
重要度 満足度 散布図 現状と課題 施策の方向 主な取組

学校教育の内
容（小中学校）

80.0 58.0 Ａ

平成25 年度「基礎・基本」定着状況調査結果においては，すべて平
均通過率60％（広島県の設定基準）を超えていますが，広島県平均
よりも低い教科，領域があることから，課題等を詳細に把握し，対応
する必要があります。

学力調査，体力・運動能力調査などの結果を分析し，授業改善等を
行うことにより，生きる力である「確かな学力」「豊かな心」「健やかな
体」をバランスよく育成し，その水準を向上させます。

○学力の定着・向上 ○豊かな心を育む教育の
推進 ○体験活動の推進 ○食育の推進
○国際教育の推進 ○キャリア教育の推進
等

学校と地域・
家庭との信頼
関係

79.6 57.4 Ａ

児童・生徒の生きる力を育むためには，地域や学校の実態に応じ，
家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深
める必要があります。そのためには，各学校の教育方針や特色ある
教育活動，児童・生徒の状況などについて家庭や地域の人々に説
明し，理解や協力を求めたり，家庭や地域の人々の学校運営などに
対する意見を的確に把握し，自校の教育活動に生かしたりすることが
求められています。

組織的な学校体制のもとで，質の高い教師を育成するとともに，地域
に開かれた学校づくりを進め，学校・家庭・地域の連携により個性豊
かで信頼される学校を目指します。

○教職員の資質・指導力の向上 ○中高連携
の充実 ○開かれた学校づくりの推進 ○通学
における安全対策　　等

学校施設の整
備

72.0 59.1 Ｂ

児童・生徒数が減少する中，学校規模の適正化（学校再編）を図り
ながら，児童・生徒がいきいきと学び，活動することのできる個性豊か
な学校づくりを進めるとともに，安全・安心な環境を確保していく必要
があります。

計画的に施設・設備の整備を行うとともに，児童・生徒の安全の確保
と，いきいきと学び，活動できる学校づくりを進めます。

○学校施設の耐震化 ○学校施設・設備の管
理・整備　　○情報機器整備

生涯学習活動
の支援

68.5 57.6 Ｂ
江田島市の生涯学習活動をみると，公民館，図書館などにおいて
様々な活動が行われていますが，一方で，参加者が限られているこ
と，若い世代が少ないことなどが指摘されます。

市民ニーズにあった公民館講座の充実，市美術展や文化芸術フェ
スタなどの充実を図るとともに，児童や青少年の居場所づくり，体験
学習などの機会の確保・充実に取り組みます。

○公民館学習支援や交流機会の提供 ○図書
館サービスの推進 ○青少年芸術鑑賞の推進
○文化芸術フェスタの開催 ○放課後児童クラ
ブの推進　　等

社会教育施設
の整備

65.7 57.3 Ｂ

江田島市には，生涯学習を支える施設などが多数ありますが，類似
した施設が近隣に立地しているケースがあることや施設の老朽化など
が指摘されます。公共施設の役割分担や連携など検討しながら，再
編・整備や有効活用に取り組んでいく必要があります。

生涯学習の活動拠点となっている施設の計画的な改修・修繕や有
効活用を進めるとともに，社会教育施設などの再編・整備について検
討します。

○社会教育施設の修繕

伝統文化・文
化財の保護

67.4 57.8 Ｂ

江田島市には，数多くの歴史遺産や美しい風景が息づき，伝統行事
などが継承されていますが，こうした歴史遺産などが十分生かされて
いない面があったり，保存・活用が難しくなったりしている現状がありま
す。

市民の文化財についての興味や関心を高めるとともに，文化財指定
の調査・研究を推進します。学びの館及び大柿地区歴史資料館（灘
尾記念文庫）などの利用者数の増加を目指し，展示内容の充実や
企画展の開催，積極的な広報などに努めます。

○優れた文化・伝統文化の保存・継承の推進
○学びの館の活性化 ○大柿地区歴史資料館
（灘尾記念文庫）の活性化　　等

スポーツ・レクリ
エーションの普
及・振興

64.8 56.3 Ｂ

江田島市では，平成22年に総合型地域スポーツクラブが設立され
ました。また，社会体育施設だけでなく，海と島の特色を生かした屋
外におけるスポーツ・レクリエーションの環境を備えています。

各種スポーツ大会において，体力づくりや健康づくりの普及・推進を
図るとともに，総合型地域スポーツクラブの充実に努めます。サイクリ
ングやマリンスポーツなど，海と島の特色を生かしたスポーツ・レクリ
エーションの普及・推進に取り組み，観光資源としても活用します。

○市民スポーツの振興 ○ヒロシマＭＩＫＡＮマラ
ソン大会の開催　　○かきカキマラソン大会の開催

社会体育施設
の整備

63.6 55.8 Ｂ
江田島市には，スポーツセンターや武道館，体育館など，スポーツ・
レクリエーション施設が多数立地していますが，施設の老朽化や立地
的な偏りなどが指摘されます。

