等の推進

(防災対策)

○ 急傾斜地崩壊対策事業、砂防事業及び高潮対策事業の実施など、住民が安

心して暮らせる環境づくりに努める。

○ 危険箇所の把握・点検を行うとともに、公共施設における耐震診断を行い、

その対策を進めていくことにより災害を未然に防ぐ。災害が起きた場合に備

え、避難場所となる施設の確保や緊急物資の確保・備蓄にも努める。
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○ 万一の災害時に市民が混乱することなく冷静な行動がとれるよう、自主防

災組織の育成・強化を図り、当該組織を通じて危険箇所や避難場所の周知、

防災知識の普及や防災教育、防災訓練等の充実を図る。

(消防対策)

○ 消防業務は、江能４町と音戸町・倉橋町の６町により江能広域事務組合で

行ってきたが、今後は江能４町の業務を新市に移行し、将来的には消防の広

域化も検討していく。

○ 大規模な危険物施設や密集住宅地に対応できる消防施設の整備を進める。

○ 迅速な通報及び初期消火活動を行うため、常備消防を補う地域ごとの消防

体制の強化に努め、防火水槽・消火栓などを整備して、地域での効果的な活

用を指導していく。

(交通安全対策)

○ 交通事故の未然防止のため、歩道やカーブミラー、ガードレール、道路標

識などの交通安全施設を整備していく。

○ 地域住民一人一人が交通ルールを習得し、正しい交通マナーを実践してい

くため、広報などによる交通安全知識の普及に努めるとともに、年齢に応じ

た交通安全教育の徹底を図る。

(防犯対策)

○ 防犯意識の高揚を図るため、広報などによる普及・啓発活動の充実・強化

に努める。

○ 犯罪の発生しない地域社会を形成していくため、地域ぐるみでの防犯活動

への取り組み、相談窓口の設置、防犯外灯の整備や空家対策を進める。

⑥ コミュニティづくりの推進

○ 市民が、地域活動やコミュニティづくりへの理解を深め、その活動への参

加を通じて市民としての一体性を高めていくよう、広報などによりコミュニ

ティ意識の啓発と醸成に努める。高齢社会に対応し、地域で高齢者を支え合

う社会を確立していくため、相互扶助意識の高揚に努める。

○ コミュニティ活動の活発化を図るため、先導的役割を担うリーダーの養成

や場の提供などによる環境の整備を図る。

○ 行政区域の広域化の進展に伴い、行政情報を共有化し、地域住民の意見を

反映することのできる住民自治組織の育成を支援する。

⑦ 人権対策・啓発の推進

○ だれもが生き生きと生活できる社会実現のため、関係団体と連携し、人権

基本計画等を策定するなど、より良い生活環境づくりに積極的に取り組む。

○ 様々な機会を通して、地域に密着したきめ細かい人権啓発活動を展開する。

○ 男女共同参画社会づくりを推進するため、性別による役割分担意識を解消

し、多様な生き方を選択できる条件整備、あらゆる場所・場面への男女共同

参画の促進を行う。
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【主な事業】

施 策 名 主要事業の概要 （○：市事業、◎：県事業 ）

公共交通機関の整備

旅客船・ﾌｪﾘｰの利便性の向上 ○高速旅客船・フェリーの利便性の向上

バス路線の維持 ○バスの運行支援

○バス路線の地域の実情に応じたサービスシステム

の構築

一体性のある公共交通体系の確保 ○高速旅客船・フェリーの運行に合わせたバスの運行

○島内公共交通ネットワークの構築

廃棄物処理対策の推進

廃棄物循環型社会の推進 ○分別収集の徹底

○ごみの減量化と資源化の推進

墓苑の整備

墓苑の整備 ○利便性を考慮した墓苑の整備

景観形成の推進

景観の保全・創造 ○自然景観、歴史・文化資源周辺の景観、街並み景

観等の保全・創造

防災・交通安全・防犯等の推進

(防災対策)

