
第６次廿日市市総合計画基本構想（案）主な修正一覧
【資料２】

ページ 該当箇所 修正前 修正後

3
第4節　基本構想　文
章

総合的で計画的に行政運営を行うた
めのまちづくりの設計図であり、廿
日市市がめざす将来像を実現するた
めに行う政策の方向性など、今後の
まちづくりの基本的な方針を示すも
のです。

基本構想は、基本理念のもと、本市
がめざす将来像を実現するために行
う政策の方向性と、これに基づく重
点施策から構成する、今後１０年間
を展望したまちづくりの基本的な方
針を示すものです。

3
第4節　基本計画　文
章

基本構想における政策の方向性及び
重点施策について、

基本計画は、基本構想における政策
の方向性及び重点施策について、

3 図表1-2　図の右側 － 基本理念を追加

5
7
35
39

地図　凡例
（各地図共通事項）

「国道」

凡例に青色破線を追加し、
「国道等
（破線部分は事業中または計画
中）」
と表記する

5
7
35
39

地図　凡例
（各地図共通事項）

「主な一般県道等」

凡例にグレーの破線を追加し、
「その他の主な道路
（破線部分は事業中または計画
中）」
と表記する

5
7
35
39

地図 － 臨港道路廿日市草津線を追加

5
7
35
39

地図 道路（国道等）の色（オレンジ色） 濃い青色に変更

6
第1節　３　本文３行
目から

特に世界遺産「嚴島神社」がある宮
島には、国内外から多くの観光客が
訪れ、わが国を代表する観光地の一
つとなっており、今後、宮島の玄関
口である宮島口地区の整備を進め、
人やものが広く交流できる、より機
能性の高い国際観光拠点として整備
を進めていきます。

特に日本三景の一つであり、世界遺
産「嚴島神社」のある宮島は、全島
が瀬戸内海国立公園でもあり、国内
外から多くの観光客が訪れるわが国
を代表する国際的な観光地です。こ
の宮島の玄関口である宮島口地区に
おいては、観光交流拠点として、世
界の人々を迎えるにふさわしい環境
整備を進めています。

8
第２節　１　本文第１
段落

国は平成26年11月に今後も少子化に
より人口減少が進展する一方で、団
塊の世代が75歳に到達する平成37
（2025）年には、高齢者人口がピー
クをむかえ、その後減少すると予測
されています。また、地方から大都
市圏への人口流出 が、一層進むこと
も予想されています。

また、地方から大都市圏への人口流
出が進むとともに、少子化による年
少・生産年齢人口の減少がより一層
進展することが予測されています。
団塊の世代が75歳に到達する平成37
（2025）年頃から高齢者人口はさら
に増加し、平成54(2042)年にピーク
をむかえ、その後、減少に転じるも
のの、高齢者の総人口に占める割合
（高齢化率）はその後も上昇すると
推計され、超高齢社会は長期にわた
り継続することが予測されていま
す。
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ページ 該当箇所 修正前 修正後

9 本文１行目 地域別に見ると、
地域別人口を見ると、大野地域は増
加傾向にありますが、

9 本文２行目
また、本市の高齢化は全国を上回る
速度で進んでおり、特に沿岸部の住
宅団地で急激な進行がみられます。

また、本市の高齢化は全国を上回る
速度で進んでいます。これらのこと
が、今後、多方面に影響を及ぼし、
空き家の増加や地域力の低下などに
繋がることが懸念されています。

9 本文６行目
到達することから(図表2-7)、後期高
齢者人口が増加しますが、その後減
少すると推計されています。

到達すること (図表2-7)など、高齢
者人口が増加し続け、平成42(2030)
年から減少すると推計されています
が、高齢化率はさらに上昇し、超高
齢社会が進展すると予測されていま
す。

13 ９ （１項目追加）

９　持続可能な地域づくり
　本市は、豊かな自然環境に恵ま
れ、各地の伝統芸能や祭りなど、多
様な地域特性をもつまちです。一方
で、人口減少・超高齢社会におい
て、進学、就職を契機とする若者を
中心とした人口流出は留まることな
く、特に島しょ部、内陸部から山間
部においても、地域力の低下が懸念
され、耕作放棄地の増加や里山の保
全などの課題も抱えています。沿岸
部では、高度成長期に開発された団
地の高齢化が急激に進み、地域力や
生活サービスの低下、空き家の増加
などの課題を抱えており、持続可能
なまちづくりのため、交通施策や定
住施策など地域課題の解決に向けた
取組が必要です。