スポーツ施設・備品の老朽化等の現状を踏まえ，計画的な改修・修
繕や有効活用を進めるとともに，スポーツ施設などの再編・整備につ
いて検討します。

○スポーツ施設の整備
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重要度 満足度 散布図 現状と課題 施策の方向 主な取組

農林業の生産
基盤の整備

71.2 52.2 Ｄ
江田島市の農林業の生産基盤は，傾斜地の多い地形条件から，大
きく制約されていますが，一方で，温暖な気象条件や土壌などは，か
んきつ類や花卉などの栽培に適した条件となっています。

農業用水の確保，農道や用水路の整備，農業生産整備の近代化
支援などに取り組むとともに，有害鳥獣による農地被害対策，農地の
有効活用と荒廃防止等に努めます。

○畑地帯の総合整備 ○農地海岸保全施設の
整備 ○農道の整備 ○農地流動化の促進
○有害鳥獣被害対策 ○農業機械・整備の近
代化の支援　　等

農林業の後継
者・担い手の
育成

75.0 49.1 Ｃ
総農家数は減少を続けており，農業の担い手の減少や高齢化が進
んでいますが，一方で，高品質の農産物を栽培・販売する担い手も
育っています。

農業後継者の育成や認定農業者制度の活用を進めるとともに，地域
営農集団や中核農家の育成，さらには異業種参入も含めた農業生
産法人化を誘導します。

○新規就農支援対策の推進 ○農業後継者の
確保・育成 ○認定農業者制度の活用 ○中
核農家，農業生産法人の育成

農林産物の高
付加価値化・
ブランド化

70.4 51.1 Ｄ

江田島市の代表的な農産物として，かんきつ類，花き，野菜があり，
一次産品の加工品も特産品になっています。また，近年においては，
オリーブ事業にも取り組み，江田島オリーブのブランド化を目指してい
ます。

都市近郊型農業による産地化を進め，果樹・花卉，野菜の生産性の
向上，特産品の開発と６次産業の展開などに取り組みます。また，荒
廃農地の活用及び特産品の開発を合わせたオリーブの島・江田島を
創造し，江田島市のイメージアップに努めます。

○評判の高い産地づくり ○出荷体制の強化，
直売施設の整備 ○農産物の安値への対応
○オリーブ栽培等の振興

水産業の生産
基盤の整備

69.8 54.3 Ｂ

江田島市には“里海”を代表する海域があり，多くのかき筏が固有の
風景にもなっています。また，数多くの漁港が整備されているととも
に，漁場環境の改善や水産資源の維持・増殖などに取り組んできて
います。

漁場環境の改善に取り組むとともに，魚礁や築いその設置など漁業
生産基盤や漁港の整備，水産種苗の放流による水産資源の維持・
増殖などを図り，「つくり育てる漁業」を推進します。

○漁場環境の改善 ○漁港・漁業近代化施設
等の整備　　○特定魚種資源適正管理　　等

水産業の後継
者・担い手の
育成

72.6 51.5 Ｃ
江田島市の水産業，特にかき養殖は基幹産業として，地域経済を支
え，雇用の場を提供していますが，担い手の不足や高齢化などが指
摘されています。

持続的に水産業を振興するため，漁業経営の安定化と担い手育成
などに取り組みます。

○担い手育成・後継者の確保及び活動推進
○漁業経営の安定化の支援

水産物の高付
加価値化・ブラ
ンド化

70.1 53.7 Ｄ
江田島市は，質・量とも日本一を誇る広島県における代表的なかき
の産地です。一方，水産物の鮮度保持や漁獲物の品揃えに対処し，
効率的・効果的に出荷する必要があります。

かき，地魚の付加価値を高め，ブランドを確立するため，集荷システ
ムや輸送システムを構築するとともに，鮮度保持はもとより，鮮魚の
集積や輸送等に耐えうる施設も含めて検討し，消費者の信頼とニー
ズに応じた取組を進めます。

○特定魚種資源適正管理 ○特産品づくりの促
進　　○流通・販売体制の強化

企業誘致の推
進

74.0 46.3 Ｃ
江田島市では企業誘致を促進するために企業立地奨励制度を設け
ており，内容についても充実させてきましたが，立地条件など様々な
要因から，奨励制度を適用する立地の実現は難しい状況です。

市内において雇用の場を確保し，若者等の流出の抑制とＵＩターンの
促進を目指すため，奨励制度の情報発信を充実させ，企業立地の
促進を図ります。

○企業立地の奨励

創業・起業へ
の支援

71.3 49.0 Ｄ
創業・起業支援について，現在は商工会を通じた支援に留まってい
ます。市内事業者の高齢化や後継者不足等を背景に，空き店舗等
が増加しつつあります。

