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【振り返り結果シートの見方】

主な事業内容

方向性番号 方向性名
重点施策番号 重点施策名

現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

第６次廿日市市総合計画前期基本計画振り返り結果シートについて

施策方針番号

施策方針名

※前期基本計画書に掲載されている内容を記載しています。

＜前期基本計画期間の取組＞

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

※前期基本計画書内、まちづくり指標を記載しています

前期基本計画期間の取組の課題

　このシートは、第６次廿日市市総合計画の後期基本計画（計画期間：令和３年度～令和７年
度）を策定するにあたり、前期基本計画（計画期間：平成２８年度～令和２年度）の進捗状況を
踏まえ、後期基本計画に引き継ぐ課題等を整理する必要があるため、令和２年４月１日現在の状
況で各施策方針を振り返り、現状の課題をまとめたものです。

主な事業名
※前期基本計画書
内、「主な事業
名」ごとに記載し
ています。

※前期基本計画書掲載の太ゴシックの単位で、前期基本計画期間中に取り組んだ結
果を記載しています。

※上記取組結果に対しての主な課題を記載しています。

※毎年把握しているまちづくり指標を記

載しています。



第6次総合計画前期基本計画施策体系

基本理念 将来像 方向性 重点施策 施策方針

1 病気の予防と健康づくりの推進

2 市民の積極的な健康づくりの支援

1 移動しやすい公共交通体系の整備

2 幹線道路体系とＪＲ駅周辺の整備

3 拠点性を高めるまちづくり

4 安心して歩行・通行できる安全な環境の整備

1 災害に対する備えの充実

2 自助・共助など災害に備えた体制整備

3 犯罪のない安心して暮らせるまちづくり

4 持続可能なまちづくり

1 救急医療・高度医療・へき地医療の推進

2 誰もが安心して生活できる地域づくり

1 環境保全活動の推進

2 豊かな自然の保護・活用

1 社会のニーズに応じた教育の推進

2 学校教育環境の充実

3 子どもたちの状況に応じた教育や心の教育の推進

4 地域と学校の協働による創造性豊かな子どもの育成

5 子どもを安心して産み育てられる環境の整備

２郷土の歴史・文化を次世代につなぐ 1 魅力ある郷土の歴史や文化の学習と次世代への継承

1 まちづくり活動に誰もが参加しやすい環境づくり

2 まちづくりの活動に取り組む人材の育成

1 保育の充実と女性が活動しやすい環境づくり

2 多様な生き方への支援

3 就業希望者の経験や能力が発揮できる環境づくり

1 まちづくり拠点機能の充実

2 持続可能な地域自治への支援

1 農林水産業と商工業との連関強化

2 多様な地域資源のブランド化

1 地域資源の磨き上げと受け入れ環境の充実

2 観光情報の発信と誘客の強化

1 新たな都市活力創出基盤の整備推進

2 宮島口地区における新たな観光交流拠点の整備

3 シティプロモーション等による人口減少対策と新たな交流事業の推進

1 スポーツや趣味などの身近な挑戦の支援

2 新たなビジネスを創出する起業・創業の支援

3 世界に羽ばたく人材の育成

構想 前期基本計画

１健康でいきいきと生活できるまちをつくる

２移動しやすく便利なまちをつくる

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

１子どもたちがたくましく自立し確かな学力
を身につける

３未来を担う人づくり

１ライフステージに応じた支援をする

２地域のまちづくり活動を支える環境をつく
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

１はつかいちの新たな魅力を創造する

２市民が主役！チャレンジを応援する
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第６次廿日市市総合計画前期基本計画振り返り結果シートについて
方向性１ くらしを守る
 １ 健康でいきいきと生活できるまちをつくる
   １ 病気の予防と健康づくりの推進 1
   ２ 市民の積極的な健康づくりの支援 3
 ２ 移動しやすく便利なまちをつくる
   １ 移動しやすい公共交通体系の整備 5
   ２ 幹線道路体系とＪＲ駅周辺の整備 6
   ３ 拠点性を高めるまちづくり 8
   ４ 安心して歩行・通行できる安全な環境の整備 10
 ３ 安全で安心なまちをつくる
   １ 災害に対する備えの充実 11
   ２ 自助・共助など災害に備えた体制整備 13
   ３ 犯罪のない安心して暮らせるまちづくり 15
   ４ 持続可能なまちづくり 16
 ４ いつまでも住み続けられるまちをつくる
   １ 救急医療・高度医療・へき地医療の推進 18
   ２ 誰もが安心して生活できる地域づくり 19
 ５ 豊かな自然を次世代につなぐ
   １ 環境保全活動の推進 22
   ２ 豊かな自然の保護・活用 24
方向性２ 人を育む
 １ 子どもたちがたくましく自立し確かな学力を身につける
   １ 社会のニーズに応じた教育の推進 25
   ２ 学校教育環境の充実 27
   ３ 子どもたちの状況に応じた教育や心の教育の推進 29
   ４ 地域と学校の協働による創造性豊かな子どもの育成 31
   ５ 子どもを安心して産み育てられる環境の整備 32
 ２ 郷土の歴史・文化を次世代につなぐ
   １ 魅力ある郷土の歴史や文化の学習と次世代への継承 34
 ３ 未来を担う人づくり
   １ まちづくり活動に誰もが参加しやすい環境づくり 37
   ２ まちづくりの活動にとり組む人材の育成 39
方向性３ 資源を活かす
 １ ライフステージに応じた支援をする
   １ 保育の充実と女性が活動しやすい環境づくり 40
   ２ 多様な生き方への支援 41
   ３ 就業希望者の経験や能力が発揮できる環境づくり 42

【 目 次 】



 ２ 地域のまちづくり活動を支える環境をつくる
   １ まちづくり拠点機能の充実 43
   ２ 持続可能な地域自治への支援 44
 ３ 地域資源の活用を図る
   １ 農林水産業と商工業との連関強化 45
   ２ 多様な地域資源のブランド化 47
 ４ 観光ブランド力の向上を図る
   １ 地域資源の磨き上げと受け入れ環境の充実 48
   ２ 観光情報の発信と誘客の強化 49
方向性４ 新たな可能性に挑む
 １ はつかいちの新たな魅力を創造する
   １ 新たな都市活力創出基盤の整備推進 50
   ２ 宮島口地区における新たな観光交流拠点の整備 52

53
 ２ 市民が主役！ チャレンジを応援する
   １ スポーツや趣味などの身近な挑戦の支援 55
   ２ 新たなビジネスを創出する企業・創業の支援 57
   ３ 世界にはばたく人材の育成 58

   ３ シティプロモーション等による人口減少対策と新たな交流事業の推進



主な事業内容

方向性１ くらしを守る
重点施策１　 健康でいきいきと生活できるまちをつくる

病気の予防と健康づくりの推進

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をめざし、健康増進計画（健
康はつかいち21）のもと、健康寿命の延伸に向けた健康診査や健康教育を進めるととも
に、「こころ」の健康づくりなどを支援します。また、心身ともに健康で豊かな生活を送
ることができるよう、幼少期からの食育や食生活の改善などを推進します。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

施策方針１

健康診査・健康教
育の推進

健康診査等の推進
○生活習慣病の発症原因とされるメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の
予防に着目した、特定健康診査及び特定保健指導を実施し、生活習慣病の早期発
見、生活習慣の改善につながった。
・特定健康診査　受診率38.4％(H28)39.8%(H29)40.6%(H30)41.2%(R1)(R1は速報値）
・特定保健指導　受診率12.4％(H28)16.2%(H29)15.6%(H30)5.4%(R1)(R1は速報値）
○特定健康診査料の無料化を継続するとともに、スマートフォンを活用した受診勧
奨に取り組んだ。(H28)
○集団健診web予約受付を導入した。(R1)
○健康診査事業としてがん検診・Ｃ型・Ｂ型肝炎ウイルス検査を実施した。
・H30(胃3217人、肺4738人、大腸6534人、子宮2272人、乳2115人、C･B肝炎437人)
・R1(胃3086人、肺4649人、大腸6645人、子宮3276人、乳2094人、C･B肝炎270人)
○子宮頸がん検診は20歳、乳がん検診は40歳の人を対象に無料クーポン券を送付し
てがん検診を行い早期発見につなげた。
・クーポン券利用率　子宮9.0％乳29.3％(H30)、子宮6.8％乳30.4％(R1)
健康教育の推進
○健康教育事業として集団健康教室を実施した。(H28)59回、1,020人(H29)105回、
519人(H30)120回、629人（R1）119回、606人
○市が進めるべき食育の方向性と目標を明確にし、食育を推進するため、「第２次
廿日市市食育推進計画」を策定した(H29)
○健康増進計画（第2次）「健康はつかいち２１」に関して、これまでの取組や目標
の検証、見直しを行うため、アンケート調査の実施、健康はつかいち21推進協議会
を開催し、中間評価を行った。

「こころ」の健康
づくりの推進

「こころ」の健康づくりの支援
○こころの健康づくり委員会（健康はつかいち21推進協議会の課題領域別委員会）
を関係団体（医師会、大学、弁護士、社会福祉協議会、障がい福祉相談センター、
はつかいち福祉ねっと、町内会連合会、老人クラブ連合会、商工会議所、広島県西
部保健所、市関係課等）で構成し、廿日市市の自殺対策や精神保健について情報を
共有し、対策を考える場として開催した。
○「誰も自殺に追い込まれることのない暮らし心地の良い廿日市市」を目指し、医
療、保健、福祉、教育、労働など、各分野で連携しながら取り組んでいくため、
「いのち支える廿日市プラン」（廿日市市自殺対策計画）」を策定した。(H30)
「こころ」の健康づくりに関する意識啓発
○ライフステージ（妊産婦、思春期、働く世代、高齢者世代）ごとに、また、支援
者を対象として市職員等に、「ゲートキーパー」（自殺の危険を示すサインに気づ
き、声をかけ、話を聞いて必要な支援へつなげ、見守る役割を担う人）の啓発を
行った。(H28)6回、328人参加(H29)7回、313人参加(H30)7回、426人参加（R1）9
回、764人
○相談窓口周知のため、相談窓口カードを作成し、市の機関等に設置した。
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現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

特定健診受診率（H31は速報値） 31.7% 38.4% 39.8% 40.6% 41.2% 45.0%

前期基本計画期間の取組の課題

・特定健診受診率は年々上昇しているが、令和元年度は41.2%（R2.5.27法定報告速報値）であり令和2年
度に目標として設定している受診率45%には達していない。令和2年度よりデータを活用した未受診者へ向
けた効果的かつ効率的な受診勧奨を実施し、受診率の向上を目指す。
・「こころ」の健康づくりについては、「ゲートキーパー」という言葉や相談機関の認知度が低い。引き
続き養成講座の実施や普及啓発事業等を実施していく。他機関や関係課との連携強化により、効果的・効
率的な対策の実現を目指す。
・健康寿命の延伸、生涯を通じた健康づくりに向け、高齢期の健康づくりと介護予防事業との連携を図る
ことが重要。
・前期計画の指標のみでは成果を図りにくいため、市民アンケートを活用した指標を取り入れることも検
討する。
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主な事業内容の取組結果（実績）

方向性１ くらしを守る
重点施策１　 健康でいきいきと生活できるまちをつくる

現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

施策方針２

市民の積極的な健康づくりの支援

市民が生涯にわたり健康で暮らせるよう、「地域で」「みんなで」取り組める事業を推進
し、市民自らが健康づくりに取り組む社会を育みます。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

主要体育施設の利用者数（スポーツセンター外２施
設）

540,614
人

545,423
人

554,068
人

556,360
人

506,593
人

550,000
人

成人のうち週１回以上運動・スポーツを行う人の割
合

－ － 35.2% － - 55.0%

健康づくりの推進

市民の健康づくりの推進
○健康づくりの３要素である栄養・運動・休養の普及を図るため、健康づくり推進
員を委嘱し、資質向上のための研修を行うことで地区の健康づくり事業の展開につ
ながった。健康づくり推進員数（H28)食生活改善推進員41人、保健運動委員32人
(H29)食生活改善推進員40人、保健運動委員32人(H30)食生活改善推進員34人、保健
運動委員29人（R2）食生活改善推進員33人、保健運動委員28人
○健康はつかいち２１の取り組みを市民に広く周知していくために、市内5地域にお
いて地域会の部会員が中心となり、健康づくりのイベント、各地域の交流ウォーキ
ング、調理実習など様々な機会を通じて市民に健康はつかいち２１の周知を行っ
た。
○健康づくりを普及啓発するために、廿日市地域で「歯のなんでも相談日(H28)参加
者307人(H29)参加者312人(H30)参加者314人（R1）参加者260人」「あいプラザまつ
り(H28)参加者5,935人(H29)参加者4,900人(H30)参加者4,656人(R1)参加者4,413人」
などを実施した。主な内容は、健康相談、骨密度測定、歯科検診、体力測定、
ウォーキング、肺年齢チェックなどを実施。

スポーツ活動の支
援と環境整備

スポーツ活動による健康づくり
○スポーツ活動による市民の健康づくりを進めるため、市民のスポーツ活動の推進
に対して各種団体を通じた支援を図った。
・天皇杯全国都道府県対抗男子駅伝競走大会負担金(H28～R1)
・スポーツ協会等補助金(H28～R1)
・市民参加スポーツ行事業務委託料(H28～H30)
・ジュニアリーダー養成講習会開催委託料(H28～R1)
○スポーツ活動に利用される施設の維持補修に取り組み、施設利用者が安全で快適
に利用できる空間の提供に努めた。
○老朽化及び耐震力不足により共用が困難となった大野体育館を解体した。(R1)
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前期基本計画期間の取組の課題

・健康づくりを支援する住民組織の役割は今後ますます重要になると思われるが、担い手の減少、高齢化
が課題である。市民参加の健康づくりを進める環境を整えるため、引き続き健康づくり推進員の養成、育
成を支援する。
・着実に伸びていた主要体育施設の延べ利用人数だが、大野体育館解体により減少。修繕期間中の代替施
設や代替の取り組みについてに一部支障が生じている。また、建設期間が当初よりも長期にわたった点に
ついても課題として捉えている。
・その他スポーツ施設についても、計画的に修繕を実施しているが、それ以上に施設の老朽化が進んでお
り、費用がかさむ傾向が見られる。
・週1回の運動・スポーツ実施を指標としたが、毎年の数値を把握することが出来なかったことと、指標
が漠然としすぎていて、市が指標向上に向けた直接的な活動を実施することが難しい。（民間スポーツ施
設等を巻きこんで実施する必要がある。）
・大会等に補助金を支出することで、大会継続に資することが出来た。大会には、多くの市民参加（大会
出場・ボランティア参加・応援参加）があり、スポーツの推進、まちづくりが図られた。
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主な事業内容の取組結果（実績）