災害の未然防止と災害への備え ◎○急傾斜地崩壊対策

〔矢比津、北迫２号、脇田地区の推進、その他緊

急性の高い地区の危険解消に向けた取り組みを進

める〕

◎砂防対策

〔八幡川、その他緊急度の高い箇所から危険箇所

の解消を進める〕

◎高潮対策

○危険箇所の把握・点検及び周知

○緊急物資の確保・備蓄

防災教育等の充実 ○防災知識の普及及び防災教育、防災訓練等の推進

○自主防災組織の育成・支援

(消防対策)

消防体制の強化 ○消防体制の強化

○防火対策の強化

○消防署、消防屯所等の整備

消防施設の整備 ○防火水槽、消火栓及び消防機械器具等の整備

(交通安全対策)

交通安全施設の整備 ◎○交通安全施設整備

〔一般国道４８７号（高田・中町）、主要地方道

江田島大柿線（飛渡瀬）、主要地方道高田沖美江

田島線（飛渡瀬）〕

交通安全意識の啓発 ○交通安全知識の普及及び交通安全教育の徹底
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(防犯対策)

防犯対策の強化 ○防犯意識の普及・啓発

防犯環境の整備 ○相談窓口の設置

○防犯外灯などの防犯設備等の整備

コミュニティづくりの推進

コミュニティ意識の啓発及び ○コミュニティ意識の高揚・啓発

相互扶助意識の醸成 ○相互扶助意識の醸成

コミュニティ活動のための環 ○中核的役割を担うリーダーの養成や場の提供

境整備 ○コミュニティ施設の充実

○コミュニティ活動への支援

○地域の実情に応じた住民自治組織の構築

○住民自治組織による地域づくり計画の策定

人権対策・啓発の推進

だれもが生き生きと生活でき ○人権基本計画等の策定

る社会の実現

人権擁護施策の推進（各種支 ○相談事業や各種制度資金の活用

援の実施）

人権啓発の推進 ○多様な広報・啓発活動の展開

男女共同参画社会づくりの推進 ○男女共同参画社会づくりの推進
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５ 都市基盤の整備