各種支援制度等の活用を進めるとともに，空き店舗等の流動化を促
進させるなど，創業・起業者への支援を図ります。

○空き店舗への出店支援

地場産業への
支援

72.7 50.5 Ｃ
江田島市市の商工業は，そのほとんどが小規模の商店や事業所で
あり，人口の減少や景気の低迷等により厳しい経営を強いられていま
す。

商工会への支援を通じて中小事業者の経営改善を促進するととも
に，中小事業者が融資を受けた際の補助金の交付について，制度の
周知を図ります。

○商工会の支援 ○中小企業振興資金による
助成

労働者福祉の
向上

74.0 50.9 Ｃ

ハローワークの求人情報を市内各所に配布するなど情報提供を行っ
ていますが，本市においてはハローワーク呉に所管が１本化されたこ
ともあり，今後はそことの連携を図りながら，市内企業の就職相談会
などに取り組む必要があります。

ハローワーク呉との連携や庁内の就労等に関する情報の共有化を図
りながら，市内での就職相談会の開催や緊急的な雇用の確保など，
労働者福祉の向上に努めます。

○就職相談会の開催 ○緊急雇用創出への対
応 ○労働金庫預託金による生活資金融資へ
の対応

観光資源の発
掘・魅力づくり

74.7 49.7 Ｃ
江田島市には，歴史文化や自然，食をはじめ多彩な観光資源などが
ありますが，その中には，あまり知られていないものもあります。

江田島市ならではの観光資源の発掘・魅力づくりを進めるため，自然
や食を活用したイベント開催や“おもてなし”の力を高めていくととも
に，島特有の立地や自然を生かした体験メニューの開発を行いま
す。

○観光ボランティアの養成 ○観光イベントの支
援　　○観光体験メニューの開発推進

宿泊・観光施
設の整備

73.7 46.7 Ｃ
サイクリング客用の案内板が未整備で，登山客用の表示等は老朽化
しており，宿泊関連施設についても老朽化が進み，機器等の改修が
必要となっています。

安全・快適に市内観光ができるよう，観光案内板の整備など観光情
報の提供を充実させるとともに，サイクリング客の無料休憩場所の確
保，飲料水やメンテナンス工具等を備えたサービスの提供，市民との
交流促進に努めます。宿泊関連施設については，利用客へのサービ
スを維持するための修繕等を行いながら，これからの施設整備方針
を策定し，それに基づいて対応していきます。

○観光案内板の作成 ○サイクルステーション
の整備 ○宿泊施設の整備 ○能美海上ロッ
ジ整備方針の検討
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農林業
の振興

～高品質のフルー
ツ・フラワー，野菜，
そしてオリーブの栽
培と６次産業化が
進み，多彩な江田
島ブランドが育って

います～

水産業
の振興

～かきや地魚の付
加価値と知名度が
高まり，販路も広が
り，魚介類と料理を
目的に江田島市を
訪れる人が増えて

います～

商工業
の振興

～商工業が元気に
営まれ，市内に働く
場が確保され，買い
物等の生活も支え
られています～

観光
の振興

～総観光客数100
万人を達成し，観光
が基幹産業となり，
多様な交流が生ま
れています～

2 ページ



重要度 満足度 散布図 現状と課題 施策の方向 主な取組

子 育 て 支 援
サービスの充
実

75.3 56.7 Ａ
核家族化や働く女性の増加，コミュニティの変化などを背景に，市民
の子育て支援ニーズは多様化しています。

地域全体で親子を見守り，安心して子どもを産み，育てることができ
る環境整備を行い，子育て家庭等の子育てに対する不安の解消を
図ります。また，児童虐待及びＤＶをはじめとする家庭問題に対して
は，迅速かつ的確に対応できる体制を強化します。

○子育て支援センターの運営 ○児童虐待への
対策　　○ひとり親家庭等への自立支援

保育園・児童
館等の整備

73.7 56.9 Ａ

子ども・子育て支援法の制定や関連する法律の改正などが行われ，
これらに対応した取組が市町村に求められています。また，江田島
市の保育園・児童館などの施設の多くは，昭和50年代の建物であ
り，老朽化・耐震化対策は喫緊の課題となっています。

老朽化が著しい施設の整理統合等の再編・整備を図るとともに，長
寿命化・耐震化対策を計画的に実施します。また，施設の再編・整
備に合わせ，子育て支援サービス等の拡充を図り，「子ども達が住み
やすい，親が子育てしやすい環境」をハード・ソフトの両面から支援し
ます。

○保育園の管理運営 ○児童館の管理運営
○保育園給食センターの運営

保健・健康づく
りサービスの充
実

71.9 57.1 Ｂ
高齢化や生活習慣の変化により，疾病全体に占める生活習慣病の
割合が約５割を占めています。また，市民１人当たり医療費は，県内
23市町でワースト4位（平成24年度国保）となっています。

