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はじめに 

 

江田島市は，平成 16 年（2004）年 11 月１日，江田島町，能美町，沖美町及び

大柿町の４つの町が合併して誕生しました。 

その後，平成 19年３月に策定した「第１次江田島市総合計画」において，「自

然との共生・都市との交流による『海生交流都市』えたじま」を将来像に掲げ，

「交流と定住のまちづくり」「健康・長寿とふれあいのまちづくり」「３Ｆを生か

した元気づくり」などに着実に取り組んでまいりました。 

合併から 10 年が経過し，我が国が人口減少社会に入る中で，今後，江田島市

の活力を維持・向上するためには，社会情勢に対応しつつ，教育・子育て環境，

保健・医療，生活交通などの生活に密着した分野の充実を図るとともに，「歴史・

文化」や「豊かな自然」，「地域資源」など，江田島市が有するポテンシャルを十

分に発揮し，広域的な視点に立った交流を促進していく必要があります。  

このため，江田島市が，新たな 10 年に漕ぎ出すうえでの指針となる「第２次

江田島市総合計画」では，「協働と交流で創りだす『恵み多き島』えたじま」を

将来像とし，それを実現するための戦略として「市民満足度の高いまちづくり」

及び「未来を切り開くまちづくり」を掲げました。 

今後とも，市民や団体，行政など，多様な主体による協働により，一歩一歩，

目指すべき将来像の実現に向け，力強く前進してまいりたいと考えています。 

なお，本計画の策定に当たりまして，多大なご尽力を賜りました第２次江田島

市総合計画審議会委員の皆様をはじめ，ご意見をいただいた関係団体及び市民の

皆さま方に心から感謝申し上げます。 

 

平成２７年３月 
 

江田島市長 

田中 達美 
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