方向性１ くらしを守る
重点施策２ 移動しやすく便利なまちをつくる

現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

施策方針１

移動しやすい公共交通体系の整備

移動しやすい交通体系を整備するため、公共交通サービスの維持･充実を図るとともに来
訪者も含め、市民が移動しやすい環境整備を行います。

＜前期基本計画期間の取組＞

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

市単独補助路線及び自主運行バスの利用者数
368,841

人
405,764

人
409,454

人
404,789

人
410,006

人
400,000

人

前期基本計画期間の取組の課題

暮らしを支える公
共交通サービスの
維持・充実を図る

総合的な交通体系の整備
○再編対象路線の見直し内容や関連事業の取組内容を検討するにあたっての基本と
なる「廿日市市バス路線等再編方針」を作成した。(H28)
○路線再編に伴う運行内容等を定めた「廿日市市地域公共交通再編実施計画」を策
定した。(H29)
○中山間地域のバス路線再編と併せ、交通結節点におけるバス待合施設の整備やバ
スロケーションシステムを導入し、利用者の利便性向上に取り組んだ。(H30)
○沿岸部地域のバス路線再編と併せ、民間バス路線の自主運行化やバスロケーショ
ンシステムを導入し、利用者の利便性向上に取り組んだ。(R1)
○民間交通事業者が運行するバス路線に補助を行い、生活交通路線の維持に努め
た。(H28～R1)
○宮島地域の生活利便性向上のため、宮島航路の早朝・夜間便の運航に係る経費の
一部を負担した。(H28～R1)
○宮島島内乗合タクシー「メイプルライナー」に、島内在住者に対する運賃割引制
度を導入した。(R1)
○市民の生活圏域における日常的な移動において、必要不可欠な生活交通を確保す
るため、バス関連施設の管理を行い、自主運行バス・デマンド（予約）型乗合交通
を運行した。(H28～R1)
都市サイン等の整備
○公共交通機関を利用する人が、鉄道駅から目的とする公共施設等に迷わず到着で
きるように、公共交通機関と公共施設等を安全で円滑に移動するための都市サイン
を設置した。
・ＪＲ廿日市駅(H28)
・広電廿日市駅、ＪＲ大野浦駅(H29)

〔総合的な交通体系の整備〕
・計画期間において、目標値を達成しており、公共交通体系の整備は一定の成果を上げている。
・一方で、市の財政負担は増加傾向にあり、さらなる持続可能な公共交通ネットワークの構築を図る必要
がある。
〔都市サイン等の整備〕
・市民や市外からの来訪者が目的地に円滑に移動できるよう、適切なサイン(表示内容：自主運行バス等
との連携等)となるよう検討調整が必要と考える。
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主な事業内容の取組結果（実績）

方向性１ くらしを守る
重点施策２ 移動しやすく便利なまちをつくる

施策方針２
幹線道路体系とＪＲ駅周辺の整備

移動しやすい交通体系を整備するため、幹線道路の整備とＪＲ駅へのアクセス機能強化等
を図ります。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

都市活動を支える
幹線道路を整備す
る

国・県道の整備と渋滞対策
○広島県が実施する街路佐方線、廿日市駅通線の都市計画道路や栗谷大野線、虫道
廿日市線、廿日市佐伯線などの県道及び国道４３３号など、国・県道の整備を促進
した。
市街地内の円滑な交通を確保する補助幹線道路の整備
○大野地域の市街地を東西に横断する主要な道路である街路深江林ヶ原線を整備
し、交通の円滑化を図った。(H29供用開始）
○大野地域の市街地を南北に横断する補助幹線道路である熊ヶ浦鯛ノ原線を整備し
た。(H28～)
都市間をネットワークする幹線道路の整備
○ＪＲ廿日市駅周辺における交通結節点の機能強化を図るとともに、都市間をネッ
トワークする広域交通の機能強化及び通学路の安全確保を図るため、街路畑口寺田
線を整備した。(H28～)
○都市間をネットワークする臨港道路廿日市草津線は、企業立地の促進、物流の効
率化など地域のにぎわい創出及び安全・安心につながる幹線道路であり、全線４車
線化に向け、広島県が実施している「広島はつかいち大橋」の整備促進を図った。
(H29～)
○一般国道２号廿日市大竹道路整備促進期成同盟会、並びに広島南道路建設促進期
成同盟会などによる要望活動を行った。(H28～)

ＪＲ駅の交通機能
を強化する

ＪＲ駅の交通結節点の機能の強化
○街路廿日市駅通線（駅前広場）整備事業に併せて、ＪＲ廿日市駅西側・北側に自
転車駐車場を整備した。(H28～H29)
○廿日市駅周辺地区の市民、駅利用者及び商店街利用者などのため、ＪＲ廿日市駅
南口駅前広場を整備した。(H28～H30)
○ＪＲ大野浦駅の駅前広場及び自由通路等を整備し、交通結節点の機能強化を図っ
た。（H28～H29)
ＪＲ駅のバリアフリー化の推進
○ＪＲ大野浦駅の駅前広場及び自由通路等を整備し、交通結節点の機能強化及び通
学路の安全確保を図った。(H28～H29)
○交通結節点のバリアフリー化を推進するため、ＪＲが実施するＪＲ前空駅構内エ
レベーター等整備や、ＪＲ宮内串戸駅の点状ブロック整備の整備費用の一部を補助
した。(H29～H30)
○交通施設のバリアフリー化を推進するため、ＪＲが実施するＪＲ前空駅の構内エ
レベーター等整備や広島電鉄が実施する広電宮島線への低床電車導入に係る費用の
一部を補助した。(H30～)
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現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

駅前広場やアクセス道路の整備などＪＲ駅・広電駅
周辺整備による鉄道の利便性に係る満足度

2.93 2.99 3.04 3.14 3.08 3.10 

前期基本計画期間の取組の課題

・臨港道路廿日市草津線については、広島県において、平成２９年２月にⅠ期区間である、新八幡川橋東
詰交差点から広島はつかいち大橋東詰交差点までの４車線化が完成した。唯一の２車線区間となる広島は
つかいち大橋東詰交差点から西詰交差点までのⅡ期区間についても、平成３０年１月に現地着手し、着実
に整備が進められている。一方、国道２号の渋滞緩和や広島南道路(商工センターから地御前ジャンク
ション)の整備については、事業化の目処などの方針が示されていない状況である。引き続き、一般国道
２号廿日市大竹道路整備促進期成同盟会、並びに広島南道路建設促進期成同盟会を通じた要望活動を行
い、早期事業化について強く働きかけていく必要がある。
・市道熊ヶ浦鯛ノ原線については国道２号・鉄道を跨ぐ道路整備であるため、国土交通省及びＪＲ西日本
(株)との調整を行い、事業を推進する必要がある。
・市民及び観光客の利便性向上のため、今後も広島県及び広島市と連携して、広島電鉄が実施する広電宮
島線への低床車両の導入を引き続き支援する必要がある。

7



主な事業内容の取組結果（実績）

方向性１ くらしを守る
重点施策２ 移動しやすく便利なまちをつくる

施策方針３

拠点性を高めるまちづくり

都市の魅力や市民生活の総合的な利便性を高めるため、都市拠点や地域拠点における様々
な都市機能の集積や充実を図るとともに、中山間地域において生活サービス機能等を有す
る地域拠点づくりを進めます。また、居住機能の立地の適正化についても検討を進めま
す。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

拠点機能の充実を
図る

都市拠点地区の機能強化
○ＪＲ廿日市駅～市役所～ＪＲ宮内串戸駅～ＪＡ総合病院にかけての区域につい
て、都市の魅力や利便性の向上を図り、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・整備した。
○医療・介護や交流、交通、防災など、拠点機能の強化に考慮した複合施設を公民
連携手法により整備することとし、事業を担う民間事業者を決定した。(H28～）
地域拠点の賑わいと活力を創出
○市民サービスや地域活動、地域防災の拠点施設の充実・強化を図るため、大野支
所庁舎の建替え整備を行った。(H28～H30)
○子ども・子育て世代の居場所づくりと様々な機能の複合化による新たな交流・に
ぎわいを創出するため、筏津地区の公共施設の再編整備を進めた。
将来の人口減少を勘案した住みやすいまちづくりの推進
○将来の人口減少を勘案した住みやすいまちづくりを推進するため、拠点機能の適
正な配置と居住の誘導を図る計画となる「廿日市市立地適正化計画」を策定した。
(H28～H30)

中山間地域におけ
る生活サービス機
能の整備

中山間地域における生活サービス機能の充実
○統合された小学校（玖島小学校・浅原小学校）の跡地活用策の検討を行った
(H28)。
○浅原地区の地域力の維持・向上と、交流人口、関係人口の拡大を図るため、小学
校跡地に浅原交流会館及び多目的広場を整備した。(H30)
○玖島地区コミュニティ推進協議会が実施したアンケートの集計・分析や、話し合
いへの参加・助言など、地域自治組織が主体的に取り組む地域づくり活動を支援し
た(H30)。
住み慣れた地域で暮らし続けることができる環境の整備
○吉和地域のひとり暮らし高齢者や高齢者世帯等の方が在宅での生活を継続できる
よう、夜間でも安心して暮らし続けられる泊まりのできる高齢者施設を整備(H28～
H29)し、平成２９年度から施設を運営する特定非営利活動法人に対して補助金を交
付し、環境づくりを進めた。

生活利便性の向上

行政サービスの利便性向上
○マイナンバー制度により新たに個人番号を取得した人に通知カードを送付し、希
望者には個人番号カードの交付を行った(H28～R1)。
・個人番号カード交付数（無料分）(H28)5,516件、(H29)2,094件、(H30)2,088件、
(R1)3,290件。
○住民異動の多い時期（３月下旬～４月上旬）の土曜日には、転出、転入、転居等
に伴う手続き及び個人番号カードの交付等のため、臨時の窓口を開設した(H28～
R1)。
○市民の利便性の向上を図るため、マイナンバーカードを利用して、住民票の写し
や、印鑑登録証明書などの証明書等を全国のコンビニエンスストアで取得できるコ
ンビニ交付サービスを開始した。(H30)
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現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

支所機能の充実に係る満足度 2.99 2.97 3.01 3.09 3.06 3.10 

前期基本計画期間の取組の課題

・「立地適正化計画」について、市内部はもとより市民、民間事業者等とこの計画の方向性を共有し、拠
点の形成による持続可能なまちづくりを促進するため、広報誌、ホームページ、出前トーク等で計画内容
の周知を図ることが重要である。特に、若い世代に対するまちづくりへの関心を高め、幅広い層における
市民意識の醸成に努めて行く必要がある。
・筏津地区の公共施設再編整備について新たな交流・にぎわいを創出できるようにサウンディングや住民
説明会を実施し、計画や方針策定を行うとともに競争的対話などの手法を取り入れながら事業者選定を
行った。公民連携手法により得られた成果を生かすように事業の推進、進捗管理をしていくことが必要で
ある。
・地域の拠点施設の整備等は進んでいるが、地域の活力をより創出するためには、地域経営の観点で地域
が主体となって運営していく必要がある。
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主な事業内容の取組結果（実績）

方向性１ くらしを守る
重点施策２ 移動しやすく便利なまちをつくる

現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

施策方針４

安心して歩行・通行できる安全な環境の整備

子どもや高齢者、障がい者が安心して歩行でき､また、自転車などでの通勤・通学の安全
が確保されるよう、生活道路や交通安全施設の整備を推進します。

生活道路の整備

＜前期基本計画期間の取組＞

安全に通行できる環境の充実
○道路環境の安全性・利便性・快適性の向上を図るため、地域の実情や多様なニー
ズに応じた生活道路を計画的に整備した。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

安全で快適に利用できる身近な道路や歩道の整備に
係る満足度

2.73 2.71 2.61 2.59 2.64 3.10 

前期基本計画期間の取組の課題

・多様化するニーズに対応できるよう、引き続き、地域、ＰＴＡなどと連携し、交通安全施設等の整備に
努める。
・くらし安全指導員を中心に実施する出前トークや啓発活動等のソフト面での交通安全対策に、より一層
取り組む必要がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

交通安全施設の整
備

通学路等における交通安全施設の整備
○子どもが安全で安心して通学できるように、地域、ＰＴＡなどと連携し、子ども
目線での交通安全対策を行った。（カラー舗装工事など）
交通事故防止と円滑な道路交通確保のための環境整備
○子どもから高齢者までが安全で安心して通行できるように、地域、ＰＴＡなどと
連携し、交通安全対策施設の整備を行った。
○高齢者が安全で安心して住みやすく生活できるように、地域と連携し、高齢者が
安心して歩ける道路の改善を行った。
○すべての人にやさしいまちの実現に向けて、誰もが安全で快適に移動できる歩道
の整備を行った。

交通安全の意識啓
発

意識啓発のための活動
○くらし安全指導員を３名配置し、廿日市警察署や交通安全協会等の関係団体との
連携の下、保育園や小学校等における交通安全教室、イベントや交通安全運動期間
中の広報・啓発活動などにより、市民の交通安全に対する意識啓発を図った。（H28
～R1）
○高齢ドライバーの交通事故防止と公共交通機関の利用促進を図るため、７０歳以
上の運転免許証を自主返納した市民に対し、市自主運行バスの無料利用者証、交通
系ＩＣカード「パスピー」、タクシーチケットのいずれかの支援を行った。
・(H30)運転免許証返納者数494人、支援利用者数382人、利用割合77.3%
・(R1)運転免許証返納者数539人、支援利用者数510人、利用割合94.6％
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主な事業内容の取組結果（実績）

方向性１ くらしを守る
重点施策３ 安全で安心なまちをつくる

施策方針１

災害に対する備えの充実

大規模災害の発生に備え、また、豪雨災害等の被害を最小限にするため、社会基盤整備や
建築物の耐震化等を進めるとともに、消防施設の適切な維持管理や指定避難所等の生活環
境の充実を図ります。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