糖尿病や高血圧疾患等の生活習慣病の予防に努め，健康寿命の
延伸と生活の質の向上を図るため，市民一人ひとりの主体的な健康
づくりを推進します。

○健康増進の支援 ○食育の推進 ○母子
保健の充実 ○妊婦・乳幼児健康診査の実施
○生活習慣病・がん健診の充実 ○予防接種
の実施　　○感染症対策の強化　　等

医療機関の充
実

81.5 51.1 Ｃ
医師の高齢化や開業医の引退，小児科をはじめとする病院勤務医
の減少などにより，救急医療体制の当（輪）番が組みにくい状況にあり
ます。

医療サービスを適切に受けることができるよう，地元の医師会や呉市
との連携の強化を図るとともに，一次及び二次・三次救急医療体制
の確保に努めます。

○救急医療体制の確保 ○在宅当番医制によ
る医療体制の確保

高 齢 者 福 祉
サービスの充
実

77.2 54.8 Ａ
人口が減少する一方で，高齢化は顕著に進んでおり，家庭や地域に
おいて，要援護高齢者等を支える機能が弱まっていくことが懸念され
ます。

高齢者等が自立して生き生きと日常生活が送れるよう，福祉サービ
スを必要とする高齢者等に対して，配食サービスや訪問介護員の派
遣，日常生活用具の給付，在宅で介護している家族の支援などに取
り組むとともに，地域における包括的・継続的なマネジメントの強化，
及び高齢者の能力活用と社会参加の促進を図ります。

○ひとり暮らし老人等への緊急通報システムの整
備 ○老人クラブの支援 ○高齢者の能力活
用（シルバー人材センター） ○成年後見制度の
利用支援　等

介護サービス
の充実

77.5 55.3 Ａ
人口減少が続く一方で，高齢化率は高まり，介護給付費は年々増加
しており，介護サービスの充実と合わせて，介護予防を推進する必要
があります。

介護保険事業の円滑な運営を図るとともに，住まい・医療・介護・福
祉・介護予防・生活支援が一体化に提供される仕組みづくり（地域包
括ケアシステムの構築）を目指します。

○地域包括ケアの意識啓発 ○介護予防の推
進（啓発，一次予防，二次予防） ○医療・介
護・福祉のお役立ちマップの作成 ○自立支援
型グループホームによるサービス提供 ○居宅
サービスの充実　　○地域密着型サービスの充実

高齢者福祉・
介護施設の整
備

77.6 54.0 Ｃ
地域における支えあいの取組を進めながら，生活支援や介護の充実
と合わせて，一人一人の能力や健康状態等に応じた社会参加の促
進，多様な交流の場と機会の確保が求められます。

高齢者等が地域で生きがいのある生活を送れるよう，交流の場の確
保・充実に取り組みます。

○老人集会所の維持管理

障 害 者 福 祉
サービスの充
実

75.0 55.3 Ａ

江田島市には，相談支援事業所が１か所しかなく，相談窓口が不足
しており，障害特性に応じた情報提供が十分に行えているとはいえな
い状況があります。障害者が住み慣れた地域で，生活が営めるよう
にすることが求められます。

障害福祉に関する情報提供や情報特性に応じた相談を身近な場所
で受けられるよう，市内の各種法人に知的，精神など障害別の相談
窓口を増やすとともに，障害者が社会的自立を図れるよう就労支援
を行います。併せて就労施設に通所することができない障害者の日
中活動の場の確保に努めます。

○相談支援の充実

障害者福祉施
設の整備

74.2 55.3 Ａ
江田島市には，就労支援Ａ型や就労移行事業所が立地しておらず，
障害者の就労ニーズへの対応が十分とはいえません。

就労支援Ａ型や就労移行事業所が市内にないため，市の空き施設
利用誘致などにより開所を支援します。

○施設整備（就労支援:未利用公共施設（空き施
設）の活用など）

セーフティネッ
トの確保

71.2 55.7 Ｂ

社会・経済情勢の変化や雇用・失業情勢の悪化から，生活困窮に陥
り，社会保障制度や労働保険制度といった「第１のセーフティネット」
では救済できない生活困窮者が増加しており，全国的に生活保護に
至るケースが全国的に増加しています。

生活困窮者に対し，自立相談支援事業，住居確保給付金の支給等
を行うなど，生活を維持することができなくなる恐れのある者を対象に
支援を行います。

○生活困窮者の自立支援（自立相談支援，住居
確保給付金の支給） ○就労における自立促進
等

地域福祉・ボラ
ンティアの推進

71.6 55.5 Ｂ
江田島市においては，高齢者や児童などへの虐待や孤立死の問
題，災害時に支援が必要な方への対応など，様々な生活課題が顕
在化しています。

地域における様々な生活課題を解決するため，高齢者等の見守り活
動などの取組を，地域住民と行政が一体となって推進します。また，
災害時の要支援者に対する救護や避難支援を行う災害時ボラン
ティアの育成と組織化を地域住民や社会福祉法人等と行政が一体
となって推進します。

○見守りによる安心生活の創造

福
祉
・
健
康
～
健
康
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち

子育て環境
の充実

～子育て支援を充
実し，子どもが生き
生きと健やかに育つ
環境を整備します

～

保健・医療
の充実

～医療機関等の連
携体制が強化さ
れ，必要な医療
サービスを安心して
受けることができま

す～

高齢者福祉・
介護の充実
～支援や介護の必
要な高齢者等が，
地域で安心して生
活できる環境が整っ

ています～

障害者福祉
の充実

～障害者が住み慣
れた地域で必要な
サービスを受け，自
立した生活を送る環
境が整っています

～

社会福祉
の充実

～支えあい，助けあ
う地域社会が築か
れています～
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重要度 満足度 散布図 現状と課題 施策の方向 主な取組