20 （７） －
（「（７）地域特性に関する意見
（一部再掲）」として文章追加）

21
27
29
31
33

「本市を取り巻く社会
情勢と環境」の枠内

－ 「○持続可能な地域づくり」を追加

21
廿日市市のめざすまち
のイメージ イメージ
１

○一人ひとりが日ごろから心身の健
康を意識して生活するまち
○便利で快適ないつまでも安心して
住み続けられるまち

２項目から４項目へ
○心身の健康を意識して生活するま
ち
○便利で快適なまち
○安全安心なまち
○いつまでも住み続けられるまち

21
廿日市市のめざすまち
のイメージ イメージ
２

○地域の資源が未来につながるよう
次世代を育むまち

○未来につなぐ人材を育てるまち

21
廿日市市のめざすまち
のイメージ　イメージ
４

○新たな可能性に向け、人・ものが
交流する活力のあるまち

○新たな可能性に向け、人・ものが
交流する活力のあるまち

24 第3節　本文６行目 －

「また、方向性は、総合計画を形成
する4本の柱として、重点施策及び基
本計画に掲載する施策方針に通じて
います。」を追加
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ページ 該当箇所 修正前 修正後

24
第3節　方向性１　本
文１行目

市民が将来にわたり 市民が生涯にわたり

26
廿日市市のめざすまち
のイメージ１及び本文
タイトル

○心身の健康を意識して生活するま
ち

○健康を意識して生活するまち

26
廿日市市のめざすまち
のイメージ１及び本文
タイトル

○便利で快適ないつまでも安心して
住み続けられるまち

○便利で快適なまち
○安全安心なまち
○いつまでも住み続けられるまち

26 ●安全安心なまち

大規模災害の発生に備え、防災・減
災対策を進めるとともに、発生した
場合の対応や備えについて充実を図
ります。特に防災・減災には自助、
共助の役割も大きく、市民と行政が
協働で備える必要があります。

豪雨災害、巨大地震などの発生に備
えるため、広域連携による体制に加
え、ハード整備とソフト対策の一体
的な施策の推進による防災・減災対
策に取り組みます。また、本市にお
いては犯罪発生件数が減少している
ものの、引き続き、犯罪の発生を未
然に防ぐための各種施策を実施する
必要があります。これら防災・減
災・防犯には自助、共助の役割も大
きく、市民と行政が協働で備える必
要があります。
老朽化が進む社会インフラや公共建
築物などは、その保全と機能に着目
した再編が必要であり、また、空き
家問題についても計画的な対応が必
要です。

26
●いつまでも住み続け
られるまち　本文３行
目

そのためには、市民、医師会、各医
療機関と連携し、医療体制を確立す
る必要があります。

そのためには、医療・保健・福祉が
相互に連携し、地域医療体制を確立
する必要があります。

26
●いつまでも住み続け
られるまち　本文５行
目

誰もが住みなれた場所で安心して住
み続けられるように、

誰もがいつまでも安心して住み続け
られるように、

27
●豊かな自然環境を次
世代につなぐまち　全
文

本市には、瀬戸内海国立公園に指定
されている極楽寺山、宮島などの恵
まれた自然があり、また、宮島には
ラムサール条約湿地など希少な自然
環境が残されています。海から山へ
と自然が豊かであることが本市の魅
力であり、その自然資源を守り、次
世代につなぐことが必要です。

本市には、瀬戸内海国立公園や西中
国山地国定公園のほか、天然記念物
の瀰山原始林、ラムサール条約湿地
などの希少な自然環境が残されてお
り、海から山へと続く豊かな自然が
魅力の一つです。この豊かな自然環
境を守り、つなぐために、多様な主
体との環境保護事業の実施や省エネ
ルギーの促進、効率的で環境に配慮
し適正に廃棄物処理を行うなど、環
境保護・保全に努めるとともに、次
代を担う子ども達に環境教育を行う
などの取組が必要です。

27 図中　重点施策 ３　安全安心なくらしを守る
４　豊かな自然を次世代につなぐ

３　安全で安心なまちをつくる
４　いつまでも住み続けられるまち
をつくる
５　豊かな自然を次世代につなぐ
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ページ 該当箇所 修正前 修正後