安全・安心な基盤
整備

土砂災害・水害・津波対策の推進
○雨期における集中豪雨や、台風等による河川の氾濫や浸水等の災害から市民の生
命・財産を守るため、河川改良工事、急傾斜地対策工事を行った。また、広島県が
施行する河川改良、港湾施設整備及び海岸施設整備の促進を図った。(H28～)
○広島県が施行する急傾斜地崩壊対策事業や国・広島県が施行する砂防事業を促進
することにより、災害に強く安心して暮らせるよう防災減災対策に資する社会基盤
整備を進めた。(H28～)
○老朽化した佐伯・吉和・宮島地域の防災行政無線（同報系）設備の更新等のた
め、実施設計(H28)と設備更新工事(H29～R1)を行った。
○大野東部地区に一次避難地となる防災公園を整備した。(H28～)
○災害時の情報伝達手段の充実を図るため、ＦＭはつかいち放送の難聴エリアであ
る佐伯・吉和地域の難聴解消整備費用の一部を補助した。(H30)
○市内のため池44箇所を「防災重点ため池」として選定し、広島県の指定を受け
た。(R1)
○ブロック塀等の倒壊による通行人への被害の防止や迅速な避難のための経路を確
保するため、通学路などの沿道にある危険なブロック塀等の除却費用等の一部を補
助した。(R1～)

建築物等の耐震化

民間建築物の耐震化の促進
○市内に存する木造住宅の所有者等に対し、耐震診断を実施した。また、環境フェ
スタへの出展や耐震セミナーの開催などにより木造住宅の耐震化の普及と啓発を
図った。
・実施戸数　12戸(H28)、6戸(H29)、7戸(H30)、9戸(R1)
○木造住宅の耐震化を促進するため、耐震改修工事に係る費用の一部を助成する補
助事業を行った。
・実施戸数　3戸(H28)、1戸(H29)、1戸(R1)
○耐震改修工事に合わせリフォーム工事を行った場合、住宅リフォーム助成事業に
よる補助を行った。
・実施戸数　3戸(H28)、1戸(H29)、1戸(R1)
○耐震改修促進法により耐震診断を義務付けた大規模建築物の耐震化を促進するた
め、耐震改修工事に係る費用の一部を助成する補助事業を実施した。
・実施　１棟(H30)
公共施設の耐震化の推進
○「公共施設等総合管理計画」として位置付けるため、平成25年6月に策定した「廿
日市市公共施設マネジメント基本方針」にインフラ施設に関する内容を追加し、改
訂した。(H28)
○各公共施設を耐震化した。
・橋りょう耐震対策事業（山陽本線廿日市・宮内串戸間大野木道水路橋補修ほか、
尾立誇線橋耐震補強（側線部橋面）(H28～H30)
・総合健康福祉センター天井耐震改修工事(H28～H29)
・平良市民センター(H28)
・廿日市小学校プール付属棟、宮島小学校特別教室棟、大野西小学校屋内運動場天
井耐震改修工事(H28)
・阿品台中学校管理特別教室棟、四季が丘中学校屋内運動場・柔道場、大野東中学
校柔剣道場(H28)
・宮島幼稚園(H28)
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現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

指定避難所等の生活環境の充実
○避難者の身体的な負担軽減やプライバシーを確保するため、エアマットや簡易間
仕切り等を購入した。また、避難所での最低限の生活環境を確保するため、仮設ト
イレや発電機等を購入した。(H28～R1)
○市民センター及び市民センター以外の避難所を開設した場合に備え、自動体外式
除細動器（ＡＥＤ）を購入した。(H30～R1)

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

地震・風水害などの災害対策に係る満足度 2.95 2.95 2.94 2.90 2.92 3.10 

前期基本計画期間の取組の課題

消防力の向上

消防関係施設整備の推進
○化学消防ポンプ自動車更新、消防ポンプ自動車（第13分団）更新、耐震性貯水槽
設置（塩屋一丁目）（H28)
○救急救助艇更新、高規格救急自動車更新、消防ポンプ自動車（第7分団第1部）更
新、小型動力ポンプ付積載車（第24分団第1部）更新、高機能消防指令センター基本
計画策定業務委託（H29)
○小型動力ポンプ付水槽車更新、高規格救急自動車更新、輸送車更新、小型動力ポ
ンプ付積載車（第19分団、第22分団第3部）更新、耐震性貯水槽設置（浅原）(H30)
○消防ポンプ自動車更新、高規格救急自動車更新、輸送車更新、小型動力ポンプ付
積載車（第2分団第2部2班、第5分団、第22分団第2部）更新、消防艇係留施設改修
(R1)
○消防庁舎の再整備に関する基本的な考えを取りまとめた「廿日市市消防庁舎再整
備基本構想」を策定した。(R1)

指定避難所等の生
活環境の充実

・広島県において、土砂災害から住民の生命・身体を保護することを目的とし、土砂災害が発生するおそ
れがある土地の区域を明らかにするため、土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域等の指定が進め
られ、平成30年12月に本市全域での指定が完了した。毎年のように、全国各地で台風や梅雨前線等による
集中豪雨により大規模な災害が発生し、住民の防災への関心がさらに高まっていることから、防災減災対
策のハード整備の要望が多く寄せられているが、その対応は追いついていない状況である。
・近年における集中豪雨、台風等による河川の氾濫や浸水等の災害から市民の生命・財産を守るため、引
続き土砂災害・水害・津波対策の事業を推進する必要がある。
・危険なブロック塀等の除却について、補助事業のさらなる利用促進と安全確保に関する積極的な周知を
図っていく必要がある。
・民間建築物の耐震化について、継続して耐震化の必要性を周知するとともに、新たな補助制度の検討を
行っていく必要がある。
・消防車両は、「廿日市市消防本部消防車両等更新基準」に基づき推進しているが、車両更新に遅延を生
じている。
・現在保有する消防庁舎は昭和４０年代後半から平成にかけて建設されており、施設・設備等の老朽化・
狭あい化が進んでいることから、消防庁舎再整備基本構想に基づき更新を進めていく必要がある。また、
廿日市市女性職員の活躍推進に関する行動計画では女性消防職員の確保が課題となっており、庁舎の更新
においては女性用の施設や設備を整備していく必要がある。
・消防団車庫は築３０年以上を経過している施設が多く、老朽化が進んでいる。組織改編を伴う適切な施
設配置や、更新計画に基づき災害対応能力に優れた車両を整備していく必要がある。
・廿日市市公共施設マネジメント基本方針の見直しを行い、予防保全の観点から公共施設の耐震化を含む
長寿命化、維持管理を計画的に実施するとともに、大規模災害発生時のリスクを低減させる必要がある。
・引き続き、指定避難所等の環境整備に努める。
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主な事業内容の取組結果（実績）

方向性１ くらしを守る
重点施策３ 安全で安心なまちをつくる

施策方針２

自助・共助など災害に備えた体制整備

自主防災組織の活動を支援し、市民の防災意識と地域の防災力の向上を図りつつ、日常的
な地域での支え合いや情報共有の仕組みにより、安心して住み続けることのできる地域を
めざします。また、災害に対応した多様な主体との連携を推進します。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

自主防災活動の推
進

自主防災組織の活動推進
○自主防災活動で使用する資機材及び活動費用の一部を支援した。（H28～R1）
○地域防災相談員を２名配置し、自主防災組織が行う各種訓練等の活動を支援し
た。（H28～R1）
防災意識の啓発・人材育成
○自主防災組織や市民からの防災に関する相談へのアドバイスや、出前トークによ
り市民の自主防災意識の向上を図った。
・出前トーク「消防・防災」26回（H28）、29回（H29）、53回（H30）、61回(R1)
○地域の自主防災活動のリーダー的な役割を担う人材（防災士）を養成した。
 2人/年度（H28～H30）
 さらに令和元年度からは、近年の集中豪雨や地震など頻発する自然災害に対し、市
民の防災意識と地域の防災力の強化を図るため、防災士養成研修事業を実施した。
44人(R1)

災害に備えた体制
整備

避難行動要支援者の支援体制整備
○地域との協働による避難行動要支援者支援事業の推進を図るため、各地域の避難
支援体制整備の援助や要支援者名簿の更新、要支援者名簿登録同意書の配布、要支
援者の個別計画書の作成等を実施した。（H28～）
・避難行動要支援者名簿登録者数（高齢者・障がい者・その他合計）
　8,023人（H28）、8,654人（H29）、8,622人（H30）、9,113人（R1)
・避難行動要支援者個別計画作成者数（高齢者・障がい者・その他合計）2,316人
（H28）、3,001人（H29）、3,882人（H30）、4,299人（R1)
避難体制の整備
○土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定が完了した地区を対象とし
て、指定箇所の周知、警戒避難体制の整備を図るため住民と一緒にハザードマップ
を作成し、配布した。
・3地区（H28）、6地区（H29）、6地区（H30）、5地区(R1)
○市民の円滑な避難行動につなげるため、「広島県避難勧告等判断・伝達マニュア
ルガイドライン」の改訂に合わせて、本市の「避難勧告等の判断・伝達マニュア
ル」を改訂し、ホームページで公表した。(R1)
大規模災害時における業務遂行体制の確立
○災害発生時等において、より迅速かつ的確な対応ができるよう、災害シナリオと
防災行動を時系列に整理したタイムライン（事前行動計画）を作成した。また、実
践的な災害対応訓練（図上訓練）を実施した。(R1)
○大規模な災害等が発生した場合においても、水道事業の果たすべき役割を維持・
継続できるよう、緊急対応能力の向上を目的とした「業務継続計画（ＢＣＰ）」を
策定した。(R1)
○大規模災害により下水道施設等が被災した場合でも、下水道が果たすべき機能を
維持・回復することを目的とした「下水道事業業務継続計画（ＢＣＰ）」及び、
「行動マニュアル」を策定するとともに、より実践的で実効性を高められるよう実
地訓練等を実施した。
・BCP策定（初版H28、改定版H30）、行動マニュアル策定（R1）
・机上訓練（H30）、実地訓練（R1）
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現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

土砂災害ハザードマップ作成地区数 ２地区 ６地区
１２
地区

１８
地区

２３
地区

２８
地区

前期基本計画期間の取組の課題

災害に備えた体制
整備

消防人材育成の推進
○消防職員が業務を遂行するための基本的な勤務環境の整備及び充実を図った。ま
た、広島県消防学校への派遣研修や必要な資格の取得などにより、職務能力の向上
を図った。
・広島県消防学校19人（H28）、28人（H29）、18人（H30）、13人（R1）
○消防団組織の充実を図った。
・消防団員数　623人（H28）、636人（H29）、601人（H30）、607人（R1)
応急手当等の普及啓発
○傷病者の生存率や社会復帰率の向上を目的とした講習会を実施した。
・社会復帰率　6.2％（H28）、4.1％（H29）、12.5％（H30）、9.6％（R1）
・応急手当実施状況　2,864人（H28）、3,761人（H29）、3,508人（H30）、3,135人
（R1）
○応急手当の必要性や重要性を普及させるため、イベントへの参加や広報誌等を活
用した広報活動を実施した。

・自主防災組織が未結成の地域や活動が活発でない地域、積極的な自主防災活動により県表彰を受ける地
域まで、地域により自主防災活動の実態が異なるため、実情に応じた支援等を行う必要がある。
・防災士養成研修事業により、地域の防災リーダーを増やしつつ、防災リーダーとして活動できる環境整
備やフォローアップ研修などを実施していく必要がある。
・災害時の避難情報が、市民の避難行動に結びついていないため、市民が適切な避難行動を取れるよう、
市民の防災に対する意識付けの推進及び関係機関との連携が今後も必要となってくる。
・水道事業の業務継続計画の実効性を確保するため、定期的な研修や訓練等を通じて職員への浸透、定着
を図り、定期的に計画の点検・見直しを実施する。
・同じく、下水道事業の業務継続計画の実効性の向上をより図るため、定期的な訓練の実施が不可欠であ
り、訓練や時代・状況変化による新たな課題に対して、反復訓練・BCPの見直しを行うなど、PDCAサイク
ルの確立が必要である。
・避難行動要支援者名簿への登録者数、個別計画書策定率等の数値は年々向上しているが、実際の避難行
動には結びついていない。避難率向上のため、地域における支援体制の充実が重要だが、個人情報の取り
扱いへの不安や、地域住民の高齢化、さらにこれらに対する行政のサポート不足などもあり十分な支援体
制が築けていない。そのため、支所や市民センター等と連携し、各地区の現状を把握し整理するととも
に、各地区の実情に応じた個別の対応を図る必要がある。
・消防団員の高齢化、若年層の減少、就業構造の変化及び地域社会への帰属意識の希薄化等から、消防団
員数が年々減少している。
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主な事業内容の取組結果（実績）

方向性１ くらしを守る
重点施策３ 安全で安心なまちをつくる

現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

施策方針３

犯罪のない安心して暮らせるまちづくり

犯罪のない安心して暮らせるまちをめざし、消費者トラブルの未然防止や防犯対策を推進
します。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

防犯や交通安全に向けた取組に係る満足度 2.98 2.97 2.97 2.98 2.95 3.10 

前期基本計画期間の取組の課題

・消費生活相談件数は減少しているが、消費生活相談内容が時代の流れと共に変化してきている。そのた
め、時代に合った質の高い消費生活相談の環境整備及び消費者啓発を更に推進していく必要がある。
・平成２５年度から平成２９年度に行った防犯灯ＬＥＤ化の取組みによりＬＥＤ化率は、約
９９％となったが、今後、ＬＥＤ防犯灯の取替時期が集中することへの対応策を検討する必要がある。

消費者トラブルの
未然防止

消費生活に関する啓発活動
○高齢者に対する啓発として、市内70歳以上の高齢者世帯を対象に「悪徳商法撃退
マニュアル」を配布した。（H28）
○廿日市市消費者協会と協力し、市民意識を向上させるための啓発グッズの配布や
コミュニティFMで注意喚起のCM放送を行う等、様々な啓発活動を行うことで消費者
トラブルの未然防止に努めた。また、消費生活センターにおいて、多様化する消費
生活相談に対応し、問題解決のための助言やあっせん等を行った。（H29、H30、
R1）
○消費生活出前講座　5件（H28）、9件（H29）、4件（H30）、7件（R1）
消費生活相談の充実
○消費生活相談件数　706件（H28)、870件（H29）、773件（H30）、685件（R1）

防犯対策の推進

防犯灯・防犯カメラの設置及び維持管理の支援
○防犯灯の管理団体に対し、防犯灯の設置等や維持管理に要する経費について補助
金を交付し、夜間における歩行者の安全確保や犯罪の未然防止等に努めた。
・防犯灯数（維持管理補助金交付件数）　8,344灯（H28）、8,417灯(H29）、8,488
灯（H30）、8,533灯（R1）
・新規（共架・専用柱）、器具取替・移設、撤去の合計数
　618灯（H28）、287灯（H29）、118灯（H30）、79灯(R1)
○犯罪発生の抑制につながるよう、地域による防犯カメラの設置費用の一部を補助
した。
・防犯カメラ設置補助件数　5台/年度(H30、R1)
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主な事業内容の取組結果（実績）