① 都市環境の整備

○ 効率的な行政を推進するため、新市行政の中枢としての機能を備えた新庁

舎を整備する。

○ 江南・飛渡瀬地区においては、新市の中心地であることから、市民の様々

なニーズに効率的に対応し、住民生活の質の向上に資するためセンターゾー

ンにふさわしい施設の整備を進めていく。

○ 新市の個性を生かした居住環境を創造していくため、美しい海浜をはじめ

とした豊かな自然環境と新市の歴史・文化環境に調和した都市環境の整備を

図る。

○ 市民にやすらぎや憩いの場のある快適な居住環境を提供していくため、公

園・緑地などの整備を進めていく。

② 道路網の整備

○ 道路ネットワークの一層の改善を図り、合併による新市の一体性を高めて

いくため、津久茂架橋構想の推進や一般国道４８７号、主要地方道江田島大

柿線及び一般県道石風呂切串線などの整備をはじめとする、幹線道路網の形

成及びこれに連結する生活道の整備を促進する。また、将来的には主要地方

道高田沖美江田島線や一般県道大君深江線など島内周回道路整備を働き掛

け、全島的な生活交通ネットワークを形成していく。さらに、広島・松山ル

ート構想（その一部である広島湾架橋構想）の推進も視野に入れていく。

③ 港湾の整備

○ 新市の玄関口となる港湾の利便性を高めるため、港湾機能の整備を行って

いく。また、待合所の有効活用を図るため、市民が気軽に利用できる情報コ

ーナーや流通販売施設などを設置していく。

④ 住宅・宅地の整備

○ 若年層の定住環境を確保するとともに、主に広島市・呉市からの人口の流

入の促進及び公営住宅の老朽化に対応するため、良好な住環境を備えた住宅

・宅地の整備を進めていく。住宅の整備に当たっては、だれもが快適な住環

境を享受できるよう、バリアフリーの考え方に基づいた住宅の提供を推進す

るとともに、新市の優れた環境を生かした菜園付き住宅や情報通信基盤の整

えられた住宅など、付加価値の高い住宅の整備を進める。

⑤ 自然環境の保全と活用

○ 森林資源の保護・育成を図るため、造林・育林や保安林の適正な管理を推

進する。特に緑地環境保全地域については、環境保全に努める。

○ 採石については、産業経済活動において、その必要性は認めながらも、自

然環境の保全及び災害防止の見地からその抑制に努める。
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○ 豊かな漁場ともなる良好な海浜環境を維持していくため、海岸環境保全事

業の実施や、海浜・海底清掃や海に浮かぶごみの除去などに取り組む。特に

自然海浜保全地区においては、海浜公園などの整備を進め、自然海岸の活用

と調和を図る。

○ 自然環境の保全に対する意識を高めていくため、海辺の生き物調査団の充

実、自然教室や美化運動の実施、広報等により自然環境の保全の必要性につ

いての意識啓発に努める。

⑥ 河川の整備

○ 治水安全度の向上を図るため、河川の危険箇所の把握・点検を行い、自然

環境との調和を図りながら河川の改修を進めていく。

⑦ 水道施設の整備

○ 上水道事業は、江能広域事務組合により江能４町共同で行ってきたが、今

後はその業務を新市に移行し、さらに効率的に進めるため、下水道事業など

と併せ計画的に改修・整備を図る。

○ 上水の供給については、太田川を主な水源として使用している。安定した

給水を確保し、良質な上水供給を進めていくため、配水施設の計画的な整備

・更新を行っていく。

⑧ 生活排水処理施設の整備

○ 衛生的で快適な生活環境の享受と瀬戸内海の水質保全のため、地域特性に

応じて公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水処理施設及び浄

化槽の整備を段階的に進め、施設の適正な維持管理に努める。また、し尿処

理場の整備を進める。

○ 雨水排水処理対策については、ポンプ場の維持管理に努め、より効果的な

排水処理を行う。また、必要に応じて拡張などを図り、公共下水道（雨水対

策）などの未整備区域についても順次整備を進める。

○ 生活雑排水対策について市民の理解を得るため、広報・パンフレット等を

通じて啓発を行い、改善に向けた実践運動の普及に努める。

⑨ 情報・通信の整備

○ 高度情報化社会に対応して市域内での情報化を推進していくため、情報拠

点施設の整備を進める。庁舎内ＬＡＮの整備や学校や支所など相互の公共施

設を高速大容量ＬＡＮで結ぶ地域イントラネットの整備を促進する。

○ 地域イントラネットを利用して、各種の申請・届出や行政情報の提供等を

電子的に行う電子市役所を構築するとともに、即時性、双方向性を生かした

医療・福祉サービスの充実など、快適で安心な市民生活の実現に努める。

○ あらゆる世代の市民が情報化に対応できるよう、学校等のコンピューター

機器を利用した情報化（ＩＴ）教室などを開催していく。
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【主な事業】