28
廿日市市のめざすまち
のイメージ２及び本文
タイトル

○地域の資源が未来につながるよう
次世代を育むまち

○未来につなぐ人材を育てるまち

28
●子どもを健やかでた
くましく育むまち　本
文10行目

妊娠、出産、子育てとライフステー
ジに応じた支援が必要です。

妊娠、出産、子育てまで、ライフス
テージに応じた支援を行うことで、
安心して子育てできる環境を整える
ことが必要です。

28
●ふるさとへの誇りや
愛着を育むまち　本文
２行目

－
「また、優れた先人の知恵や努力か
ら多くのことを学ぶことができま
す。」

30
●市民誰もがいきいき
と活躍できるまち　本
文６行目

これまでに蓄積した知識・技能
これまでに蓄積した知識・経験・技
能

31 図中　重点施策
①ライフステージに応じた働き方を
支援する

①ライフステージに応じた支援をす
る

31 図中　重点施策
③地域資源の活用と観光ブランド力
の向上を図る

③地域資源の活用を図る
④観光ブランド力の向上を図る

32 タイトル修正
●新たな可能性に向け、人・ものが
交流する活力のあるまち

●人・ものが交流する活力のあるま
ち

32
●人・ものが交流する
活力のあるまち　本文
５行目

また、宮島の玄関口である宮島口地
区は、港湾整備が進み利便性の向上
が図られています。

また、宮島の玄関口である宮島口地
区では、港湾施設や道路などの整備
により、利便性の向上を図るととも
に、世界の人々を迎えるにふさわし
いまちづくりを行っていく必要があ
ります。

36
２（１）●人とまちの
交流ゾーン　４行目

一方で、団地は急激に高齢化が進
み、多くの課題を抱えており、交通
施策等生活面での支援が必要です。

36
２（１）●世界遺産交
流ゾーン　５行目以降

人口減少が進む中、新たな住民の受
け入れや、地域の特性を生かした外
国語学習など、

36
２（１）●水と緑の交
流ゾーン　５行目以降

一方で、耕作放棄地の増加や里山の
保全などの課題も抱えています。都
市住民や学生などとの交流を促すな
ど、課題解決に向けた取組への支援
が必要です。

36
２（１）●森と文化の
交流ゾーン　５行目以
降

一方で、緩やかな人口減少が続いて
おり、消防団員の不足などコミュニ
ティ力の低下が心配され、定住支援
策が必要です。

37 （２）タイトル 都市を構成する主要機能の形成方針
都市を構成する主要機能の配置・形
成方針

左文章削除
（地域に関する記載の修正）
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ページ 該当箇所 修正前 修正後

37 （２）本文３行目

また、中心となる機能の集積地を
「拠点」、拠点の周辺エリアをそれ
ぞれの特性にあった集積を高めてい
く「拠点地区」と設定しました。

また、この主要機能を配置するエリ
アを「拠点」とし、拠点の周辺エリ
アをそれぞれの特性にあった機能の
集積を高めていく「拠点地区」と設
定しました。

37
（２）1つ目の●タイ
トル

都市拠点機能 都市機能

37
（２）●都市機能　本
文全文

都市の中心的役割を担う拠点をシ
ビックコア、その周辺エリアをシ
ビックコア周辺地区（JR 廿日市駅～
市役所～ JR 宮内串戸駅～ JA 広島
総合病院周辺）と位置づけ、医療機
能をはじめとする都市機能の集積や
整備、にぎわい空間の創出など、魅
力や利便性の向上を図り、本市の中
心地にふさわしい場として形成しま
す。

国・県などの広域行政機能や広域商
圏を持つ商業機能などの高次な機能
をはじめ、情報、文化・芸術、福
祉、商業、医療などの都市活動を支
える主要な機能（都市機能）が集積
する市役所周辺（シビックコア地
区）を都市拠点とします。
また、公共交通機関で連結する都市
拠点周辺エリア（JR廿日市駅～市役
所～JR宮内串戸駅～JA広島総合病院
周辺）を都市拠点地区と位置づけ、
交通結節機能の強化や中核的な医療
機能の維持・増進などにより、都市
の魅力や利便性の向上を図り、都市
拠点と合わせて、本市の中心地とし
てふさわしい機能を適正かつ集中的
に配置・整備します。

38
●観光交流機能　本文
１行目

宮島は世界的な観光地であることか
ら、本市全体の魅力を国内外に発信
するとともに、人や資源の交流を推
進し、

宮島は世界的な観光地であることか
ら、国内外からの訪問者も多く、本
市全域の魅力を国内外に発信すると
ともに、人や資源の交流を推進する
各機能の集積を高めることとし、