方向性１ くらしを守る
重点施策３ 安全で安心なまちをつくる

施策方針４

持続可能なまちづくり

道路や橋りょう、公共施設などの効率的かつ計画的な維持補修、更新を進めます。また、
今後、増加する空き家については、安全面での対応とその活用について計画的に取り組み
ます。

＜前期基本計画期間の取組＞

インフラや公共施
設の長寿命化と整
備

道路維持管理の推進
○道路交通の安全性、快適性及び交通の円滑化の確保を図るため、計画的に緊急か
つ優先度の高い箇所から、舗装、側溝、法面及び橋りょうなどの維持補修を行っ
た。
橋りょう維持管理の推進
○老朽化した橋りょうの集中的な架替えや大規模な補修による財政負担を軽減させ
るため、アセットマネジメント（長寿命化修繕計画）に基づいた、橋りょうの維持
修繕を行った。
上下水道施設等の生活基盤施設の維持管理の推進
○安全で安定した水道水の供給を行うため、老朽化した水ノ越浄水場と筏津浄水場
を廃止し、新たに浄水機能を強化した大野浄水場の新設整備を行うとともに、老朽
化した水道管を更新した。
○持続可能な水道事業を推進するため、アセットマネジメント（資産管理）手法に
よる更新計画を策定した。
○生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図り、健康で快適な生活を確保するた
め、「汚水処理施設整備構想（アクションプラン）」を策定し、計画的な公共下水
道の整備を実施した。
・汚水整備状況等
　整備面積　1,204.4ha(H28) 1,387.9ha(H29) 1,437.8ha(H30) 1,492.6ha(R1)
　人口普及率　  44.8%(H28)     53.8%(H29)    56.5％(H30)   58.9%(R1) 
○2020年4月からの公共下水道事業の地方公営企業法適用に向け、将来にわたって安
定的にサービスの提供を継続していくため、次期経営戦略の策定に着手した。(R1)
各種公共施設の長寿命化の推進
○平成25年度に策定した「廿日市市公共施設マネジメント基本方針」にインフラ施
設に関する内容を追加する改訂を行った。（H28)
○「廿日市市公共施設マネジメント基本方針」に掲げる公共施設の総合的かつ計画
的な管理運営の実現に向け、研修会を開催した。（H29)
○大野筏津地区の公共施設再編基本構想案の策定に着手した。(H29)
○宮島水質管理センター、宮島水道施設及び宮島清掃センター等の包括管理業務の
導入について検討した。(H29)
○吉和地域の「小さな拠点」の形成とあわせ、公共施設の見直しに着手した。
（R1）
○全庁的な公共施設のマネジメントについて検討した。(H30)
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現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

＜前期基本計画期間の取組＞

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

緊急措置段階の橋りょう数 ３箇所 ０箇所 ０箇所 ０箇所 ０箇所 ０箇所

前期基本計画期間の取組の課題

空き家対策

空き家対策の推進
○空き家対策の推進に向け、空き家対策計画を策定した。
・空き家の状況を把握するための実態調査(H28)
・空家等対策計画を策定(H29)
・危険空き家解消のための除却及び空き家活用促進のための改修等について、費用
の一部を助成する補助事業を実施した。(H29～R1)
・セミナーの開催、冊子作成により、空き家の予防、活用を推進するための意識啓
発を実施した。(H30)
・危険空家等の解消を図るため、特定空家等に対して略式代執行の実施、及び法定
措置のもと所有者による解体を実施した。
○地域が自発的に行うまちづくり活動を支援するため、空き家等を活用した地域活
動・拠点施設認定制度を創設した(H30創設、R1：1件)

・引き続き、橋梁の適切な維持管理に努める。
・老朽化した水道施設、管路の更新を引き続き行う。
・下水道事業については、今後のアクションプランの推進にあたり、補助（国費）対象路線の減少等によ
る財源の確保や執行体制（職員数・技術継承）の確立が必要である。
・公共施設の効率的かつ計画的な維持補修、更新を実施するため、インフラ施設においては長寿命化計画
の策定（支援）を行い、計画に基づく予防保全を実施する必要がある。
・公共施設においては効率的な管理運営を実施するため包括的管理委託を実施しているが、さらなる効率
化の観点から対象施設の見直しを行う必要がある。
・効率的かつ効果的な管理運営を支援できるように各施設の施設台帳（マネジメントシート）を作成する
必要がある。
・平成28年に把握した危険空家28件（うち特定空家5件）のうち、14件（うち特定空家5件）について措置
済みとなったが、残り14戸に対して引き続きの対応が必要。
・新たな危険空き家の把握と対応が必要。
・空き家所有者に向けての啓発の継続が必要。
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主な事業内容の取組結果（実績）

方向性１ くらしを守る
重点施策４ いつまでも住み続けられるまちをつくる

現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

施策方針1

救急医療・高度医療・へき地医療の推進

地域医療を確保し、さらに将来にわたって維持していくことをめざし、救急医療・高度医
療の体制整備や、診療所機能の維持・管理や福祉機能との連携により、市民が安心できる
医療体制の整備を図ります。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

診療所の維持・管理
○吉和地域における初期医療体制を確保した。
・内科受診者　3,941人(H28)、3,995人(H29)、4,093人(H30)、4,068人(R1)
・歯科受診者　272人(H28)、260人(H29)、248人(H30)、312人(R1)
○へき地医療の充実及び医療・福祉機能の集約による利便性の向上を図るため、吉
和診療所を吉和福祉センター敷地内に移転整備した。(H28)

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

救急車への救急救命士搭乗率 96% 99% 99% 99% 99% 100%

前期基本計画期間の取組の課題

救急医療・高度医
療の充実

救急医療体制の整備
○休日及び夜間における初期救急医療体制を確保した。
・休日・夜間急患診療所
　受診者合計　7,381人(H28)、7,552人(H29）、7,408人(H30)、7,044人(R1)
○第一次救急医療運営負担金
　救急車や救急医療機関の適正利用を促進するとともに、潜在的重症患者の救護体
制を充実させるため、広島広域都市圏構成市町で共同実施する救急医療に関する電
話相談事業の運営費の一部を負担した。
○第二次救急医療運営補助金
　ＪＡ広島総合病院及び広島西医療センターが行う休日夜間における重症患者医療
の運営事業に要する経費に対し、大竹市と連携し支援した。
○第三次救急医療体制の確保
　重篤な救急患者の救急医療体制を確保するため、ＪＡ広島総合病院の地域救命救
急センターの運営費の一部を補助した。
○救急救命士及び指導救命士の養成、現任の救急救命士の再教育を実施した。
・救急救命士養成　1人(H28)、1人(H29)、1人（H30)、1人（R1)
・指導救命士養成　1人（R1)
・救急救命士教育　9人(H28)、7人(H29)、5人（H30)、5人（R1)
地域医療拠点の整備
○医療・福祉・まちづくりの機能を連携させ、継続的かつ一体的なサービスが提供
できるよう、官民複合施設の早期整備を目指し、事業を担う民間事業者を決定し
た。(H28～）

へき地医療の維持

・市民が安心して生活できる医療体制を整備するため、救急医療・高度医療の充実について、関連団体等
と引き続き連携を図る必要がある。
・救急救命士及び指導救命士の養成、現任の救急救命士の再教育については、令和２年度の指導救命士養
成研修が新型コロナウイルス感染症の影響で中止となり、前期基本計画期間中に２名を予定していた養成
が１名となった。
・へき地医療の維持については、吉和地域の特殊性を踏まえた上で、地域において重要な役割を果たして
いる吉和診療所の安定的な運営に努める必要がある。
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主な事業内容の取組結果（実績）

方向性１ くらしを守る
重点施策４ いつまでも住み続けられるまちをつくる

施策方針２

誰もが安心して生活できる地域づくり

住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、福祉施設の整備や、障がい者
がライフステージに応じた適切な支援が受けられる体制の充実に努めるとともに､外国人
在住者が住みやすい環境づくりを進めます。

＜前期基本計画期間の取組＞

高齢者施設の整備
○吉和地域高齢者施設整備事業
 吉和地域のひとり暮らし高齢者や高齢者世帯等の方が在宅での生活を継続できるよ
う、吉和地域で夜間でも安心して暮らし続けられる泊まりのできる高齢者施設を整
備(H28～H29)し、施設を運営する特定非営利活動法人に対して補助金を交付して、
環境づくりを進めた。(H29～H30)

＜前期基本計画期間の取組＞

福祉施設の整備推
進

高齢者を地域で支
える仕組みづくり

地域包括ケアシステムの充実
○重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後ま
で続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保
される体制である地域包括ケアシステムを構築するため、介護予防日常生活支援総
合事業を開始し、従来の指定介護事業所によるサービスに加えて、多様なサービス
の充実に努めた。
・介護予防・生活支援サービス事業（件数、サービス費）
　訪問型サービス　(H28)2,627件48,142,047円、 (H29)5,872件109,851,265円、
(H30)5,721件99,859,570円、（R1）5,521件95,600,336円
　通所型サービス　(H28)3,391件83,801,956円、(H29)8,469件207,223,446円、
(H30)9,126件208,590,905円、（R1）9,680件217,280,053円 
○地域包括支援センター又は委託した居宅介護支援事業所が要支援者の基本チェッ
クリストやアセスメントを実施し、介護予防ケアマネジメント（ケアプラン作成
等）を行った。
・介護予防ケアマネジメント事業
　介護予防ケアマネジメント合計延件数(H28)3,483件、(H29)6,744件、(H30)6,703
件、（R1）6,607件
○「地域包括支援センターはつかいち」、「地域包括支援センターさいき」、「地
域包括支援センターおおの」で、介護予防ケアマネジメント業務総合相談支援業
務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント業務を実施した。また、吉
和、宮島地域のブランチにおいて日常の相談業務を実施した。
・地域包括支援センター業務実施状況（相談支援述件数）
　(H28)32,115件、(H29)35,029件、(H30)35,910件、（R1）37､871件
○専門職連携や地域のネットワークづくりを目的に、医療・介護・福祉・生活の困
りごと等の相談に応じる「ちょっとひと息医療とふくしの相談室」を年20回実施し
た。
・地域ケアネットワーク推進事業（延参加者数、延相談者数）(H28)435人、150人
(H29)386人、173人(H30)489人、178人、（R1）481人、163人
○在宅医療と介護のサービスを一体的に提供するために、地域の医療・介護サービ
スの資源把握、在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策を検討する会議の開催、
在宅医療・介護関係者の研修、在宅医療・介護に関する地域住民への普及啓発に関
する業務を廿日市市五師士会に委託して実施し、多職種間の連携推進を図った。在
宅看取りの取組として、「看取りのパンフレット」を作成した。
・専門委員会及び会議（実施回数、参加者延人数）
　(H28)19回132人(H29)19回158人(H30)12回104人(R1)12回114人
・研修会及び講座（実施回数、参加者延人数）
　(H28)4回343人(H29)6回433人(H30)6回358人(R1)8回447人
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＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

障がい者福祉の充
実

障がい者への支援の拡充
○障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、あいプラ
ザ内の障がい福祉相談センターきらりあにおいて、市内の4事業所に委託し、障がい
者、家族等の総合的な相談に応じた。
○障害者総合支援法及び児童福祉法による障がい者福祉サービス
・介護給付事業　障がいのある人の障がい程度や社会活動、介護者の有無、居住等
の状況をふまえ、個別に身体介護（居宅における入浴、排泄、食事の介護）、家事
援助（調理、洗濯、掃除等の援助）、短期入所（ショートステイ）等の支給決定を
行い、生活全般にわたる援助を行った。
・訓練等給付事業　共同生活援助（グループホーム）等の訓練等事業の支給決定を
行い、日常生活上の援助、入浴・排せつ・食事などの居住支援等を行った。
・障害児通所給付　障害児通所支援に係るサービスの支給決定や給付を行い、障が
いのある児童の発達支援、就学中の障がい児の放課後における活動の場の支援を
行った。　
○親亡き後に障がいのある人が安心して生活できる場の確保等のため、廿日市市内
に建設されるグループホームにかかる建設費、グループホームへのスプリンクラー
設置にかかる工事費の一部を助成した。(H28、H29)
○障がいのある人の生活を地域全体で支え合うため、緊急時の相談や受け入れなど
の地域生活支援システムの体制を整備した。(R1)
障がいに関する啓発活動の推進
○手話が言語であることの普及や、障がいの特性を理解し、多様なコミュニケー
ション手段の円滑な利用の促進を図るため、その基本理念を定めた条例（手話言語
の普及及び多様やコミュニケーション手段の利用促進によるやさしいまちづくり条
例）を定め、学習会の開催などにより啓発活動を行った。
○各種啓発事業を実施し、人権が尊重される平和な社会の実現に向け、市民の人権
意識の一層の向上を図った。
・人権週間啓発事業
・人権強調月間啓発事業
・人権作品募集事業
・ヒューマンシアター事業
・人権啓発推進団体に対する活動費補助
・人権啓発リーフレット作成事業
・広報人権問題シリーズ掲載事業

多文化共生の地域
づくり

外国人市民への支援の拡充
○国際意識の高揚と諸外国との相互理解の増進を図り、国際親善に寄与することを
目的に、姉妹都市交流及び多文化共生等の幅広い分野での国際交流事業を市民レベ
ルで推進するため、廿日市市国際交流協会とともに各種事業を実施した。
・廿日市市国際交流協会（主な事業）国際理解講座、留学生平和ツアー、ボラン
ティア育成事業、ホームステイ受入、外国人との交流事業の開催、ニュージーラン
ド姉妹都市研修旅行、カナダビクトリア青少年派遣事業など
・在住外国人の生活支援のため多文化共生相談員を設置し、中国語、英語、タガロ
グ語による市役所資料の翻訳や窓口での通訳、相談対応等を行った。
・廿日市市国際交流協会に委託し、日本語教室の開催等、多文化共生を推進した。
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現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