施 策 名 主要事業の概要 （○：市事業、◎：県事業 ）

都市環境の整備

新市庁舎の整備 ○新市庁舎の整備

特色ある都市環境の整備 ○自然・歴史・文化環境に調和した都市環境の整備

公園・緑地の整備 ○公園・緑地の整備

道路網の整備

道路網の整備 ◎津久茂架橋構想の推進（調査・検討）

◎一般国道４８７号の整備

〔小用、小用～切串（調査）〕

◎主要地方道の整備

【江田島大柿線〔鷲部、江南〕、高田沖美江田島線

〔高祖、美能～是長（調査・検討）〕】

◎一般県道の整備

【石風呂切串線〔幸ノ浦、西沖（調査・検討）〕、

秋月飛渡瀬線〔江南〕、大君深江線〔深江新開〕、

深江柿浦線〔深江〕等】

○市道の整備

○生活道の整備

◎○道路のバリアフリー化

港湾の整備

港湾の整備 ◎○港湾の整備

〔小用港、中田港、鹿川港〕

〔三高港整備構想の具体化に取り組む〕

◎○港湾待合所及び駐車場の整備

住宅・宅地の整備

住宅・宅地の整備 ○住宅の整備

（菜園付き住宅、情報通信基盤の整えられた住宅等）

○宅地の整備

自然環境の保全と活用

森林資源の保護・育成 ○森林資源の適正な管理の推進と採石の抑制

海浜環境の維持・保全 ○海岸環境保全事業の実施

自然環境に対する意識啓発 ○自然環境に対する意識啓発

海岸保全 ◎海岸保全

〔鹿川港、大柿港、津久茂地区、内海地区〕

河川の整備

河川の改修 ○自然環境と調和のとれた河川の改修

水道施設の整備

上水道事業主体の移行 ○上水道事業の江能広域事務組合から新市への移行

安定給水と良質な上水供給 ○配水施設の計画的な整備・更新

への対応
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生活排水処理施設の整備

生活排水処理施設の整備 ○公共下水道の整備

○特定環境保全公共下水道の整備

○農業集落排水処理施設の整備

○都市下水路の整備

○し尿処理場の整備

○浄化槽の整備

ポンプ場の維持管理と効果 ○ポンプ場の維持管理と効果的な排水処理

的な排水処理

環境保全に対する意識啓発 ○環境保全に対する意識啓発と実践の普及

情報・通信の整備

情報通信基盤の整備 ○図書館(総合情報センター機能施設)の整備《再掲》

○地域イントラネット（高速大容量 LAN）の整備に
よる電子市役所の構築

情報化に対応できる人材の育 ○情報化（ＩＴ）教室の開催

成
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６ 連携・交流の促進

① 新市内の連携・交流の促進

○ 新市建設により新市の発展を期するとともに、地域住民の一体感を高める

ための起爆材となる合併記念イベントを開催する。

○ 新市の誕生で、従来の町の垣根が取り払われることにより、より一層市民

同士の交流が活発化するよう努める。

○ 市域内において継承されてきた伝統文化や祭りなど、地域独自の歴史・文

化が失われることのないよう、引き続き保存・継承に努める。

○ 新市の一体感の醸成と地域の振興を図るため、財政基盤となる合併市町村

振興基金を造成する。

② 広域的な連携・交流の促進

○ 新市ならではの資源である、沖野島周辺地域や瀬戸内海最大の無人島の大

黒神島、さらには国立江田島青年の家などを活用した長期自然体験学習など

を検討していくとともに、市民マラソンやフェスティバルなど地域資源を生

かしたイベントを開催していく。

○ 新市の魅力をインターネットなどにより情報発信し、広域的に新市のアピ

ールを行うことにより、新市の顧客づくり、ファンづくりを進め、定住も視

野に入れた交流に結びつけていく。

③ 新市のイメージアップを図る連携・交流の促進

○ 国内外の都市との交流や連携を図ることにより、新市の特色をアピールし、

さらにはイメージアップを図る。

また、国際的視野に立った住民・民間レベルでの相互理解を深め、都市と

の交流をはじめとした国際的な交流や連携を図ることにより、世界に開かれ

た新市づくりを進める。
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【主な事業】

施 策 名 主要事業の概要 （○：市事業、◎：県事業 ）

新市内の連携・交流の促進

合併記念事業の実施 ○合併記念イベントの実施

交流の活発化 ○新市内の交流の促進と一体的な結びつきの強化

○合併市町村振興基金の造成

広域的な連携・交流の促進

地域資源を生かした交 ○地域住民、交流事業者、ＮＰＯ、行政などが連携した交

流の推進 流事業振興のためのシステムの構築

○長期自然体験学習の検討

○観光カキ祭りの実施

