
 

【戦略の目指す姿】【戦略の目指す姿】【戦略の目指す姿】【戦略の目指す姿】    

A）住むほどに愛着を感じる集いと子育てのまち 

B）笑顔の花が咲く「つなぎ・つながる」まち 

    

     

       

基本目標基本目標基本目標基本目標    

    

 ねらい（だれのため？何のため？を意識して） 

検討会議や市内部の意⾒をまとめてみると 

これまでの検討会議を振り返って【原石】 

 

基本目標① 

【ひと】【ひと】【ひと】【ひと】 

・子どもを育てる

まち・廿日市 

・子どもが笑顔で

育つまち 

・子育てが楽しい

まち 

 
・まち全体で子ど
もを育てる(^^)子
育てを応援する 

 

～ 若 い 世 代 の 結

婚・出産・子育て

の希望をかなえる

～ 
 

 

  
○子どもを産み育てたいという希望がかなう 
・子どもの頃からの学び 
・安心して楽しく出産できる 
・妊婦の集いの場づくり 

 

・⼦どもを⽣み育てることの⼤切さ 
（心とカラダづくりの必要性） 
・⼦どもの頃から⾃分の⼼⾝を⼤切にすることができ

るように、学び・考える機会 
・不妊治療への負担軽減 
・子育て体験 
・子どもを産みやすいまち（いろんな出産スタイルＯ
Ｋ、不安をなくす、気楽に産もう） 

○子どもも保護者も安心して楽しく子育て 
・子どもと一緒にチャレンジできる 
・子どもと気軽におでかけできる 
・不安解消！⼦育てトークがしやすい 
 
○子育ての心配を安心に変えていくまち 
・通学しやすい環境づくり（中山間支援） 
・不安を安全・安⼼へ 
 
○「つなげる・つながる」で安心の子育て 
○明るいまちづくりは⼥性のピーチクパーチクから 
○⼥性どうしが⽇本⼀つながりやすい＝“ワイワイ・ガヤガ

ヤ”できる街を目指す 
・プレママ・プレパパのネットワーク 
・イクメン男子のネットワーク（ＰＡＰＡＳ） 
・ネットでツナガル（まちにあふれる情報をキャッチ） 
・⼦育ての不安の解消を図る 
・家族の支えでゆとりのある子育てができる 
・地域に溶け込みやすい環境 
・男子（イクメン）の子育てしたいをかなえるまち 
 
○仕事や活動をしながら安心して子育て 
○働きやすい、通いやすい、暮らしやすい 
・職場の理解で安⼼して仕事ができる 
・フレキシブルなシゴト時間 
・希望がかなう安⼼保育（留守家庭）（時間・場所） 
・イクボス応援ネットワーク（異種業・企業間の連携） 
・企業内・企業間保育の連携支援 

・ベビーカーを押してあるきやすい環境の整備 
・店舗にベビーカー置き場を義務づけ 
・⼩児医療の充実 
・中山間地域における通学支援 
・３世代同居の促進（親元近居） 
・「あなたの子どもは、あなたの子どもではない」の文  
化（北欧のある国の市役所住⺠課窓⼝に掲⽰） 

・⾃宅で⼦育て⽀援・ひとり産まれたら、市⺠全員か
ら祝福メッセージが届く 
（市フェイスブックなど） 
・廿⽇市市⺠全世帯が「⼦ども１１０番」 
・引っ越してきた人が地域に溶け込みやすいように 

（カフェ、コンシェルジュ） 
・明るいまちづくりは⼥性のピーチクパーチクから 
・⻑屋ＬＩＦＥ，井⼾端ネットワーク 
・くちこみつながり Ｎｏ．１ 
・⼥性どうしが⽇本⼀つながりやすい＝“ワイワイ・ガ

ヤガヤ”できる街を目指す 
・1 万人の子育てミーティング 
・待機児童ゼロの継続など子育てしやすい環境を整え

る 
・企業、地域が子どもを育てるシクミをつくる 
（⾏政制度など） 

・イクボス・イクメン男子の多い町， 
・ＨＡＴＳＵＫＡＩＣＨＩ ＰＡＰＡＳネットワーク 
・働きやすい、通いやすい、暮らしやすい 
→⼦育てしやすい⇒⼥性の視点 

基本目標② 

【しごと】【しごと】【しごと】【しごと】 

強みを伸ばし産業

をつなぎニュース

に溢れるまち 

～しごとの創出～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ○はつかいちの「産業」はニュースにあふれている 
〜はつかいち仕事物語〜 