地域包括ケアシステムが構築された地区数（28コ
ミュニティのうち地域福祉の会（協議体）を設置し
た地区数）

０地区 ２地区 ５地区 ５地区 ６地区
１４
地区

日本語教室の開設数 ３箇所 ４箇所 ４箇所 ５箇所 ５箇所 ５箇所

前期基本計画期間の取組の課題

〔高齢者福祉〕
・吉和地域の高齢者施設においては、地元の特定非営利活動法人がその運営を担っているが、事業の継続
性を確保するためには収支のバランスを再検討するなどの強化が必要である。
〔地域包括ケアシステム〕
・地域包括ケアシステムは、疾病や要介護状態により身体機能が低下した高齢者が、医療や介護の専門職
からケアやサービスを受け、リハビリなどの介護予防に取り組み、住民主体による生活支援や通いの場へ
の参加を通して、住み慣れた地域で安心して住み続けられる地域の体制である。
・こうした地域包括ケアシステムの中では、顔の見える関係や自然と生まれる助け合いが重要であり、本
計画では「住民主体の地域課題を話し合う場（協議体）や住民の支え合いのしくみ」が構築された小学校
区や区などの地区数を指標としており、令和元年度末で6区になった。
・このような取組は、住民の主体的な参加を促すものであり、数値的な結果だけでなくプロセスも合わせ
て評価していく必要がある。本計画の期間では、生活支援コーディネーター（社会福祉協議会に委託して
配置）が中心となって住民主体の協議体の構築を進めており、地区によっては専門職と連携し、地域ケア
会議で抽出された地域課題を話し合う場ともなりつつある。また、現在の6地区の取組が他の地区へと波
及していくように、地域ごと、さらには全市で、各地区の取組あるいは地域課題を共有するための階層的
なしくみを作っているところである。
・地域包括ケアシステムの主旨や住民が相互に支えあえる地域づくりという共通の目標を理解し、互いが
役割を持ち連携するチームづくりが今後の課題である。そのため、高齢介護課と生活支援コーディネー
ターが主となり、市内28コミュニティに1つ以上の協議体設置を目指して、階層的なしくみの機能を強化
するとともに、コミュニティと連携する機会が多い地域政策課、福祉総務課、健康推進課等の関連課と連
携して協議体づくりを推進していく必要がある。
〔障がい者福祉〕
・増加する対象者、多様化するニーズへ適切に対応する必要がある。
・手話条例によって定めた基本理念を総合的かつ計画的に推進する施策を実施する必要がある。
〔人権啓発〕
・法律や制度改正の動きを注視し、時代や当事者のニーズに沿った事業を推進する必要がある。
〔多文化共生〕
・行政サービスとしての外国人市民支援の一環として、多文化共生相談員を配置し、関係機関と連携をし
ながら外国人市民の生活支援を行っている。今後、相談員の認知をより高めるため、分かりやすく相談員
の概要や利用の周知を図る必要がある。また、防災訓練や避難所など、共通のテーマや課題解決のために
外国人市民と取り組みを一緒に行うなどの連携が必要である。やさしい日本語で、市ホームページの多言
語化や、災害時の情報発信などを行っているが、生活全般に関する情報の多言語化・ふりがな表記化をよ
り推進する必要がある。
・意識啓発・教育で、市内の幼稚園、小・中学校に外国語指導助手を配置し国際理解教育の充実を図って
いる。また、安心して暮らし、自己の能力を発揮できる環境を構築するため、市広報やパンフレットなど
で多様性あふれる地域社会への意識啓発を推進しているが、小・中学校、高等学校、大学などと連携し、
相談員を派遣したり、国際理解講座を開催するなど、多様な関係機関との取り組みを進めることが求めら
れる。
・友好交流のため、国際交流協会と連携してニュージーランドとの姉妹都市交流事業及びカナダビクトリ
ア青少年派遣事業を行っているが、R1年度は新型肺炎の影響のため、マスタートン交流事業をはじめ各種
教室等の事業が中止となっている。今後の交流事業では、感染の予防を含め、開催方法についても探って
いく必要がある。
〔全体〕
・個人や世帯が抱える「生きづらさ」やリスクが複雑化・多様化している中で、これまでの高齢者、障が
い者など対象者別の制度や分野ごとの縦割りでは解決できない福祉課題が顕在化している。国が示す「地
域共生社会の実現」に向け、本市における包括的な支援体制構築が急務となっており、相談支援機関相互
の連携体制づくりが必要である。
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主な事業内容の取組結果（実績）

方向性１ くらしを守る
重点施策５ 豊かな自然を次世代につなぐ

現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

施策方針１

環境保全活動の推進

豊かな自然を守り次世代につなぐため、環境問題への意識啓発や地域特性を活用した再生
可能エネルギーの導入、省エネルギーの促進、効率的で環境に配慮した廃棄物処理など、
環境保全活動を推進します。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

公共施設の太陽光発電導入率 約3％ 約13％ 約13％ 約14％ 約15％ 約20%

１人１日平均ごみ排出量（家庭系燃やせるごみ）
475ｇ/
人・日

468ｇ/
人・日

466ｇ/
人・日

466ｇ/
人・日

479ｇ/
人・日

406ｇ/
人・日

環境への意識啓
発、省エネルギー
の推進

環境学習の実施
○「廿日市市環境基本計画」の主体別行動計画に基づき、環境や人にやさしいまち
づくりを推進した。
・環境アドバイザーの活動支援
・小学生等を対象とした環境学習（地球温暖化防止教室）の開催
・はつかいち環境フェスタの開催
・(R1)循環型社会等啓発講演会の開催
省エネルギー対策の取組
○公共施設の新築や改築に合わせて屋根を活用した太陽光発電等の省エネルギー設
備の導入を促進した。
・(H28)水道局、中央市民センター　(H29)佐方市民センター、平良市民センター 
(H30)大野支所、大野東市民センター (R1)はつかいちエネルギークリーンセン
ター、廿日市児童会
○温室効果ガス排出削減を図るため、対象設備の導入者等に対し補助金を交付し
た。
・(～H28)電動アシスト自転車等購入補助金
・(H30～)住宅用地球温暖化対策設備導入促進補助金

ごみ処理施設の整
備、ごみ減量化の
推進

ごみ処理施設の整備
○一般廃棄物の効率的な処理を目的とし、はつかいちエネルギークリーンセンター
を整備し、中間処理施設の集約化を図った。
ごみ減量化及び資源化の推進
○ごみ減量化促進対策事業
市民のごみ問題に対する知識を深め、ごみの減量化、資源化を促進するため、出前
講座や出前トーク（H28～R1）、ごみ減量市民アイデア募集（H28～H30)、環境フェ
スタや市民センターまつりなどのイベント(H29～R1)で啓発活動を行った。
・資源回収推進報奨金　3円／kg
(R1)　83団体
・電動生ごみ処理機購入補助(購入費の1/2，上限30,000円)
(R1)　38機
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前期基本計画期間の取組の課題

・市有施設の新築や改築に合わせた省エネルギー設備の導入は順調に進んでおり、改築等を行う予定のな
い施設についても、可能な範囲で民間企業への屋根貸しなどを行っているが、残りの施設については、屋
根の耐久性等の問題により設備の導入は困難であり、設備の導入は頭打ちの状況となっている。
・大野、佐伯地域の廃止した処理施設の跡地利用を検討する必要がある。
・ごみ減量に関する市民の意識調査を行い、燃やせるごみの有料化について効果を検証する必要がある。
・従来からの出前トーク、出前講座、環境フェスタ、市民センターまつりなどのイベントのほかに、新し
い啓発事業について検討する必要がある。
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主な事業内容の取組結果（実績）

方向性１ くらしを守る
重点施策５ 豊かな自然を次世代につなぐ

現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

施策方針２

豊かな自然の保護・活用

潤いのある都市空間を形成するため、市内の緑地面積の拡大を図るとともに、森林の公益
的機能が発揮できる状況にするため、荒廃した人工林や里山林の再生と市民協働による森
づくりを推進します。また、恵まれた自然環境を守り、次世代につなぐよう取り組んでい
きます。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

市有林の森林整備面積 8.4ha 26.38ha 91.01ha 23.2ha 11.8ha 20.6ha

前期基本計画期間の取組の課題

・処理困難な漁業系海岸漂着ごみが増加しており、海岸清掃に伴う漂着ごみの処理経費も増加傾向にあ
る。

都市緑化の推進

公園・緑地の適切な配置・整備
○都市環境や都市の安全性を向上させるとともに、市民の憩いの場、コミュニティ
活動の拠点となることから、豊かな地域づくりや地域の活性化を図るため、街区公
園などの整備及び施設の改修工事を行った。
・公園整備工事　11件(H28)14件(H29)8件(H30)11件(R1)
・佐伯総合スポーツ公園遊具整備実施設計及び佐伯総合スポーツ公園多目的広場整
備検討業務を実施した。(H30)
・佐伯総合スポーツ公園大型複合遊具整備工事外９件を行った。(R1)

森林の適正な管理

森林の適正な管理
○市有林等の施業を推進することで、森林の持つ公益的機能の保持、自然環境の保
全に努めた。
市民協働による森づくりの推進
○里山林整備・森林ボランティア活動への支援等を推進した。
・里山林整備事業　7.60ha(H28)7.96ha(H29)9.13ha(H30)8.65ha(R1)
・森林・林業体験活動支援事業　7団体(H28)2団体(H29)2団体(H30)4団体(R1）
・里山保全活用支援事業（住民団体やNPO法人等の企画・取組による里山林の保全活
動の支援）3団体(H29)1団体(H30)2団体(R1)
・里山活用・保全活動支援事業　1団体(H30)1団体(R1)

自然環境の保護と
活用

自然環境の利活用の推進
○貴重な自然を守るための清掃活動を支援するとともに、ラムサール条約登録湿地
等自然環境の大切さを知ってもらうため、児童や市民を対象とした講座を開催し、
意識啓発を図った。
・各所海岸清掃の実施及び支援
・小学生等を対象とした環境学習（水辺・里山教室）の開催
・ラムサール条約登録湿地の保全・啓発
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主な事業内容

方向性２ 人を育む
重点施策１　 子どもたちがたくましく自立し確かな学力を身につける

社会のニーズに応じた教育の推進

グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等により社会が大きく変化する中、子どもたち
が高い志や意欲を持つ自立した人間として、周囲の人とともに、主体的に行動すること
や、多様な情報を活用することなど、将来、社会で活躍するために必要な資質・能力を育
む教育を推進します。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

自然体験学習の推
進

＜前期基本計画期間の取組＞

自然体験活動の支援
○山・海・島体験学習プロジェクトとして、市内小学校が3泊4日の自然宿泊体験活
動を行った。
・実施小学校数　16校(H28)5校(H29)16校(H30)

食育の推進

＜前期基本計画期間の取組＞

学校教育を中心とした食育の推進
○「第２次廿日市市食育推進計画」に基づき、学校給食の分野から児童・生徒、家
庭及び地域住民への食育の推進を図った。

施策方針１

ＩＣＴ環境の整
備・充実

情報化社会に対応するＩＣＴ教育の推進
○教育情報化の環境改善を図るために、小中学校の教育用コンピュータ及び電子黒
板等ＩＣＴ設備・機器を整備し、ＩＣＴ支援員による授業者への支援を行った。
・電子黒板１台あたりの稼働授業時間数（１ヶ月あたり）目標22.0時間
　実績　小学校25.6時間(H29)33.4時間(H30)、中学校27.7時間(H29)27.3時間(H30)

国際教育の推進

グローバル化に対応する外国語教育の充実
○外国語指導助手（ＡＬＴ）を11人配置し、公立幼稚園、小中学校のすべての学年
を対象に、教員が行う小学校外国語活動や中学校英語科の授業等の指導に参加させ
たことにより、外国人に対するコミュニケーションの意欲を高めた。
・ＡＬＴ延べ配置時間数　6,426時間(H28)6,195時間(H29)6,552時間(H30)
英語で表現し交流する機会の設定
○グローバル化に対応する国際交流活動の推進としてグローバルキャンプを実施
し、市内の中学生と留学生が参加した。日常の中で英語を話したり聞いたりする機
会を設定し、実践的な力を高めた。（H29については、台風により中止）
○台湾基隆市との交流事業を実施し、基隆市から4名の生徒を迎え、異なる文化の人
たちと触れ合い、教育・文化の交流を行った。(H29)
○台湾基隆市との交流事業を実施し、廿日市市から10名の生徒が基隆市を訪れ、異
なる文化の人たちと触れ合い、教育・文化の交流を行った。（H30)
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現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

ＩＣＴを活用した授業を実施している教師の割合

小
63.7％

中
61.8％

小
66.9％

中
72.9％

小
64.4％

中
72.6％

小
72.0％

中
65.6％

小
72.0％

中
67.4％

小70％
中65％

中学校英語実技調査の正答率 87.7% 78.3% 74.3% 調査中止 調査中止 90.0%

前期基本計画期間の取組の課題

・ＩＣＴ教育の推進については、小・中ともに目標値を上回っているが、国のＧＩＧＡスクール構想に伴
い、ＩＣＴ機器整備が更に進むので、活用のためのサポートの拡充が必要である。
・国際教育の推進では、小学校の新学習指導要領が全面改訂に伴い、新たな外国語教育がスタートし、授
業研究の推進や児童が外国語を活用できる機会をつくっていく必要がある。
・自然体験学習については、熱中症対策の観点から、実施時期・内容等について検討が必要である。
・食育推進事業については、関係機関の連携を深め、今後の方向性を整理していくことが必要である。
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主な事業内容の取組結果（実績）

方向性２ 人を育む
重点施策１　 子どもたちがたくましく自立し確かな学力を身につける

施策方針２

学校教育環境の充実

学校教育環境を整えるため、小中学校の改修工事を順次行うほか、学校の規模適正化や小
中一貫教育の推進などによる教育体制の充実、学校給食センターの再編整備を推進しま
す。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

学校施設の整備

学校施設の整備
○安全・安心な教育環境を整備するため、小中学校リニューアル事業を実施した。
小学校
・トイレ（洋式化）改修工事
・大野東小学校校舎改修工事
・大野東小学校渡り廊下耐震改修工事
・大野東小学校特別教室等改修工事（ＬＡＮ設備）
中学校
・阿品台中学校屋内運動場大規模改修工事
・トイレ（洋式化）改修工事
・阿品台中学校特別教室棟及び管理特別教室棟大規模改修工事
・阿品台中学校普通教室棟大規模改修工事
○小中学校の普通教室棟の空調を整備した。
○通学路に面したブロック塀等の外観調査を行い、危険なブロック塀等の所有者に
危険である旨の周知を行った。

教育体制の充実

学校の規模適正化
○老朽校舎棟の計画的改修整備について、効果的な手法を研究するほか、学校施設
個別施設計画を策定した。
小中一貫教育の推進
○小中学校の教員が相互に出向き、学習活動や生徒指導等を体験し、自校での指導
に反映させる取組を行った。教員が出向く際に、授業を代わりに行う非常勤講師を
配置した。また、小中合同研修会や小中合同研究会の講師を招聘し、小中一貫教育
について研修した。
・非常勤講師延べ配置時間数　108時間(H28)、86時間(H29)、74時間(H30)