人権尊重の社
会づくり

69.2 58.0 Ｂ
依然として偏見や差別意識などによる人権問題が見受けられ，市民
一人ひとりが人権問題の現状と課題を正しく理解することが求められ
ます。

啓発，教育などを通じて市民一人一人が人権に関する現状と課題を
正しく理解できるようにするとともに，学習や交流などの場の整備・充
実を図ります。

○街頭キャンペーン等による人権啓発 ○
ヒューマンフェスタ江田島の実施 ○大柿厚生
文化センターの大規模改修 ○人権啓発映画
の上映　　等

男女共同参画
の推進

66.2 57.9 Ｂ
性別によって役割を固定化する意識が今なお根強く存在しており，男
女が共に認め合い，能力を発揮できる男女共同参画社会の実現へ
向けた取組を推進する必要があります。

これまでの施策・事業の実施状況の把握と検証を行い，今後の取組
を方向づけるとともに，広報・啓発や学習機会の確保，家庭・職場・
地域における男女共同参画の促進，あらゆる暴力の根絶などに取り
組みます。

○男女共同参画社会の推進（啓発活動，セミ
ナーなど） ○第２次男女共同参画基本計画の
策定

公衆衛生の確
保・環境美化

72.3 54.4 Ｂ

江田島市公衆衛生推進協議会を中心に，環境と健康をコミュニティ
で守るための実践活動を行っています。近年においては，「脱温暖化
（地球温暖化対策のライフスタイルづくり）」などが重点的な課題と
なっています。

環境衛生・環境美化意識を高めるための啓発を進めるとともに，地域
における公衆衛生・環境美化の取組を促進します。

○江田島市公衆衛生推進協議会の活動の支援
○不法投棄防止対策

ゴミ対策・リサ
イクルの推進

73.8 57.3 Ａ
私たち一人ひとりが「もったいない」の精神のもと，５Ｒを推進し，資源
を上手に循環させることが求められています。

ゴミ排出抑制・減量化及びリサイクルを推進し，循環型社会を形成す
るため，各種団体等と連携した事業を進めます。

○資源類の回収 ○生ゴミ処理機の設置促進
○樹木剪定枝葉のチップ化 ○リサイクル協力
団体の支援　等

地球温暖化対
策

72.9 53.5 Ｃ

地球温暖化は，地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり，
農作物の収穫量の減少や品質低下，高潮や台風等による被害の増
加・甚大化，熱中症や感染症の増加による健康への影響など，多岐
にわたる問題が指摘されています。

太陽光発電システム等の設置の促進や省エネ・節電対策の推進な
ど，技術革新等を踏まえながら，地球温暖化対策に取り組みます。

○太陽光発電補助制度の普及

自然環境の保
全

74.3 53.6 Ｃ

江田島市は，多島美の瀬戸内海に位置し，大奈佐美島や絵の島は
瀬戸内海国立公園に指定されています。こうした自然環境を守り生
かし，市民生活の豊かさや地域の誇りとしていくとともに，次代に引き
継ぐことが求められます。

自然と人が仲良く共生できる島を目指し，優れた自然環境や生物多
様性の保全に取り組むとともに，自然とのふれあいの場や機会の確
保を図ります。

○合併浄化槽設置の促進（補助）

生
活
・
環
境
～
生
活
と
環
境
を
守
り
，
高
め
る
ま
ち

人権尊重と
男女共同
参画の推進
～男女が共に認め
合い，能力を発揮で
きる社会が築かれ
ています～

公衆衛生
の確保

～地域ぐるみで５Ｒ
と美しい生活環境づ
くりの取組が進んで

います～

自然環境
の保全

～恵まれた美しい
自然や海が守られ，
環境にやさしい取組
が市民に浸透してい

ます～
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重要度 満足度 散布図 現状と課題 施策の方向 主な取組

大規模災害等
に備えた危機
管理体制の構
築

80.3 51.1 Ｃ

江田島市は，大潮の満潮時に水面レベルより下となる地帯があり，山
側には風化花崗岩が厚く分布し，集中豪雨等における土砂崩れなど
が心配されます。また，南海トラフ巨大地震等の大規模災害の発生
も予想されています。

災害対策本部を中心とした危機管理体制の構築，情報収集体制の
強化，住民の確実な避難等，災害対応能力の向上を目指し，各種
事業を実施します。

○地域防災計画等の見直し ○災害時応援協
定の推進 ○総合防災訓練の実施 ○防災
資機材の整備　　等

地域防災活動
への支援

76.5 53.8 Ｃ
災害が発生した場合，行政だけの対応では限りがあり，市民各自が
防災意識を持ち，地域の人たちと協力して災害に強いまちづくりを行
う必要があります。

「減災」の考え方を市民に周知するとともに，「自助」，「共助」，「公
助」の適切な役割分担に基づく防災協働社会の実現を目指し，自主
防災組織の育成及び地域住民への各種訓練や出前講座などにより
防災情報を提供し，地域防災活動への支援を行い地域防災力の向
上を目指します。