○かきカキマラソン大会の実施

○ヒロシマMIKANマラソン大会の実施
○瀬戸内カップビーチバレー大会の実施

○古鷹山ウォーキングフェスティバルの実施

○砲台山ふれあいウォークの実施

○のうみグリーンウォークの実施

○さわやか健康ウォークインおおがきの実施

○潮干狩りイベントの実施

○その他各種イベントの実施

情報発信 ○インターネットなどを利用し、交流事業者などが連携し

た情報発信の仕組みづくり

新市のイメージアップを図る連携・交流の促進

世界に開かれた新市づ ○国内外の都市との姉妹都市縁組の検討等

くりの推進
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Ⅵ 長期的戦略

広島市では、宇品・出島地区の機能強化事業の伸展や都心のにぎわい事業とともに、新

交通ネットワークの出島地区延伸（南北線）などの計画がもたれており、その伸展が期待

される。

新市の長期的戦略としては、広島市の発展力との結合をより一層高めるとともに、海洋

環境などの特性を生かして、広島都市圏の中での固有の役割を担い、その存在感を高めて

いくことが重要であると考えられる。

○ 広島・松山ルート構想（その一部である広島湾架橋構想）の推進

広島湾架橋整備は、新市の広島都市圏との結節を飛躍的に高める基盤整備であ

り、出島沖～江田島間（架橋部分：出島～似島間２.１㎞、似島～江田島間１.４
㎞）をつなぐ構想である。本構想は、「広島ポートアイランド構想調査」(平成

５年度)等において検討が進められてきた。

「２１世紀の国土のグランドデザイン」(平成１０年、国土交通省)では、四国

との連携・交流を進める観点から、広島市・松山市の中枢拠点都市圏の連携強化

及びその機能の広域的活用のための交通体系について、長期的視点に立って検討

するとしており、広島・松山ルート構想の一部として、広島湾架橋構想を位置づ

け、今後、実現性の検討を進めていくものとする。

○ 江田島湾総合開発の推進

江田島湾総合開発は、新市の拠点形成を目指し、江田島湾奥部の開発構想であ

り、江田島湾総合開発構想検討委員会において検討が行われてきた。

本構想は、新市のセンターゾーンに位置し、新市の拠点形成にも大きな影響を

及ぼすことから、新市の建設状況をにらみつつ、実施の検討を進めていく。

○ 広域港湾物流機能整備の推進

広域港湾物流機能の整備は、今後の広島都市圏の国内外貿易貨物量の増加を想

定して、現在の港湾ふ頭をインナーハーバー化し、外貿物流などを能美島・倉橋

島に再配置する構想である。

対象地域である能美島南部地域は、現在採石が進められているが、主要航路か

ら近く、水深も２０ｍあり、採石後の土地（約９５ ha）の有効利用が求められて
いる地域である。

本構想は、「広島湾ベイエリア・ルネッサンス」（平成 7 年、広島湾地域総合開発調査検討委員会） にお
いて検討されているが、具体的には、「外貿コンテナターミナル及び総合輸入タ

ーミナル構想」「エネルギー基地及び建設関連資材流通基地」について、広島湾

内の他の地区とともに開発候補地の１つとして位置づけられている。

今後は国内外貿易貨物量の動向をにらみつつ、その実現性の検討を進めていく

ものとする。
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○ 新海洋都市機能、リゾート型住宅機能整備の推進

新海洋都市機能の整備は、江田島の北部及び江田島湾におけるプロジェクトで

あり、江田島北部については、都心臨海ゾーンからの産業機能の移転や、丘陵部

の眺望を生かしたコンベンションホール、アーバンリゾートなどの交流機能、商

業機能を備えたリゾート居住機能の整備、江田島湾については、島しょ部の都市

機能の集約化が位置づけられており、今後の土地需要動向をにらみながら実施検

討を進めていく。

リゾート型住宅機能整備は、能美島北西の臨海部などの緩やかな傾斜地におい

て、海への眺望を生かしたリゾート型住宅の開発を行うものであり、農用地区域

などとの調整を図りながら検討を進めていくものとする。

○ マリンスポーツ、自然体験型レクリエーション機能等の整備の推進

沖野島周辺地域や無人島である大黒神島においては、自然海岸や個性的な景観

を生かし、マリンスポーツや自然体験型レクリエーション機能等が位置づけられ

ており、周辺地域へのマリンスポーツやレクリエーション機能の受け皿としての

検討を進めていくものとする。



- 45 -

広島空港

R31
R487

ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ延伸
(南北線)