学校給食施設の再
編整備

学校給食施設の再編整備
○児童・生徒に対して安全・安心な学校給食を将来にわたって安定的に提供するた
め、ＤＢＯ方式により大野学校給食センターを整備し、大野地域小学校2校、中学校
2校に学校給食の供給を開始した。
○大野学校給食センターを、地域における食育推進のモデルと位置付け、食に関し
て専門家である栄養士などとともに策定した食育推進政策を、学校のみならず、関
係部署とも連携した上で、家庭や地域などにおいても実践した。
○安全で安心な学校給食を将来にわたって安定的に提供するため、津田小学校給食
調理室及び吉和学校給食センターのドライシステム改修を行った。
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現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

小中学校大規模改修（長寿命化）実施率 25.4% 26.4% 27.7% 27.7% 29.1% 59.2%

小中一貫教育を推進することは、学力向上において
効果があると回答した教職員の割合

86.8% 87.9% 90.0% 90.2% 90.1% 88.0%

前期基本計画期間の取組の課題

・小中学校の連携体制は確立されているが、義務教育９年間で目指す児童生徒像を明確にし、そのために
必要な「資質・能力」を明らかにして、更なる充実をはかる必要がある。
・佐伯地域の学校給食施設整備については、３つの給食施設を１つの給食センターに集約することを前提
としつつ、適切な施設規模と整備時期について検討を続ける必要がある。
・学校施設個別施設計画の有効的活用をしていく。
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主な事業内容の取組結果（実績）

方向性２ 人を育む
重点施策１　 子どもたちがたくましく自立し確かな学力を身につける

施策方針３

子どもたちの状況に応じた教育や心の教育の推進

子どもたちが安心して通える学校をめざし、集団づくりや教育相談体制を充実させるとと
もに、関係する機関が連携して、特別な配慮が必要な子どもへの支援を推進します。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

子どもが安心して
通える学校づくり
の推進

安心して学べる集団づくり
○いじめ問題への対応として、廿日市市いじめ問題対策連絡協議会（年１回開
催）、廿日市市いじめ防止対策委員会（年３回開催）を設置した。
○学校環境適応感尺度（アセス）を市内全小・中学校で年間３回実施し、研修講師
を派遣した。
○こころの教室相談員や生徒指導アシスタントを配置したり、スクールカウンセ
ラー、スクールソーシャルワーカー等を学校に派遣した。
○つながり支援プロジェクト（児童生徒のかかわりあいを意図的に設定し、お互い
を認め合える集団づくりを進め、自己有用感を高めることによって、いじめ等の問
題行動の未然防止を図るとともに、学ぶ意欲を高める取組）を市内全小・中学校で
実施した。
相談・教育体制の充実
○生徒指導主事がいじめ・不登校の未然防止、生徒指導体制の確立に取り組む時間
をより確保するため、生徒指導アシスタントを小学校12校に設置した。週当たりの
配置時間数を23時間として、いじめ問題や不登校対策の取組のさらなる充実を図
り、登校渋りをしたり学校生活に困っていたりする児童に対して適切な支援をし
た。
○こども相談室（廿日市教室、佐伯教室、大野教室を学校外に設置している。）
に、６人の青少年指導員を配置し、不登校児童生徒に対して、学習支援や自立を促
す活動を行い卒業生に対しても、適切な指導を行った。

関係機関が連携し
た子育てサポート
体制の充実

発達段階に応じた子育てサポート体制の充実
○発達障がい等のある児童の学校生活や学習を支援するため、特別支援教育支援員
を配置した。
・小学校配置数(H28)16校57人(H29)16校60人(H30)17校62人
・中学校配置数(H28)10校19人(H29)10校22人(H30)10校19人
○教育委員会事務局に特別支援教育士を2名配置し、公立幼稚園及び小・中学校に対
し巡回相談を行い、児童生徒の実態を把握するとともに、特別支援教育に関する専
門的事項の指導・助言及び教育相談を実施した。
・特別支援教育士相談件数
　小学校(H28)214件(H29)315件(H30)437件
　中学校(H28)46件(H29)58件(H30)124件
○中学校(H28)46件(H29)58件(H30)124件
○教育委員会事務局の「生徒指導グループ」に、生徒指導相談員を1名、生徒指導指
導員を1名、スクールソーシャルワーカーを3名配置して、必要に応じて学校に派遣
した。
・スクールソーシャルワーカー相談件数(H28)45件(H29)63件(H30)43件
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現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

自分のよさは、まわりの人から認められていると回
答した児童生徒の割合

小
59.3％

中
59.8％

小
68.8％

中
71.3％

小
70.4％

中
69.5％

小
70.9％

中
70.3％

小
74.6％

中
72.2％

小70％
中70％

不登校児童生徒の割合

小
0.64％

中
2.92％

小
0.64％

中
4.03％

小0.7％
中3.7％

小
0.65％

中
4.32％

小
0.76％

中
4.01％

小
0.45％

中
2.50％

前期基本計画期間の取組の課題

・特別な支援が必要な児童・生徒の増加が見込まれる中、あらゆるニーズに柔軟に対応できることが必要
であり、そのための人員確保や資質向上を図る取組の一層の充実が課題である。
・相談・教育体制や発達段階に応じた子育てサポート体制の充実を図ってきたものの、依然として小中と
もに不登校児童生徒の割合は高く、特に中学校の不登校生徒の割合の高さは本市の課題である。
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主な事業内容の取組結果（実績）

方向性２ 人を育む
重点施策１　 子どもたちがたくましく自立し確かな学力を身につける

現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

施策方針４

地域と学校の協働による創造性豊かな子どもの育成

家庭と地域と学校が協働し、「学校支援地域本部」の設置・活動推進など、地域ぐるみで
の教育支援の取組を進めます。

＜前期基本計画期間の取組＞

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

前期基本計画期間の取組の課題

地域による学校支
援

学校支援地域本部の設置・活動推進
○学校支援地域本部を全小・中学校に設置した。
放課後子供教室の推進
○地域ボランティアによる児童への学習や生活習慣、スポーツ指導などを行う放課
後子供教室を実施し、児童が安全で安心して学習できる居場所を作った。(H28)5校
(H29)6校(H30)8校(R1)9校
佐伯高等学校の魅力化
○佐伯高等学校に県外等からの入学者を受け入れるための下宿改修費（改修工事及
び設備等の設置）の補助を行った。(H28～R1)
○下宿通学者及び遠距離通学者の経済的負担を軽減するため、下宿費及び通学費の
補助を行った。(H28～R1)
○佐伯高校の魅力化を担当する地域支援員を配置した。(H29～R1)
○生徒の学習を支援する公営塾を運営し、生徒の教育環境を充実させた。学習支援
員（数学・英語）及び地域支援員により、問題集等を活用し、生徒一人ひとりに合
わせた個別指導を行った。(H30～R1)
学習機会・情報提供の充実
○「親の力」をまなびあう学習プログラム（親プロ：親が親としての役割や責任を
自覚し、子育ての技術や知識を学ぶこと目的に、広島県が作成したプログラム）
ファシリテーターのスキルアップのため、ステップアップ研修に、登録ファシリ
テーターの参加を勧めるとともに、同ファシリテーターを活用した講座を実施し
た。
○青少年育成団体との連携による青少年健全育成新聞「しゃぼん玉」（年3回発行）
を市内全小中学校の児童生徒へ配布する中、必要な相談窓口等の情報を提供した。

学校支援地域本部の設置数

12本部
(対象：
小学校
12校

中学校2
校）

15本部
(対象：
小学校
15校中
学校3
校）

17本部
(対象：
小学校
17校中
学校6
校）

17本部
(対象：
小学校
17校中
学校6
校）

23本部
(対象：
小学校
17校中
学校10)
（集計方
法変更）

17本部

・関係機関での協議を定期的に行い、更なる佐伯高等学校の魅力化を図る必要がある。
・全小・中学校において学校支援地域本部の設置が完了したが、より地域と学校が「連携・協働」し、
「学校を核とした地域づくり」を推進する必要がある。また、新たなボランティアの担い手を発掘するた
め、市民センター等と連携し、活動内容など情報発信する必要がある。
・児童が安心して学習に取り組める居場所づくりをさらに進めるため、放課後子供教室の設置において課
題となっている事項を洗い出し、解決に取り組む必要がある。
・学習機会・情報提供の充実のため、関係施設へのチラシ配布等により親プロの周知を行う。また、ファ
シリテーター間の情報交換や資質向上のために情報交換会を開催する。また、ファシリテーターの派遣先
を増やす取組を進めるため、子育て支援センター（ママフレンド）との取組をすすめる。
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主な事業内容の取組結果（実績）

方向性２ 人を育む
重点施策１　 子どもたちがたくましく自立し確かな学力を身につける

施策方針５

子どもを安心して産み育てられる環境の整備

子どもの笑顔があふれるまちであり続けるため、結婚から子育てまでライフステージに応
じた支援を推進します。

男女の出会いの場
づくり

＜前期基本計画期間の取組＞

男女の出会いの場づくり
○出会いの機会と交流の場の提供を目的として、出会いの場づくり事業を実施し
た。

＜前期基本計画期間の取組＞

子どもを産み育て
やすい環境の整備

子育て支援センターの拡充
○子ども同士、親子の触れ合いの場として、子育て支援センターにおいて、育児不
安についての相談指導や地域の子育て情報の提供など、子育て家庭に対する支援を
行った。
・年間利用者数
　廿日市子育て支援センター(H28)31,844人(H29)30,741人(H30)26,829人（R1）
22,346人
　大野子育て支援センター　(H28)4,327人(H29)5,052人(H30)6,696人
（R1）5,045人
　阿品子育て支援センター　(H28)7,270人(H29)6,799人(H30)4,386人（H30.9月末閉
鎖）
　佐伯子育て支援センター　（R1）1,542人
地域全体での子育て支援
○家庭における児童の養育その他、児童福祉の向上を図るため、専任の家庭児童相
談員による相談援助活動を行った。
・年間相談件数(H28)563件(H29)579件(H30)605件（R1）598人
○子育て世代に必要な情報提供の拡充と利便性の向上を図るため、子育てアプリ
ケーションの管理運営を行った。
○地域における子育て等を支えるため、市民が会員となり助け合う「ファミリー・
サポート・センター」事業を実施した。
・会員数
　依頼会員(H28)712人(H29)792人(H30)877人（R1）918人、提供会員(H28)390人
(H29)425人(H30)337人（R1）348人、両方会員(H28)50人(H29)58人(H30)47人（R1）
48人
・年間利用実績
　育児(H28)440件(H29)495件(H30)480件（R1）375人、介護(H28)1,740件(H29)1,648
件(H30)1,717件（R1）1,357人
妊娠、出産、子育てと切れ目のない育児支援
○すべての妊婦が安心して出産できる環境を整えるため、妊婦健康診査受診券(14回
分)と妊婦歯科健診受診券(1回分)などを交付し、定期的な妊婦健康診査の受診を勧
奨した。
・妊婦健康診査受診者数
　一般健康診査(H28)10,439人(H29)10,797人(H30)9,482人（R1）9,656人
　歯科健診(H28)349人(H29)368人(H30)324人（R1）340人
○平成29年度から新たに出産前後の不調や孤立等により、育児に不安を抱えている
妊産婦をサポートする産後ケア事業を開始した。
・産後1か月健康診査費給付事業　産後１か月健康診査に係る費用のうち５千円を上
限に給付した。(H29)対象者816人　受診者736人、(H30)対象者835人　受診者808
人、(R1)対象者759人　受診者735人
・育児・母乳外来等実施事業　産後間もない時期に、心身の不調や育児不安等によ
りサポートが必要と判断した産婦を対象に助産師が母乳ケアや育児相談等を行っ
た。利用者(H29)32人(H30)60人（R1）46人
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現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

・家事援助サービス費給付事業　妊娠中から出産後に不安感や孤立等から育児困難
感を抱えている妊産婦のうち、養育支援を必要と判断した人を対象に、ヘルパー等
による育児や家事援助を行った。
　利用者実人数(H29)12人(H30)22人（R1）22人
　訪問延回数(H29)199回(H30)337回（R1）431回

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

出会いの場への参加者数（延べ人数） ３１人
１８８

人
２２８

人
２６８

人
２６８

人
４８０

人

子育てサポーター養成講座受講者数（延べ人数）
６１９

人
７１９

人
７７８

人
８３９

人
８９８

人
９５０

人

前期基本計画期間の取組の課題

子どもを産み育て
やすい環境の整備

・宿泊型・日帰り型ケアサービス　産婦が抱える心身の不調と子育てに関する不安
を解消するため、産科医療機関等に宿泊又は通所させ、母体の保護及び保健指導を
行った。
　宿泊型ケアサービス　利用者実人数　0人
　日帰り型ケアサービス　利用者実人数1人、延利用日数1日
○親と子の健康づくり、疾病予防、子育て支援等を目的として、妊産婦、乳幼児と
その保護者を対象にした事業を実施した。また、主任児童委員、母子保健推進員に
よる訪問等の子育て支援を実施した。
・マタニティスクール　妊娠・分娩・出産・育児に関する知識の普及と情報交換、
父親の育児参加を目的として、実施した。
　妊婦延参加者数(H28)61人(H29)51人(H30)85人（R1）80人
　夫・その他延参加者数(H28)37人(H29)36人(H30)67人（R1）46人
・育児教室　１歳６ヶ月児健診の結果、継続的な指導が必要な親子等に対して、遊
びの体験学習を通して幼児の発達を促すため実施した。また、発達相談員による個
別相談も併せて実施した。
　回数(H28)24回(H29)24回(H30)24回（R1）24回
　延参加組数(H28)240組(H29)214組(H30)211組（R1）242組
　個別相談参加組数(H28)48組(H29)45組(H30)47組（R1）51組
・離乳食講座　離乳食についての知識の普及と情報交換を目的に実施した。
　回数(H28)7回(H29)8回(H30)7回（R1）7回
　延参加者数(H28)115人(H29)116人(H30)108人（R1）99人
・４か月児健診未受診者訪問事業（廿日市地域）　４か月健診の未受診者を対象に
主任児童委員が訪問して子育て情報を提供し、育児状況を把握した。
　未受診者(H28)32人(H29)16人(H30)14人（R1）7人
　訪問件数(H28)29件(H29)14件(H30)14件（R1）7件
・ペアレントトレーニング
　養育能力の向上と孤立感の軽減等を目的に、講演会形式で実施した。５回コース
で実施した。令和元年度からは大野地域でも実施した。
　参加人数(H28)150人(H29)203人(H30)169人（R1）273人
○平成30年度から不妊治療を希望する方の経済的負担を軽減するため、特定不妊治
療（体外受精・顕微授精）の費用の一部を補助した。(H30)延26人（R1）延60人
○妊娠期から子育て期にわたる支援を切れ目なく提供するため、子育て世代包括支
援センターとして新たに「ネウボラさいき」及び「ネウボラおおの」を開設し、佐
伯支所と大野支所を拠点とした母子保健型の相談支援体制を拡充した。(R1)