○地域防災リーダーの養成 ○防災意識の啓
発　　○地域防災活動支援

避難所等の整
備

78.3 51.7 Ｃ
災害が発生した場合，安全に避難し，避難生活に適切に対応できる
環境の確保が必要で，要配慮者や性別，プライバシー等への配慮も
求められます。

要配慮者，男女のニーズの違い等男女双方の視点，プライバシーの
確保等に配慮し，避難所設備の充実と改善を行います。また，大規
模災害による交通手段の途絶に備え，備蓄品の分散備蓄を進めま
す。

○災害用備蓄品の整備 ○避難所の環境整備
○防災倉庫の整備

消防体制の充
実・強化

76.7 57.8 Ａ

近年，日本各地において大規模な災害が発生しており，南海トラフ巨
大地震による被害も想定されています。消防の使命でもある市民の
安全・安心を守っていくためには，将来を見据えた消防体制づくりが
必要不可欠であり，複雑多様化する災害に対応できる人材育成及
び資機材等の整備を推進していく必要があります。

各種災害に対応するため，消防本部及び消防団の消防車両，各種
災害対応資機材及び防災拠点施設等の更新・整備を図るとともに，
消防職団員の人材育成に向け教育・訓練を強化し，災害活動能力
の向上に努めます。

○消防職・団員の災害対応能力向上のための人
材育成 ○消防本部・消防団の車両及び資機
材等の更新整備並びに維持管理 ○消防通信体
制の充実強化と通信機器の維持管理 ○防災
拠点施設の機能充実と整備　　等

救急体制の充
実・強化

78.2 57.2 Ａ

江田島市においては，現在，救急搬送は高齢者が全体の７割強，ま
た，傷病程度は中等症以上が全体の５割を占め，今後も高齢者から
の救急要請は増加することが予想されるとともに，より高度な救急応
急処置が求められています。

計画的な車両更新及び救急資機材の更新・整備を行い，更には救
急救命士の養成と救急隊員の育成強化により，救命率の向上と救
急体制の充実・強化に努めます。

○救急体制の機能充実と車両及び救急資機材
等の整備 ○高度化する救急業務に対応する
ための人材育成（消防体制の充実・強化の人材
育成に含む）

火災予防の推
進

74.8 57.5 Ａ

高齢化の進展により，高齢者の安全を確保する体制づくりが重要と
なっています。また，火災原因の多数を占めるたき火などの不注意に
よる火災の撲滅を図るため，更なる防火意識の高揚と火災予防の普
及啓発が必要となります。

高齢者世帯への防火訪問指導や地域の特性に合わせた防火指導
を実施するとともに，市民への火災予防思想の普及ための広報活動
及び出前講座を実施します。また，事業所等への予防査察の充実
強化を図り，職域及び地域の消防力強化を推進します。

○高齢者世帯防火訪問及び地域防火指導の実
施 ○火災予防思想普及のための広報活動及
び出前講座の実施 ○予防査察の充実・強化
○職域・地域の消防力強化の推進

防犯・交通安
全の確保

76.0 56.2 Ａ

江田島市内の刑法犯認知件数は，平成14年をピークに半減してい
るものの，平成23年度からは若干増加傾向です。交通安全対策に
ついては，特に子ども・高齢者等の交通弱者の安全確保に留意する
必要があります。

警察をはじめ関係機関との連携を強化しながら，市民の防犯意識の
高揚及び防犯対策施設整備の充実を図るとともに，交通安全思想を
普及し，特に子ども・高齢者の交通弱者の安全の確保に市民と行政
が一体となって取り組みます。

○防犯外灯のＬＥＤ化 ○防犯カメラの設置
○防犯パトロール，啓発活動の推進 ○交通安
全意識の啓発

消費者行政の
充実

71.4 56.0 Ｂ

消費者の安全・安心を脅かす製品事故や偽装，悪質商法などが社
会問題となっており，また，商品・サービスの多様化やインターネットを
利用した商取引など，消費者を取り巻く環境は，急速に変化し，か
つ，複雑化しています。

消費者被害の防止に向けた講座の開催や啓発活動に取り組むととも
に，今後とも消費者生活相談窓口を設け，相談体制の充実に努めま
す。

○消費生活相談の充実 ○消費生活に関わる
情報提供と啓発

安
全
・
安
心
～

災
害
に
強
く
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち

大規模
災害時の
危機管理

～自助・共助・公助
を基本とした大規模
災害等に備えた危
機管理体制ができ
ています～

総合的な
消防体制の
充実・強化
～消防・救急体制
や地域の防災力が
向上し，安全・安心
な環境が整っていま

す～

暮らしの
安全の確保
～地域ぐるみで防
犯や交通安全，消
費者保護などに取り
組み，安全・安心な
まちが築かれていま

す～
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重要度 満足度 散布図 現状と課題 施策の方向 主な取組

道路の整備 72.6 53.0 Ｃ
道路については，市内外との連絡強化による市民生活や産業活動，
観光・交流の利便性の向上などとともに，サイクリング客の増加への
対応が求められています。