長期的戦略図

阿賀マリノポリス
・内貿ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ(-7.5m)
・マリーナ

海水・海藻を使った健康増進機能

海への眺望を活かした居住機能
(週末居住の場等)

44 298

297

36

36

300

121

299

津久茂架橋構想

広島市
都心部

広島駅

第２音戸大橋

（注）広島県総合交通計画に基づく平成40年までの道路・港湾事業等を基に長期的戦略をプロットしたもの

西風新都

坂地区開発

R487警固屋音戸バイパス

高規格幹線道路

地域高規格幹線道路

その他の主要道路

アストラムライン

一般有料道路

主要な海上交通の
高速化･増便

※ ○◎の中の数字は県道番号

広島市都心部より10ｋｍ圏

広島市都心部より15ｋｍ圏

供用中 事業中･計画中･
構想中

凡 例

五日市地区港湾整備
・多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ

ﾎﾟｰﾄﾙﾈｯｻﾝｽ２１事業
・国際ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ(-14m)
・ﾒｯｾｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ施設

広島湾架橋構想

広島・松山ルート構想
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Ⅶ 公共的施設の統合整備

公共的施設は、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮し、地域の特性や地域

間バランス、さらには財政事情等を考慮しながら、順次統合整備を図っていく。

統合整備の検討に当たっては、行財政運営の効率化、現公共施設の有効利用・相互利用

等を総合的に勘案し、住民サービスの低下を招かないよう十分配慮する。

特に、住民窓口サービスは電算システムのネットワーク化等により、必要な機能の整備

を行っていく。

Ⅷ 財政計画

新市における財政運営の指針として，普通会計ベース（公営企業会計以外の会計をま

とめたもの）で作成したものである。

平成１６年度から令和６年度までの２１年間について，歳入及び歳出の各項目ごと

に過去の実績や今後の経済情勢等を勘案して推計している。

１ 歳 入

(1) 地方税

現行の制度を基本とし，過去の実績，今後の人口推移等を踏まえて推計。

(2) 地方交付税

合併の特例（合併算定替）により推計。地方交付税全般の制度見直しを考慮した

減額を見込むとともに，合併特例債の交付税措置，新たに設置される福祉事務所の

交付税措置などを加算している。

(3) 国庫支出金，県支出金

建設事業に関するものは，新市建設計画の事業に見合う補助金額を見込み，その

他事業に関するものは，過去の実績をもとに推計。国の合併市町村補助金や県の合

併推進交付金を加算している。

(4) 地方債

新市建設計画の実施に伴い，合併特例債などの有利な地方債を活用して推計。

(5) その他

地方譲与税，各種交付金，使用料及び手数料等を，過去の実績等を踏まえて推計。

２ 歳 出

(1) 人件費

退職者の補充を抑制することによる一般職職員の人件費削減と，合併に伴う特別

職，議会議員，各種委員の減員を見込んで推計。

(2) 扶助費

高齢者福祉への対応を想定して一定の増加を見込むとともに，福祉事務所設置に

よる増加分を加算して推計。
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(3) 公債費

過去に借入れた地方債の償還見込額に，新市建設計画の実施に伴う新たな地方債

の借入れに関する償還見込額を加えて推計。

(4) 物件費

過去の実績をベースとして合併による節減効果を見込むとともに，福祉事務所設

置に伴う増加分，電算統合のための臨時的経費を加算して推計。

(5) 普通建設事業費

新市建設計画における建設事業の積み上げにより推計。

(6) その他

補助費，維持補修費，繰出金等を，現況及び過去の実績，合併に伴う制度調整な

どを考慮して推計。

＜歳 入＞ （単位：百万円）

区 分 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

地 方 税 2,653 2,673 2,758 3,067 3,092 2,937 2,861 2,826 2,719 2,657

地方交付税 6,151 6,481 6,281 6,059 6,265 6,378 6,749 6,951 6,848 7,006