・広範な対象者に対する出会いの機会の提供においては、一定の成果があったことから、令和元年度を
もって事業を終了した。
・妊娠期から子育て期において、妊産婦を対象とした事業の拡充により、切れ目のない支援を行い、必要
なサービスにつなぐことができている。
・廿日市市は虐待通告件数が年々増加しており、対応はもちろん、予防事業についても検討していく必要
がある。今後はさらに、ネウボラ拠点を拡充し、ネウボラと連携しながら、子ども家庭総合支援拠点を設
置し、「はつかいち版ネウボラ」として機能を拡充し、体制整備を行っていく。
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主な事業内容の取組結果（実績）

方向性２ 人を育む
重点施策２ 郷土の歴史・文化を次世代につなぐ

施策方針１

魅力ある郷土の歴史や文化の学習と次世代への継承

ふるさとへの誇りや愛着を育むまちをめざし、魅力ある郷土の歴史や文化の学習を通し
て、ふるさとを愛し誇りに思う心を育み、その心を次世代につなぎます。また、民俗芸能
などの文化の保全･継承や文化活動を推進します。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

ふるさと学習の推
進

廿日市市への愛着と誇りを育成
○「ふるさと廿日市」への愛着と誇りを育むことを目的に、各校の実態に応じて郷
土を素材とした取組を行った。
○「ふるさと学習発表会」を開催し、平成２９年度からは市内全校ステージ発表又
は展示発表において取組の成果を発表し、「ふるさと学習」の充実を図った。
○各校の取組をまとめた「ふるさと学習実践事例集」を作成して市内全校に配付し
た。
ふるさとを愛する心をつなぐ学習環境づくり
○総合的な学習の時間にシティプロモーション室と連携した授業を実施し、授業の
構想段階における支援や児童生徒への支援を行い、3月には「ふるさと学習発表会」
で発表校としてふるさとの魅力やふるさとに対する思いなど、取組の成果を発表し
た。
・(H28)小学校1校、中学校2校(H29)小学校1校、中学校2校(H30)小学校3校、中学校1
校
○市民センターにおいて、ふるさとへの愛着と誇りを育てる主催事業を実施した。
（歴史ウォーキング、盆踊りの練習、水辺の生き物観察、凧揚げなど）
・開催回数(H28)115回(H29)257回(H30)305回(R1)268回
・参加延人数(H28)2,374人(H29)7,066人(H30)9,313人(R1) 9,065人
○ロビー展などでふるさとへの愛着と誇りを育てる展示を実施した。(H28～R1)
○地域の歴史や伝統文化を学ぶ自主グループ活動を支援した。(H28～R1)

文化財の保存・継
承

文化財や民俗芸能の保存･継承
○指定文化財の保存修理・防火設備の維持管理事業の経費の一部を補助し、文化財
の保存・保護を図った。
・(H28)広島県重要文化財等保存事業補助金（極楽寺本堂防火設備点検）、市重要文
化財保存事業補助金、嚴島神社防災施設等管理事業補助金
・(H29)国重要文化財等保存事業補助金（嚴島神社防災・耐震対策）、広島県重要文
化財等保存事業補助金（極楽寺本堂防火設備点検）、市重要文化財保存事業補助
金、嚴島神社防災施設等管理事業補助金
・(H30)嚴島神社防災施設等管理事業補助金、広島県重要文化財等保存事業補助金
（極楽寺本堂防火設備点検）、市内重要文化財等保存事業補助金
・(H31)国重要文化財等保存事業補助金（嚴島神社東回廊ほか３棟建造物保存修
理）、嚴島神社防災施設等管理事業補助金、広島県重要文化財等保存事業補助金
（極楽寺本堂防火設備点検）、市内重要文化財等保存事業補助金
○民俗芸能伝承団体へ補助し、民俗芸能の保存・伝承を図った（H28～R1)。
○県指定民俗文化財「説教源氏節人形芝居眺楽座」や神楽等民俗芸能文化継承のた
めの活動拠点「民俗芸能伝承館」の維持管理を行うことで地域の文化の継承を図っ
た。
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＜前期基本計画期間の取組＞

文化財の保存・継
承

歴史民俗資料館の整備及び活用促進
○廿日市市郷土資料室、大野民具倉庫、佐伯歴史民俗資料館、吉和歴史民俗資料館
及び宮島歴史民俗資料館の管理運営及び考古・民俗資料等の維持管理、公開等を
行った。
○宮島歴史民俗資料館では、企画展示や公開講座（H28、R1）、常設展示の見直しを
行った。企画展示については、地元の方からの聞き取りをもとに、お盆に合わせて
「精霊棚」の復元展示や、カキまつりに合わせて「広島の牡蛎」のパネル展示を実
施している。（H30、R1）
○平成28年度から新た宮島歴史民俗資料館にふるさと学習推進員を設置し、市内外
の市民センター・学校等で宮島についての出前講座を行った(H28～R1)ほか、館内の
「庭園」において篠笛、箏、平家琵琶といった和楽器の演奏会、資料館学芸員によ
る館内解説ツアーを実施した。（H28～R1）
○これらの取組を通じて、廿日市市の歴史・民俗・文化を学ぶ機会を提供した。
来館者数（H28）17,141人（H29）16,192人（H30）16,422人（R1）16,688人

宮島地域の歴史的町並みの保存
○嚴島神社門前町（宮島地域）としての歴史的町並みを保存・復元・継承するた
め、伝統的建造物群保存地区制度導入に向けて、国や検討の関係機関との調整や、
制度説明会の開催、市民理解醸成のための市民講座・情報交換会の開催、伝統的建
造物（特定物件）の調査及び特定物件の保存同意依頼等を実施した。
○伝統的建造物群保存地区を令和元年６月に指定した。

文化芸術活動の推
進

文化芸術活動の推進
○廿日市市美術展を廿日市市美術協会へ委託して開催し、市民への芸術発表の機会
を提供した。
・来場者数(H28)2,446人(H29)2,214人(H30)1,935人(R1)2,041人
○市内の小中学校を対象に毎年2校を移動文化教室事業実施校に選定し、子どもたち
への芸術等への接触機会を提供した。
・鑑賞者数(H28)957人(H29)634人(H30)603人(R1)131人
○劇団四季が実施する「こころの劇場」を誘致・開催した。
・鑑賞者数(H28)751人(H29)1,041人(H30)1,056人(R1)997人
○けん玉（日月ボール）発祥の地として、あそびの伝承のきっかけづくりとなるよ
う小学1年生を対象にけん玉教室を実施した。（H28～R1)
○多種多様化する文化・スポーツに対する市民ニーズに応えるため、高度で専門的
な文化・スポーツ事業を展開するために設立された（公財）廿日市市文化スポーツ
振興事業団の支援を行った。(H28～R1)
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現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

地域教材を活用した授業実施率 ― ― 100% 100% 100% 100%

今住んでいる地域の行事に参加している児童生徒の
割合

中3　
42.2％
小6　

72.2％

中3
49.2％
小6

70.3％

中3
49.2％
小6

67.3％

中3
49.9％
小6

65.6％

中3
54.1％
小6

73.1％

中３　
50％
小６　
75％

前期基本計画期間の取組

・ふるさと学習に係るアンケート調査によると、「廿日市市のことが好きである」と答えた児童生徒の割
合は、小学校94％、中学校91％と肯定的評価が高かった一方、「廿日市市に住み続けたい」は小学校
87％、中学校73％であった。ふるさと学習を通して廿日市市の魅力に気付き、興味を持たせることはでき
ているが、将来の廿日市市について深く考えることまではできていない。
・民俗芸能の保存・継承については、地域のコミュニティとも連携しながら活動の支援を継続していく必
要がある。
・歴史民俗資料館の整備及び活用の促進のため、収蔵資料調査等を行い、今後の施設の在り方や再編整備
について検討を早急に進めていく必要がある。
・宮島地域の歴史的町並みの保存について、宮島の町並みは文化財的な価値が非常に高いが、過疎化が進
み、空き家化した伝統的な建物の数が増加傾向にある。宮島地域市民を始め、より広く伝統的な建物、町
並みの価値、魅力を認識してもらうことが重要。
・宮島は木造住宅が隣接しその町並みを形成しており、大きな特徴の一つであるが、防災面において脆弱
であり、防災計画の策定が必要となる。
・文化芸術活動の推進については、今後、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、事業のあり方を見
直す必要がある。

36



主な事業内容の取組結果（実績）

方向性２ 人を育む
重点施策３ 未来を担う人づくり

現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

施策方針１

まちづくり活動に誰もが参加しやすい環境づくり

まちづくり活動に興味や関心がある市民が、気軽に活動に参加できるよう、市民センター
などにおいて学びの場を提供するなど、環境づくりに努めます。

学びの場の提供

＜前期基本計画期間の取組＞

市民センター事業の推進
○市民センター主催事業（共催も含む）として地域の課題解決（まちづくり）のた
めの事業を実施した。
○まちづくりや福祉をテーマとした職員研修を実施した。

＜前期基本計画期間の取組＞

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

市民センター主催事業参加者数
72,779

人
78,319

人
84,066

人
94,853

人
92,980

人
93,000

人

地域の活動に参加していると答える人の割合 59.1% 55.4% 55.8% 55.0% 57.1% 65.0%

市民と行政の協働のまちづくりに係る満足度 2.85 2.83 2.90 2.93 2.89 3.10 

活動に参画しやす
い環境づくり

協働事業の推進
○地域での円卓会議から提案される地域自治組織を中心とした地域の課題解決につ
ながる事業や地域の特性を活かした事業等に対し、助成金を交付し、地域協働によ
るまちづくりを推進した。(H28)
・地域提案型協働事業助成金(30団体)
・地域力向上事業助成金(9団体)
○まちづくりのパートナーである28地区の地域自治組織に対し、既存の補助制度と
地域敬老事業を統合し、自由度の高い補助制度とした「まちづくり交付金制度」を
新設し、地域自治組織による公共的かつ公益的な地域課題の解決の取組を推進し
た。
・まちづくり交付金(28団体)(H29～R1)
・活力あるまちづくり挑戦事業補助金　1団体(H30）2団体(R1)
○協働によるまちづくりを実効性のあるものとし、まちづくりの実情に的確に対応
させるために設置している協働によるまちづくり審議会において、協働によるまち
づくり推進計画（第2期）に係る事業の進捗状況について審議した。(H28～R1)
○地域貢献活動保険制度を運用して、市民活動団体が安心して活動できる環境を整
えた。(H28～R1)
地域支援員の配置
○佐伯地域及び吉和地域における地域力の維持・向上を図るため、地域支援員を配
置し、玖島地区、浅原地区及び吉和地域の活性化、佐伯高等学校の魅力化、定住促
進、農業活性化の取組を行った。
・佐伯地域活性化　1名(H28～H29)　・浅原地区活性化　1名(H28～R1)
・玖島地区活性化　1名(H28～R1)　・佐伯高校魅力化　1名(H29～R1)
・定住推進　1名（H29～R1）・農業活性化　1名（H29～R1）
・吉和地域活性化　1名(H28～R1)
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前期基本計画期間の取組

・佐伯・吉和地域の地域力の維持・向上に向けた取組の中で、地域支援員の配置の効果を高めるために
は、地域支援員を採用するに当たり、地域の課題を明確にし、設定した課題に基づく取組を行う上での地
域支援員の必要性を十分検討する必要がある。
・地域が自ら考え行動し、お互いに支え合う組織の形成するため、地域自治組織のあり方を見直し、行政
からの支援の内容手法も含め十分検討する必要がある。
・地域特性を活かしたまちづくりを推進するなかで、まちづくりに参画する担い手や財源を確保するた
め、活動の見直しを実施し、事業の選択を行う必要がある。
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主な事業内容の取組結果（実績）

方向性２ 人を育む
重点施策３ 未来を担う人づくり

現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

施策方針２

まちづくり活動に取り組む人材の育成

子どもから高齢者まで、市民が生涯にわたり、あらゆる場所において学習する機会をつく
り、その学習成果をまちづくりに活かせるような仕組みをつくります。大学などの多様な
主体と連携し、まちづくりに参画する人材を育成します。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

地域の活動に参加していると答える人の割合 59.1% 55.4% 55.8% 55.0% 57.1% 65.0%

市民と行政の協働のまちづくりに係る満足度 2.85 2.83 2.90 2.93 2.89 3.10 

前期基本計画期間の取組

・生涯学習事業の推進については、今後、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、講座やイベントの
あり方を見直す必要がある。
・地域自治組織の活動支援については、限られた財源、人的資源の中で地域で本当に必要な事業（行事の
選定）や優先順位付け等の棚卸しを進めるための支援が必要である。

生涯学習の推進

生涯学習事業の推進
○生涯学習情報を、市広報をはじめ市内各所へのチラシや冊子の配布、関係会議で
の告知･案内、毎週FMはつかいちでの放送により発信した。
○大学連携講座を4大学と企画・実施した。(H28～R1)
○はつかいち平和の祭典実行委員会事業（はつかいち平和コンサートの実施）を実
施した。
・来場者数(H28)900人(H29)1,000人(H30)台風により中止(R1)765人
○生涯学習フェスティバルを実施した。(H28～R1)
○図書館活動の充実として、小中学校に図書館オリエンテーション事業(H28、
H29）、昔話出前派遣事業(H28～R1)、ブックトークボランティア派遣事業(H28～
R1)、子ども司書（H28～R1)、キャリアスタートの受入(H28～R1)、社会見学（H28～
R1)を実施。保育園に移動図書館車巡回による団体貸出(H28～R1)、出前おはなし会
(H28～R1)、保育園団体貸出セット(H28～H29)を実施した。
○「子どもと本の講座」を実施した。(H28～R1)