市内外との連絡強化を図るため，国道や県道及びそれに接続する
ネットワークを形成する市道の整備を進めるとともに，サイクリングロー
ドの整備により，交流人口の増加を目指します。また，老朽化した橋
梁等の計画的な補修を行い，施設の長寿命化を図ります。

○市道の改良　　○サイクリングロードの整備　　○
橋梁の長寿命化（補修）　　○法定外公共物（里
道）の改修の補助　　○アダプト活動の支援　○国
道・県道の改良促進

港湾・漁港の
整備

65.2 58.9 Ｂ
港湾・漁港については，市民の通勤・通学や観光・物流・漁業振興を
支える重要な基盤施設であり，計画的な整備と適切な管理・運営が
必要です。

市民の通勤・通学や観光・物流・漁業振興を支えるため，港湾・漁港
の計画的な整備や適切な管理・運営を行うとともに，施設の長寿命
化を図ります。

○港湾・漁港の長寿命化（補修） ○港湾の改
良・整備（県事業：負担金）

防災対策（河
川・急傾斜地）

74.2 54.1 Ｃ
市街地等の浸水防止のための雨水ポンプ場施設は，老朽化が進み
主要な設備，機器の更新・整備が急務となっています。

砂防や急傾斜地の整備，高潮対策等を計画的に実施するととに，雨
水ポンプ場施設の長寿命化計画を策定し，予防的な機器の更新，
整備を図ります。

○砂防ダム・流路の整備 ○生活排水路の整備
○急傾斜地の崩壊対策 ○護岸・消波ブロック
等の整備　　○雨水ポンプ場の長寿命化　　等

上水道の整備 71.1 60.2 Ｂ
水道施設が老朽化しており，施設の耐震化が喫緊の課題となってお
り，その整備に向け，様々な制度の活用など財源の確保に努める必
要があります。

緊急度の高い水道施設を優先して整備するなど，限られた予算の中
で施設の耐震化などを進めます。

○重要給水施設の配水管の耐震化 ○浄水場
消毒設備の更新 ○配水管理センター計装盤
の整備 ○第二配水池の築造 ○配水管の整
備　　○海底管の布設　　等

下水道の整備 70.3 56.5 Ｂ
下水道整備には多額の経費と時間を要するため，市民の要望に対し
て整備が追いついていないことから，将来を見据え情勢変化に応じた
整備手法の検討などが必要です。

今後とも計画的に下水道の整備と水洗化を進めるとともに，老朽化し
た下水道処理施設の長寿命化対策を実施し，効率的な下水道事業
の運営と経営の安定化を図ります。

○公共下水道の整備 ○下水処理施設の長寿
命化　　等

住宅・住環境
の整備

68.1 57.0 Ｂ

居住ニーズが多様化している一方で，人口減少による空き家の増加
や管理不全による廃屋化など，住環境への悪影響が懸念されていま
す。また，民間住宅の耐震化率は，県内平均と比較して非常に低く
なっています。

市営住宅の建て替えや既存ストックの長寿命化等を図るとともに，民
間住宅については危険家屋の除却，木造住宅の耐震診断や耐震改
修を促進します。

○市営住宅の整備 ○危険家屋除却の促進
○木造住宅の耐震診断の促進 ○木造住宅耐
震改修の促進　　等

公園緑地の整
備

64.0 55.4 Ｂ
人口の減少などに伴い，利用度の低い公園が増えており，その結
果，管理面での負担が増加しています。

地域への公園管理の委託を進めるとともに，公園全体の見直しを行
い，配置を含めて存廃についても検討を行います。

○市民参加型公園管理の推進 ○公園緑地再
編計画の策定　　○公園の整備・更新

計画的な土地
利用

69.7 51.1 Ｄ
土地利用の現状は，密集した市街地や集落地及びその中での空き
家の増加，低・未利用地の存在，耕作放棄地の拡大などの問題点
があります。

都市計画マスタープランを基軸に，適切な規制・誘導を行い，都市
的土地利用と自然的土地利用が調和した市街地等の形成に努めま
す。

○都市計画マスタープランの改定 ○大規模未
利用地の活用検討 ○中心市街地活性化の検
討

公共施設の再
編・整備

69.9 52.8 Ｄ

江田島市内の公共施設は，多くの施設が築30年以上を経過し，老
朽化や更新時期を迎えようとしています。また，年間の利用者数が著
しく少ない施設や，近隣に類似機能を有する施設，耐震基準を満た
していない施設もあります。

安全な公共施設と健全な財政を次世代に引き継ぐために，将来のま
ちづくりを見据えた公共施設の再編・整備に取り組むと同時に，地元
との連携による新たな活用を探ります。