40 第１節　本文２行目 ー
「また、「まちづくりを推進してい
くための視点」を踏まえ施策を推進
します。」を追加

40
方向性１　重点施策１
１つ目の○　タイトル

健康教育
健康診査

心身の健康を守る

40
方向性１　重点施策１
１つ目の○　本文全文

いつまでも心身ともに健康な生活が
続けられるように、各世代や状況に
応じた健康教育や健康診査の受診を
推進します。

健康寿命の延伸を図るため、各世代
に応じた健康教育や健康診査の受診
を推進し、病気の発症予防（一次予
防）に取り組みます。また、いつま
でも心身ともに健康な生活が続けら
れるよう、食生活の改善や心の健康
づくり事業などを推進します。

40
方向性１　重点施策１
２つ目の○　タイトル

スポーツ
軽運動

スポーツ等で
健康づくり

40
方向性１　重点施策２
タイトル

便利で移動しやすいまちをつくる 移動しやすく便利なまちをつくる

40
方向性１　重点施策２
本文１行目

交通環境の整備は重要な施策です。
交通環境の整備や拠点性を高めるま
ちづくりを行う必要があります。
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ページ 該当箇所 修正前 修正後

40
方向性１　重点施策２
３つ目の○　タイトル

交通安全 安全な交通環境の整備

41
方向性１　重点施策３
タイトル

安全安心なくらしを守る 安全で安心なまちをつくる

41
方向性１　重点施策３
本文１行目

防犯・防災・減災対策やインフラの
長寿命化、医療体制の整備に努める
必要があります。

防災・減災・防犯への対策やインフ
ラの長寿命化、空き家対策を行う必
要があります。

41
方向性１　重点施策３
１つ目の○　本文全文

公共施設などの耐震化や、災害発生
時の避難場所の確保など災害全般に
対する備えを充実し、災害に強いま
ちづくりを行います。

豪雨災害等への水害対策、巨大地震
に対する津波対策や建築物の耐震化
などのハード整備にあわせ、土砂災
害防止法に基づく警戒区域等の指定
や災害発生時の避難場所の確保など
災害全般に対する備えを充実するな
どハード・ソフト一体となった施策
を推進し、防災・減災対策に取り組
みます。

41
方向性１　重点施策３
２つ目の○　本文１～
３行目

南海トラフ巨大地震のような広範囲
に被害が及ぶ恐れのある災害に対し
ては、行政機能が停滞することな
く、国、県、周辺自治体や関係機関
との連携により、迅速な救援や復旧
活動が行えるような体制整備に努め
ます。

広範囲に被害が及ぶ恐れのある大規
模な地震に対しては、行政機能が停
滞することなく、迅速な救援や復旧
活動が行えるよう、体制整備に努め
ます。

41
方向性１　重点施策３
３つ目の○　タイトル

－ 「安全なくらしの確保」追加

41
方向性１　重点施策３
３つ目の○　本文全文

－

「消費生活に関わるトラブルを未然
に防ぐほか、犯罪の無いまちをめざ
し各種防犯施策などを行います。」
を追加

41
方向性１　重点施策３
４つ目の○　タイトル

－ 「持続可能なまちづくり」追加

41
方向性１　重点施策３
４つ目の○　本文全文

－

「社会インフラや公共建築物などの
老朽化が進み、今後、大規模な補修
や長寿命化対策が必要となります。
このため、各施設の持つ機能の把握
や適切な補修時期、施工内容の検討
などを計画的に実施します。
また、人口減少・超高齢社会にあっ
て、全国的に空き家が増加していま
す。本市においても地域ごとに課題
を抱えており、活用策も含め、適切
で計画的な対応を行います。」を追
加

41 方向性１　重点施策４ 重点施策「４」を新設
いつまでも住み続けられるまちをつ
くる

41
方向性１　重点施策４
１つ目の○　タイトル

地域医療の充実を目指す 地域医療の推進

6



ページ 該当箇所 修正前 修正後

41
方向性１　重点施策４
１つ目の○　本文全文

重点施策３から移動

地域医療については、長期的視点を
持ち将来にわたって持続可能な地域
医療体制の整備を進めます。また、
市民、県、医師会、医療機関、五師
士会等と連携し、へき地医療、高度
医療、救急医療などの取組を推進し
ます。