・多様な媒体を活用した情報発信 
・はつかいちの「全国ナンバーワン製品」を発⾒ 
 
○体験から学ぶ感動のまち 
○廿日市のしくみ学べるプログラム 
 

・「はつかいち仕事物語」をつくる！ 
・廿日市の「産業」はニュースにあふれている 
・意外と市⺠は地元のニュース（よさ）を知らない 
・⼤⼈の⼯場⾒学・ナイトツアー 
・「その道のプロ」はおもしろい！  
・子どもたち（大学生も）の会社⾒学 
・農業、漁業、林業体験ができる 
・（海、山、川、田んぼなど） 
・廿日市のしくみ（交通、くらし、歴史、インフラ、

公園などなど）学べるプログラム←自分の生活を支
えてくれているもの 

○地域の魅⼒３点セット（⾷事・⾷材、買い物、地域の交流
資源）の開発、磨き上げ+人 
・お客さま満⾜度を⾼めるおもてなし 
・地域資源を利⽤した交流 
・宮島への観光客の市内循環をたかめる 
 
○魅⼒の発信⼒を⾼める 
○廿⽇市市⺠全員観光⼤使 
・市⺠全員はつかいち⾃慢ができるまち 
・情報で「世界」と繋がるまち 
・若者・⼥性の情報発信⼒でまちをＰＲ＆再発⾒ 
 

・廿⽇市市⺠全員観光⼤使 
・強みを伸ばす「産業の周辺産業」振興（つなぎ方・

磨き方） 
・宮島のおみやげの８割を地元産にする（宮島の旅館

の食事の食材も） 
・外国人を呼び込むための工夫（英語を話そう、京都

との連携） 
・外国人（バックパッカー）に泊まってもらう（ゲス
トハウス、⺠泊） 
・修学旅⾏（⾃然利⽤、先⽣も安⼼）吉和泊（スキー）

→宮島→帰る 
・四国、九州の学校によるスノボ合宿（めがひら），泊

まれるスキー場は少ない 
・若者・⼥性 
・ICT の活用，データのオープン化 
・“⼦ども廿⽇市親善⼤使”，ＫＩ´Ｚチーム結成 

  ○地域資源をいかし、つなぐまち 
・地域ブランドや個性あるビジネスを創り出す 
・地域資源の魅⼒を市⺠に PR 
・市外への販路開拓 
・地域産業の担い手の育成 
・多様な主体と起業間のマッチング 
・オールはつかいち！ 
（オールはつかいち給食、オールはつかいちの建物） 
・はつか１｛いち｝番ブランド戦略 
・６次産業化、市内産品のブランド化 
 
 
 
 
 

・農林水産資源と商工業の連携 
・自然資源を循環（森の学校（⻄栗倉）） 
・地ビール、地パン（廿⽇市⼩⻨をつくる） 
・資源をいかせる「しごと」 
・異業種（トップ企業）お⾒合いの場 
・カキを加工して海外に！  
・畑、くだもの（イチゴ、なし、ぶどう）の木オーナ
ー制度 

・（地元材＋外材）×木材業 
・構造材＋建具（間伐材＋技術革新＋需要）＋内装材 
・家具も、設備も廿日市のメーカーで 
・廿日市で育った木で建築物をたてる，建築（リフォ

ーム含む） 
・地元の名産を活用した食育  
・地域の野菜等を点でなく線でつなぎ、製品化をめざ 

す 

廿日市市総合戦略骨子検討資料 資料３ 



基本目標基本目標基本目標基本目標    

【まち】【まち】【まち】【まち】    

 ねらい（だれのため？何のため？を意識して） 

検討会議や市内部の意⾒をまとめてみると 

これまでの検討会議を振り返って【原石】 

 

基本目標② 

（続き） 

  ・ブランド⼒の強化 
 吉和…ほうれんそう、わさび，佐伯…広島サーモ
ン、⻑なす、バラ，廿⽇市…いちご、かき、あな
ご、あさり，宮内…メダカ 

・地域産業の競争⼒強化→地域中核企業への⽀援 
・⼭で⽊を選んでから２，３年待つ（乾燥），⽊の旅（⼭

→木材→加工） 
・将来のＩＴエンジニア、クリエイターを育てる，子

ども達がパソコン、プログラム、デザインを学ぶこ
とができる場を創出する（例：⽯巻市イトナブ石巻），
日本中、世界中からエンジニアが集まる，宮島、中
山間地区の空家を活用する 

 ○⼥性がいきいき⾃分らしく暮らせるまち（⼥性の感性・労
働⼒をいかす） 
・⼥性の視点での起業を⽀援 
・⼥性の発信⼒によるまちの魅⼒再発⾒ 
・⼥性の就業環境の向上 
・⼥性に優しいまちは、みんなが⽣活しやすい。仕事しやす