国県支出金 2,060 2,616 1,809 2,297 2,304 3,852 2,757 2,790 1,988 2,595

地 方 債 2,220 4,049 1,049 1,077 1,313 1,511 1,397 959 1,218 1,888

そ の 他 5,355 3,490 2,440 2,935 1,911 2,153 2,479 2,227 2,412 2,262

歳入合計 18,439 19,309 14,337 15,435 14,885 16,831 16,243 15,753 15,185 16,408

区 分 26 27 28 29 30 元(31) 2 3 4 5

地 方 税 2,599 2,558 2,554 2,507 2,491 2,512 2,451 2,400 2,363 2,325

地方交付税 7,050 7,045 6,701 6,482 6,619 6,256 6,182 6,081 6,082 6,083

国県支出金 2,246 2,296 2,384 2,047 2,076 3,524 2,050 2,051 1,950 2,076

地 方 債 1,147 1,323 1,845 2,158 1,857 4,175 1,757 1,746 1,800 2,107

そ の 他 2,262 2,327 2,330 2,146 2,539 3,266 3,348 2,355 2,110 2,071

歳入合計 15,304 15,549 15,814 15,340 15,582 19,733 15,788 14,633 14,305 14,662

区 分 6

地 方 税 2,257

地方交付税 6,083

国県支出金 1,994

地 方 債 1,953
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そ の 他 2,060

歳入合計 14,347

＜歳 出＞ （単位：百万円）

区 分 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

人 件 費 4,364 4,181 3,897 3,766 3,772 3,609 3,533 3,589 3,477 3,185

扶 助 費 996 1,524 1,339 1,390 1,349 1,379 1,561 1,595 1,684 1,713

公 債 費 2,637 2,564 2,524 2,409 2,271 2,132 2,009 2,042 2,014 1,990

物 件 費 1,985 1,873 1,575 1,553 1,452 1,652 1,771 1,745 1,549 1,702

普 通 建 設
3,407 2,890 1,330 1,952 2,131 2,906 1,784 1,421 1,482 2,676

事 業 費

そ の 他 4,337 5,994 3,483 4,141 3,402 4,347 4,914 4,446 4,301 4,540

歳出合計 17,726 19,026 14,148 15,211 14,377 16,025 15,572 14,838 14,507 15,806

区 分 26 27 28 29 30 元(31) 2 3 4 5

人 件 費 3,073 3,107 3,128 3,136 3,160 3,338 3,509 3,417 3,347 3,297

扶 助 費 1,851 1,695 1,806 1,715 1,555 1,644 1,603 1,626 1,616 1,607

公 債 費 2,011 1,904 1,858 1,915 1,947 1,925 2,117 1,996 2,067 2,129

物 件 費 1,869 2,043 2,054 1,968 1,968 2,433 2,087 1,925 1,822 1,755

普 通 建 設
1,728 1,656 2,681 1,887 4,450 1,858 1,966 1,809 2,308

事 業 費
2,353

そ の 他 4,307 4,385 4,223 3,742 4,558 5,943 4,614 3,703 3,644 3,566

歳出合計 14,839 14,790 15,422 15,157 15,075 19,733 15,788 14,633 14,305 14,662

区 分 6

人 件 費 3,261

扶 助 費 1,598

公 債 費 2,089

物 件 費 1,724

普 通 建 設
2,140

事 業 費

そ の 他 3,535

歳出合計 14,347

※ 歳入・歳出とも平成１６年度から平成３０年度までは決算額,令和元年度以降は
計画額