41
方向性１　重点施策４
２つ目の○　タイトル

医療・介護等の支援体制の整備 生活支援等サービスの充実

41
方向性１　重点施策４
２つ目の○　本文全文

重点施策３から移動、修正

高齢者や障がい者など医療・介護等
を必要とする人が、自宅や住み慣れ
た地域で暮らし続けられるように医
療･介護･介護予防･生活支援等のサー
ビスが継続的で、一体的に受けられ
る仕組みを整備します。また、誰も
が安心して住み続けられるよう、地
域全体で支えあう仕組みをつくりま
す。

42 方向性１　重点施策５ 重点施策「４」を「５」へ 名称等は変更無

42
方向性１　重点施策５
１つ目の○　タイトル

環境教育の実施
自然資源の保護

自然環境の保護・活用

42
方向性２　重点施策１
本文３行目

行動する力が必要であり、多様な
人々と協働しながら、主体的に課題
を解決する力が求められます。

行動する力や、主体的に課題を解決
する力が求められており、このよう
な子どもの力を伸ばし育てる教育が
必要です。

42
方向性２　重点施策１
１つ目の○　タイトル

教育への取組 子どもの力を伸ばす教育

42
方向性２　重点施策１
２つ目の○　タイトル

学習環境 地域と協働で育む

42
方向性２　重点施策１
２つ目の○　本文１行
目

多様な学習 多様な学習・体験

42
方向性２　重点施策１
３つ目の○　タイトル

子育て環境 結婚から子育てへの支援

42
方向性２　重点施策１
３つ目の○　本文

子どもとその家族を支える必要があ
ります。そのためには、結婚から子
育てまで、ニーズに応じた施策を行
い、安心して子育てできる環境を整
えます。

少子化対策や子どもとその家族を支
える施策を実施するなど、結婚から
子育てまで、ニーズに応じた施策を
行い、安心して産み育てられる環境
を整えます。

43
方向性２　重点施策２
本文１行目

子どもたちが進学や仕事等で市外に
転出しても、

進学や就職などでふるさとを離れて
も、

43
方向性２　重点施策３
１つ目の○　タイトル

環境づくり まちづくりへの参加促進

43
方向性２　重点施策３
１つ目の○　本文１行
目

学びの場を提供し、誰もが参加しや
すい環境づくり

学びの場を提供するとともに、女性
や若者など誰もが活動に参画しやす
い環境づくり

43
方向性２　重点施策３
２つ目の○　タイトル

「市民交流」と「交流活動支援」を
統合

まちづくり人材の育成
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43
方向性２　重点施策３
２つ目の○　本文１～
２行目

市民が相互に交流することで､

市民主体のまちづくりをすすめるた
め、誰もが生涯にわたり、あらゆる
機会や場所で学習する機会をつく
り、市民と大学などの多様な主体と
相互に交流することで､

44
方向性３　重点施策１
１つ目の○　タイトル

右の項目を新設 女性の活動を応援

44
方向性３　重点施策１
１つ目の○　本文全体

－

女性の就業者数は年々増加してお
り、保育・介護など働き方に対応し
たサービス、就労環境の改善に向け
た企業への各種制度の周知などを行
うとともに、多様な働きや活動がで
きるように支援を行います。

44
方向性３　重点施策１
２つ目の○　タイトル

ワーク・ライフ・バランス 多様な生き方への支援

44
方向性３　重点施策１
２つ目の○　本文全体

ライフステージに応じた働き方がで
きるように、市民一人ひとりのニー
ズに対応した各種サービスを充実
し、ワーク・ライフ・バランスの実
現を図ります。

一人ひとりが生き甲斐や、やりが
い、充実感を持ちながら働き、活動
するとともに、家庭や地域生活も充
足したものとするため、ライフス
テージに応じた多様な生き方ができ
るよう支援します。