いまち 

【ウーマンライフ・ＨＡＴＳＵＫＡＩＣＨＩ】 
・⼥性の起業（パン、カフェ、雑貨ｅｔｃ） 
・コレできる！を集めたチャレンジカフェ，おうちの

近くでカフェ！ 
・小商い（小さな仕事を組み合わせて収入を確保する）

日本一を目指す 
・就職・再就職に向けた学びの場 

○働きたい人が働ける「ひと」と「しごと」をつなぐまち 
・シニアのスキルやノウハウが活かせるまち 
・起業、創業をワンストップ支援 
○地域のしごと「半農半 X、半林半 X」ができるまち 

・創業支援、ベンチャー支援、小さな会社１０，００
０社創⽴ 

・専門家による助言 
・シニアの⼒（ちから） 
・持続可能なプログラムを作る，仕事として報酬を得

ることで、責任とクオリティを上げる 
・生計のためにすることのすべて「しごと」へ 
・半林半 X 

基本目標③ 

【まち】【まち】【まち】【まち】 

つ な が り 合 う ま

ち、つながりを創

るまち 

～地域づくり、地

域と地域の連携～ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○体験学習のまち「まなぶ廿日市」「できる廿日市」 
・産業、⾃然、歴史、⽂化など多様な体験学習を⾏う 
・市⺠の市内旅⾏を促進し魅⼒を知り愛着を深める 
・子どもが安心して遊べる・学べる空間づくり 
・何でも体験でき、発⾒できる環境づくり（地域の宝を発⾒） 
 
○はつかいちが「好き」と言える「ふるさと教育」 
・ふるさとを離れてもつながるまち 
 
○市⺠が楽しむ市内旅⾏〜はつかいちピクニック！ 
・知って得する情報発信をすすめる 
 
 
 
 
 

【体験学習のまち〜「まなぶ廿⽇市」「できる廿⽇市」】 
・宮島学習・教育（自然、文化、歴史、人、産業） 
・海、山、川の昔のあそび方を知る体験学習 
・海をよみがえらせるための市⺠のプロジェクト参加

（藻場を、きれいな海を、魚がいっぱいの海をとり
もどせ，横で海水浴） 

・野菜の本当の味を知る 
・１１万７０００⼈の「学びの⽇」制度 
・親が廿⽇市の“良いところ”を語れるようにする 
・体験型（宿泊しながらアーチェリー、⼥⼦野球） 
・季節ごとの体験（スキー、干潟、釣り、神楽、果物

狩り） 
【市⺠が楽しむ市内旅⾏〜はつかいちピクニック！】 
・廿⽇市２０名⼭×瀬⼾内ｆｉｎｄｅｒ 
・はつかいち版 ｆａｒｍ ｔｏ ｔａｂｌｅ 
・津和野街道，廿日市一周トレイルラン，宮島トレイ

ルラン 
・自然史博物館（広島県にはない） 
・川でダイビング！（オオサンショウウオ探しｅｔｃ） 
・桜がきれい（阿品公園、桂公園、宮島、大峰山），海
（宮島）から⾒る廿⽇市 
・ツアープログラムがお⾦を⽣むしくみ作りが⼤切 
・暮らしを楽しむまち 
・カープキャンプ（スポーツ公園） 
・そこそこの住みやすさ 
・広島駅まで３０分，街のようで街すぎない（そこそ

こ），自然もあるけど田舎すぎない（そこそこ），海
があり、数分⾞で⾛れば⼭、世界遺産もある（そこ
そこｇｏｏｄ） 
・⾃転⾞でどこでもいける？！⾃然をたのしむ 
・ふるさと自然体験学習の推進 
・廿日市の未来に思いをはせるような教育 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

○地域による地域のための地域維持への支援 
・自主防災活動を支援する 
・消防団員の勧誘を推進する 
・ソーシャルビジネスの創業支援 
・小さな拠点（団地、中山間）まちづくり 
 
○住み続けられるまち 
・便利で移動しやすいまち 
 
○空き○○の活用 

・中山間通学支援（再掲） 
・地域での生活支援 

基本目標④ 

【ひと】【ひと】【ひと】【ひと】 

ウェルカムはつか

いち～新しいひと

の流れをつくる～ 

 

自慢したくなるま

ち 

 

 ○住みたくなるちょうどいい！まち 
・戦略的シティプロモーションの展開 
・学生も住みやすいまち 
・⼥性が仕事と⽣活を楽しめるまち 
・自然の豊かさに癒されるまち 
・若者の住みたいを応援 
○子育て家族を応援するまち 
・家族で住むならはつかいち 
・３世代同居のオススメ 
 
○暮らしを楽しむまち 
 

・はつかいちコンシェルジュ 
・転入してきた子育て家族が、地域にとけこっみ安い

ように 
・そこそこの住みやすさ 
・広島駅まで３０分，街のようで街すぎない（そこそ

こ），自然もあるけど田舎すぎない（そこそこ），海
があり、数分⾞で⾛れば⼭、世界遺産もある（そこ
そこｇｏｏｄ）（再掲） 

・自慢したくなる、住み続けたい、ちょうどいいまち 

 