○公共施設の再編・整備 ○庁舎の再編・整備
○沖美市民センターの建設 ○再編・整備後施
設及び用地の整理・活用

情報通信基盤
の整備

71.8 52.3 Ｄ
超高速ブロードバンド網の整備により，生活の利便性・快適性や企業
の生産性の向上，更には定住の条件整備などにつながることが期待
されます。

光回線の活用策や近年急速に普及してきたスマートフォンなどのタブ
レット端末向けの施策は未実施です。

○公共無線ＬＡＮの整備 ○難視共聴組合の施
設移設費用の補助 ○光回線活用企業の支援
○光回線活用起業者の支援　等

海上交通の確
保・充実

79.7 48.9 Ｃ
フェリー，高速船の利用者の減少による収入の減少などに加え，近
年の燃料費の高騰により，各航路事業者の経営環境は非常に厳し
い状況にあります。

陸上交通と一体となった，持続可能な公共交通の確立に向けて，市
全体における望ましい航路運営体制の構築を進めます。

○生活航路の維持・確保に係る補助 ○高校生
航路利用通学支援　等

バ ス 等 の 確
保・充実

74.8 48.5 Ｃ
公共交通の利用者は減少傾向にあり，一方で高齢化が進み，マイ
カーを自由に利用できない高齢者を中心に，公共交通へのニーズは
高まりつつあります。

公共交通の利用状況やニーズ，地域の実情を考慮した役割・効果
などを総合的に検討しながら，持続可能な公共交通体系の構築を
図ります。

○生活交通路線維持費の補助 ○バス営業の
強化促進　　等

基
盤
～
し

っ
か
り
と
し
た
基
盤
を
備
え
た
ま
ち

都市基盤
の整備

～道路，港湾・漁
港，上下水道の整
備及び防災対策が
進み，市民生活や
経済活動が支えら
れ，交流人口が増
えています～

生活基盤
の整備

～住宅や公園，公
共施設，情報通信
基盤など，安心・便
利で快適な生活を
支える基盤が整って

います～

生活交通の
確保・充実

～日常生活や交流
を支え，安心して暮
らせる公共交通が
確保されています

～
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重要度 満足度 散布図 現状と課題 施策の方向 主な取組

都市との交流
の促進

66.9 54.4 Ｂ
人口減少に歯止めがかからない現状を鑑み，江田島市の魅力など
を広く発信しながら，都市住民との交流を進め，交流人口の増加，さ
らには定住促進を図る必要があります。

交流人口の増加を図るための事業を推進するとともに，移住者の地
域おこし活動の支援や農林水産業の応援，生活支援などを行う「地
域おこし協力隊」事業を推進します。

○体験型修学旅行の受入 ○地域おこし協力
隊の活動支援

定住促進策の
推進

72.3 51.4 Ｄ
主な定住促進策として，空き家バンク，おためし暮らし，定住促進事
業補助金，江田島市や施策の紹介（ええとこじゃけん江田島），移住
者交流会の開催などに取り組んでいます。

各種の定住促進策を充実させるとともに，移住後のミスマッチが生じ
ないよう，移住者交流会等アフターフォローを行います。

○暮らし体験の促進 ○定住促進のための住居
に係る費用の補助 ○交流・定住推進活動の支
援（島コン） ○空き家バンク登録物件の清掃費
補助

自治会等の地
域活動への支
援

68.1 56.3 Ｂ
自治会等で中心となって活動するリーダーの高齢化や不足により，そ
の活動の持続が難しくなることが心配されます。

持続可能な地域自治組織を育てていくため，「まちづくり協議会」の
設置及びその充実等を図ります。

○自治会連合会の支援 ○市女性会連合会の
支援　　○まちづくり団体の支援　　等

国際化・多文
化共生の推進

60.2 56.6 Ｂ

江田島市には，平成26年４月１日現在561人（住民基本台帳）の外
国人が暮らしています。また，「島から世界へ～21世紀を主体的に
心豊かに生きる～」をテーマに掲げて，教育・人づくりに取り組んでい
ます。

すべての市民が，国，地域，民族など，言葉や文化の違いによらず，
互いが尊重され，対等の関係を保ちながら，地域の一員としてともに
暮らせるよう，多文化共生の社会の実現に取り組みます。

○多文化共生推進プランの策定 ○多文化共
生と国際交流活動の推進

地域活動拠点
の整備

64.3 56.0 Ｂ

それぞれの地域・地区に集会施設等があり，その中には老朽化して
いる施設や近隣に類似施設が立地している場合，利用度が低い施
設などがあります。これら施設をすべて維持していくことは困難であ
り，持続的に運営管理できる地域活動拠点を，いかに確保していくか
を検討する必要があります。

近隣に位置する類似施設の統廃合や複合化などに努めながら，市
民の利便性やニーズに対応した地域活動拠点の確保と施設・設備
の機能向上に取り組みます。

○まちづくり関連施設の維持管理 ○まちづくり団
体の支援（活動施設整備）

地
域
～
地
域
が
元
気
で
に
ぎ
や
か
な
ま
ち

都市との
交流・定住
の促進

～江田島市の魅力
と定住促進策が都
市住民等に伝わり，
移住者が増え，生
き生きとした暮らし
が営まれています

～

コミュニティ
の振興

～様々な地域活動
などが活発に行わ
れ，世代間や住民
相互の交流，多文
化共生が深まって

います～

7 ページ