44
方向性３　重点施策１
３つ目の○　タイトル

高齢者支援 働く環境整備

44
方向性３　重点施策１
３つ目の○　本文全体

就労に対して意欲の高い高齢者に対
しては、その能力が発揮されるよう
機会の提供と環境整備を行います。

就労に対して意欲の高い高齢者や障
がい者など、それぞれがもつ能力や
状態に対応した就労機会の提供と環
境整備を行います。

44
方向性３　重点施策２
本文１～２行目

大規模災害の発生に備えた防災活動
や地域での子育てなど、その役割は
一層高まっています。

左文章削除

45
方向性３　重点施策３
タイトル

地域資源の活用と観光ブランド力の
向上を図る

地域資源の活用を図る（観光部分は
重点施策４へ）

45
方向性３　重点施策３
本文１行目

自然・歴史資源や地域の 多様な

45 方向性３　重点施策４ 重点施策「４」を新設 観光ブランド力の向上を図る

45
方向性３　重点施策４
本文

－

本市の観光資源は地域性豊かで大き
な魅力があります。この資源をさら
に磨き、つなぎ、活用することで市
全体の魅力を高める取組を行いま
す。また、情報収集・情報発信を行
うことで、強みをしっかりとアピー
ルできる体制を整備する必要があり
ます。

45
方向性３　重点施策４
１つ目の○　タイトル

「情報収集　受け入れ態勢」「宮島
のブランド力向上」を統合

「国際的な観光交流拠点」を新設
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ページ 該当箇所 修正前 修正後

45
方向性３　重点施策４
１つ目の○　本文

「情報収集　受け入れ態勢」「宮島
のブランド力向上」の文章を統合

世界遺産「嚴島神社」を擁する宮島
は、世界的にも知名度が高く、歴史
的な資源、自然、観光施設などがあ
り大変魅力的な観光地です。近年は
４００万人を超える観光客が訪れ、
その受け入れ態勢の充実が必要で
す。
国内をはじめ国外からの来訪者の
ニーズにも応じた取組を行い、満足
度の向上を図るなど、宮島のブラン
ド力を高めます。

45
方向性３　重点施策４
２つ目の○　タイトル

－ 「交流資源の活用」を新設

45
方向性３　重点施策４
２つ目の○　本文

－

本市の地域資源の魅力を海外・県外
に広く発信することはもとより、近
隣地域や市内にも、情報発信すると
とともに、この土地でしか味わえな
い、買えない商品や個性的な店舗の
充実を図りさらなる魅力向上に努め
ます。また、ＩＣＴを活用するなど
観光客の動向や生活スタイル、ニー
ズ等広く情報収集し、時流を加味し
た観光施策に取り組みます。

46
方向性４　重点施策１
１つ目の○　タイトル

高付加価値の土地活用 新たな活力の創出

46
方向性４　重点施策１
２つ目の○　タイトル

宮島口地区の整備 宮島口の環境整備

46
方向性４　重点施策１
２つ目の○　本文

宮島口地区を新たな観光交流拠点と
し、にぎわいを創出できるよう、整
備を進めます。

宮島口地区を国際的な観光交流拠点
とし、港湾、道路、公共下水道等の
整備により、利便性の向上を図ると
ともに、「景観形成」「にぎわいの
創出」に向けた整備を進めます。

46
方向性４　重点施策１
３つ目の○　本文１行
目

本市の知名度を活かし、シティプロ
モーションを進め、

本市の知名度を活かすし、より魅力
を高め、広くＰＲするシティプロ
モーションを進めるとともに、

46
方向性４　重点施策２
１つ目の○　本文２行
目

チャレンジすることを支援します。
チャレンジすることを支援するとと
もに環境を整えます。

46
方向性４　重点施策２
２つ目の○　本文１行
目

地域の課題解決のために行う制度の
確立に向け、これまでの慣例や既成
概念にとらわれない新たな発想によ
る挑戦を応援します。

これまでの慣例や既成概念にとらわ
れない、新たな発想による地域の課
題解決に向けた挑戦を応援します。

47
第５章　第１節　●ま
ちづくりを進めるため
の協働　本文３行目

責任 責務

48-49
体系
図

「くらしを守る」から
繋がる重点施策

安全安心なくらしを守る 安全で安心なまちをつくる
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48-49
体系
図

「くらしを守る」から
繋がる重点施策

安全安心なくらしを守る
いつまでも住み続けられるまちをつ
くる

48-49
体系
図

「資源を活かす」から
繋がる重点施策

ライフステージに応じた働き方を支
援する

ライフステージに応じた支援をする

48-49
体系
図

「資源を活かす」から
繋がる重点施策

地域資源の活用と観光ブランド力の
向上を図る

地域資源の活用を図る

48-49
体系
図

「資源を活かす」から
繋がる重点施策

地域資源の活用と観光ブランド力の
向上を図る

観光ブランド力の向上を図る
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