協働によるまちづ
くりの推進

協働事業の推進
○地域での円卓会議から提案される地域自治組織を中心とした地域の課題解決につ
ながる事業や地域の特性を活かした事業等に対し、助成金を交付し、地域協働によ
るまちづくりを推進した。(H28)
・地域提案型協働事業助成金(30団体)
・地域力向上事業助成金(9団体)
○まちづくりのパートナーである28地区の地域自治組織に対し、既存の補助制度と
地域敬老事業を統合し、自由度の高い補助制度とした「まちづくり交付金制度」を
新設し、地域自治組織による公共的かつ公益的な地域課題の解決の取組を推進し
た。
・まちづくり交付金(28団体)(H29～)
・活力あるまちづくり挑戦事業補助金(1団体）(H30～)(H30:1団体、H31:2団体）
○協働によるまちづくりを実効性のあるものとし、まちづくりの実情に的確に対応
させるために設置している協働によるまちづくり審議会において、協働によるまち
づくり推進計画（第2期）に係る事業の進捗状況について審議した。(H28～H30)
○地域貢献活動保険制度を運用して、市民活動団体が安心して活動できる環境を整
えた。(H28～H30)
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主な事業内容

方向性３ 資源を活かす
重点施策１　 ライフステージに応じた支援をする

現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

施策方針１

保育の充実と女性が活動しやすい環境づくり

女性の様々な活動を応援するため、各種保育サービスの充実や企業への働きかけを行うと
ともに、女性ならではの視点を活かした起業・創業などの取組を支援します。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

各種支援事業の推進
○市内経済団体等と連携し、起業・創業希望者を対象としたセミナーを開催し、創
業希望者の掘り起こしや創業準備者への支援を行った。
女性視点での取組
〇男女共同参画意識の浸透や働く場における男女共同参画を推進するための各種研
修等を行った。

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

延長保育･一時保育･休日保育の実施園数

延長:16
園、一

時:6園、
休日:0園

延長:20
園、一

時:7園、
休日:0園

延長:21
園、一

時:7園、
休日:0園

延長:25
園、一

時:7園、
休日:0園

延長:27
園、一

時:10園、
休日:0園

延長:18
園、一

時:12園、
休日:2園

0歳～2歳の保育園での受入児童数 947人 1,167人 1,197人 1,317人 1,407人
1,537人

前期基本計画期間の取組の課題

・市内における女性の就業実態を把握し、働き方の課題を抽出するとともに、関係機関と連携の上、働き
やすい職場づくりに向けて企業への働きかけを行う必要がある。
・創業支援について、創業セミナー参加者の現状把握が不十分であるため、アンケート調査などによって
現状を把握する必要がある。

保育等の充実

多様な保育サービスの提供
○保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う保育時間の延長に対する需
要に対応するため、延長保育を実施した。私立認可保育園に対して実施に伴う支援
をした。
保育園の充実
○公私連携型保育所廿日市保育園及び民間保育園の新築費用の一部を補助した。
留守家庭児童会の充実
〇保護者の就労支援のため、留守家庭児童会の開所時間を18時30分までにするとと
もに、児童会入会希望者の増加に対応するため、地御前児童会、大野東児童会及び
廿日市児童会の専用施設を小学校敷地内に木造で新築した。
○吉和地域の児童の健全育成を図り、平日も子育て中の保護者が安心して就労でき
る環境を整備するため、留守家庭児童会を市の運営に移行した。

多様な働き方への
支援

就職・再就職を希望する女性への学習機会の提供
○廿日市市を拠点に活躍しているゲストによるトークセッション、起業・就職応援
ブースの開設など、「働きたい」女性の希望や多様な暮らし方を応援するイベント
や、就職、再就職を希望する女性を対象とした就業支援セミナーを開催した。
企業への働きかけの推進
○市内事業者を対象に、産業経済団体と連携し、多様な人材の活用や多様な働き方
への理解を深めるためダイバーシティ経営普及セミナーを実施した。
○副市長ほか市幹部職員・管理職員全員が「イクボス宣言」を実施し、市全体で働
きやすい職場づくりを実現していくためのきっかけとした。

起業・創業の支援
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主な事業内容

方向性３ 資源を活かす
重点施策１　 ライフステージに応じた支援をする

現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

多様な生き方への支援

仕事や地域活動と家庭生活とがバランスよく調和したライフスタイルが実現できるよう、
男女共同参画やワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を推進します。

＜前期基本計画期間の取組＞

ワーク・ライフ・
バランスの推進

＜前期基本計画期間の取組＞

ワーク・ライフ・バランスの啓発
○ワーク・ライフ・バランス及びイクボスの普及・促進に関して、市職員に対する
研修及び事務所に対する働き方改革等に関する情報提供を行った。

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

ワーク・ライフ・バランスに取り組んでいる企業数
（一般事業主行動計画策定状況）

７４社 ８６社 ８８社 ９１社 ９９社 ８２社

「イクボス同盟ひろしま」加入企業数 ２社 ５社 ５社 ７社 ７社 ８社

前期基本計画期間の取組の課題

・従来行ってきた啓発事業から、男女共同参画社会の実現に向けた実践的な事業へ転換する必要がある。

施策方針２

男女共同参画の推
進

男女共同参画を進めるための人づくり
〇「男女共同参画市民フォーラムinはつかいち」を実施し、市民への意識啓発を
行った。（参加者：H28 320人、H29 300人、H30 620人、R1　160人）
〇男女共同参画意識の浸透や働く場における男女共同参画を推進するための各種研
修を行った。
（市民センターにおけるセミナー、就職・再就職を希望する女性を対象とした就業
支援セミナー等）
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主な事業内容

方向性３ 資源を活かす
重点施策１　 ライフステージに応じた支援をする

現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

施策方針３

就業希望者の経験や能力が発揮できる環境づくり

高齢者や障がい者を含め、就業意欲のある人がその能力を発揮できるよう、雇用情報の提
供など、就労しやすい環境づくりを進めます。

＜前期基本計画期間の取組＞

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

就労移行支援事業利用者数 １８人 ２１人 ２８人 ２４人 １６人 ２９人

前期基本計画期間の取組の課題

就労しやすい環境
づくり

就労意欲のある高齢者に対する適切な情報提供
○廿日市市シルバー人材センターが行う高年齢者就業機会確保事業等に対し補助金
を交付し、高齢者の能力の積極的な活用による高齢者の福祉の増進を図った。
就労意欲のある障がい者への支援
○障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、あいプラ
ザ内の障がい福祉相談センターきらりあにおいて、市内の４事業所に委託し、障が
い者、家族等の総合的な相談に応じることにより、福祉の向上を図った。
新たな就業希望者の就労支援
〇産業経済団体等と連携して入国管理法の改正に伴う外国人材の受入れ等に関する
セミナーを実施するとともに、地元大学と市内企業が連携した業界研究セミナーの
開催や大学生と市内企業とのマッチングを行った。

・廿日市市シルバー人材センターについては、退職者再雇用制度の定着などによる新規会員の減少や会員
の加齢によル体力低下・病気等による退会で、前年とほぼ同数の会員数の維持となっている。
・障がい者等の就労移行支援事業について、相談からサービスにつなぐことで一定の利用につながった
が、相談まで至らない潜在的なニーズ把握に取り組む必要がある。また、新型コロナウイルス感染症によ
る市場の変化への対応や、就職後の定着へ向けたフォローなどへの取り組みが必要。
・就労支援について、大学、ハローワークや経済団体などの産業支援機関とさらに連携を図り実施する必
要がある。
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主な事業内容

方向性３ 資源を活かす
重点施策２ 地域のまちづくり活動を支える環境をつくる

現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

施策方針１

まちづくり拠点機能の充実

市民やまちづくり活動団体が活動しやすい環境の形成をめざし、支所や市民センター、市
民活動センターを地域のまちづくり拠点として、その機能の向上を図るとともに、地域活
動の支援に取り組みます。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

市民センター主催事業参加者数
72,779

人
73,819

人
84,066

人
94,853

人
92,980

人
93,000

人

地域の活動に参加していると答える人の割合 59.1% 55.4% 55.8% 55.0% 57.1% 65.0%

市民と行政の協働のまちづくりに係る満足度 2.85 2.83 2.90 2.93 2.89 3.10 

前期基本計画期間の取組の課題

・多様な主体を相互につなぐ中間支援機能を発揮できる体制をつくるとともに、吉和及び宮島地域を含め
市内全域の活動拠点においてまちづくり活動が出来る体制を整備する等、まちづくり活動の支援を行う必
要がある。

まちづくり拠点施
設の充実・整備

支所機能の充実
○市民サービスや地域活動、地域防災の拠点の充実・強化を図るため、大野支所複
合施設整備を行い、平成30年10月に供用開始した。
○暮らし続けられる地域を実現するため、吉和地域の小さな拠点の形成と公共施設
の再編に向け、支所、市民センター等の公共施設を機能集約する複合施設整備に着
手した。
市民センターの整備
○計画的に施設の改修・バリアフリー化等を進めていくため、市民センター等長寿
命化計画を策定するとともに、老朽化した空調設備の改修工事を実施した。
○大野東市民センターの整備を行い、平成30年9月に開館した。
○旧宮島支所跡地に市民センター機能と多目的ホール等を有する地域拠点施設の整
備を推進した。(H29～）

地域活動の支援

市民活動センター機能の充実
〇市民にとって使いやすい施設とするため、市民活動団体により構成される市民活
動センター運営協議会と企画運営を行った。
〇平成30年10月に市民活動センターおおのを開館した。
市民センター事業の推進
〇市民センターが、生涯学習及びまちづくりの拠点として、より地域に密着し、地
域の課題解決につながるよう、佐方市民センター及び串戸市民センターの管理運営
を地域で行った。
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主な事業内容

方向性３ 資源を活かす
重点施策２ 地域のまちづくり活動を支える環境をつくる

現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

施策方針２

持続可能な地域自治への支援

人口減少と高齢化が進展する中で、地域が自ら考え行動し、お互いに支え合う地域自治組
織の形成をめざし、地域活動を支援します。

＜前期基本計画期間の取組＞

集会所機能等の維
持

＜前期基本計画期間の取組＞

集会所の管理運営
〇集会所管理運営委員会等に対し、地区集会所の維持管理に要する経費について補
助金を交付し、地区住民における地域活動を推進した。

＜前期基本計画期間の取組＞

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

課題解決に向けた円卓会議を開催している地区数
８地区

１８
地区

２８
地区

２８
地区

２８
地区

２８
地区

前期基本計画期間の取組の課題

地域自治組織への
支援

地域自治組織の活動支援
○まちづくりのパートナーである地域自治組織が計画した事業に対し「まちづくり
交付金」による支援を行い、地域課題の解決や地域特性を生かした事業の実施を推
進した。
中山間地域における生活サービス機能の充実
〇旧浅原小学校において、交流会館及び多目的広場の整備を行い、浅原交流拠点施
設として平成31年4月に供用開始した。

地域力の強化

地域支援員の配置
○佐伯地域及び吉和地域における地域力の維持・向上を図るため、地域支援員を配
置し、玖島地区、浅原地区及び吉和地域の活性化、佐伯高等学校の魅力化、定住促
進、農業活性化の取組を行った。
・佐伯地域活性化　1名(H28～H29)　・浅原地区活性化　1名(H28～R1)
・玖島地区活性化　1名(H28～R1)　・佐伯高校魅力化　1名(H29～R1)
・定住推進　1名（H29～R1）・農業活性化　1名（H29～R1）
・吉和地域活性化　1名(H28～R1)
定住推進員の配置
○定住推進員を配置し、地域と連携して定住を推進した。
・定住推進員　1名(H28)

・地域自治組織の活動支援については、限られた財源、人的資源の中で地域で本当に必要な事業（行事の
選定）や優先順位付け等の棚卸しを進めるための支援が必要である。
・集会所については、従来の地域自治活動の場としての利用や、高齢化や人口の減少が見込まれる中、集
会所機能としての役割の変化も生じると考えられることから改めて公共施設としてのあり方について整理
する必要がある。
・佐伯・吉和地域の地域力の維持・向上に向け、地域支援員の配置の効果を高めるためには、地域支援員
を採用するに当たり、地域の課題を明確にし、設定した課題に基づく取組を行う上での地域支援員の必要
性を十分検討する必要がある。
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主な事業内容

方向性３ 資源を活かす
重点施策３ 地域資源の活用を図る

施策方針１

農林水産業と商工業との連関強化

担い手育成や基盤整備により、農林水産業体の経営力強化を図り、生産性を高めるととも
に、農林水産業、商工業、産業支援機関や大学等との連携による産業連関を強化し、市内
産品の循環と新たな価値創造をめざします。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

６次産業化
〇市内産の農林水産物を活用した商品、市内事業者の食品加工技術を活用した商
品、廿日市の歴史や文化に紐付いた商品の開発を支援するため、専門家を招いて研
究会を開催するとともに、商談会や催事に参加するなど販路開拓を行った。（８社
９商品）

担い手育成や地産
地消などによる農

林業の振興

経営力の高い担い手や新規就農者の育成
○新規就農者に対する経営・生産技術の指導や、新規就農者の確実な定着と早期の
経営安定化に向けた支援を行った。（農業次世代人材育成投資対象人数：H２９　７
人、H３０　５人、R1　５人）
地産地消の推進
○担い手の計画的な生産体制整備・販路拡大を図り、生産者と実需者（飲食店、製
造・販売業者等）をつなぐための中間流通の仕組みづくりや、マッチング支援を
行った。
林業基盤整備と森林の適正管理
〇市有林の整備を図るため間伐等を実施した。施業量（H28)26.38ha、
(H29)79.06ha、(H30)37.67ha、(R1)23.99ha
〇スギ・ヒノキの人工林のうち15年以上手入れがなされず放置された森林を対象
に、間伐による人工林の健全化を推進した。(H28)48.1ha、(H29)48.56ha、
(H30)36.01ha、(R1)36.45ha

経営力強化と基盤
整備による水産業
の振興

漁業経営力強化の支援
○漁場環境の保全や水産資源の維持増大、漁業経営の体質強化等を図る取組に対し
て支援し、漁業経営の安定と活性化を図った。
漁業環境の整備
〇上ノ浜、梅原、丸石漁港の海岸保全施設の適切な維持管理を推進し、防護機能や
安全性を確保するため、長寿命化計画を策定するとともに、本計画に基づく梅原漁
港海岸の保全工事を行った。

地域に密着した商
工業の振興

中小企業・小規模企業の振興
〇中小零細企業の経営改善普及事業である金融、経営、税務、労務などの相談及び
指導を積極的に推進していくため、廿日市商工会議所（R1会員数:1,585名）、佐伯
商工会（R1会員数:336名）、大野町商工会（R1会員数:608名）及び宮島町商工会
（R1会員数:219名）を支援した。
○独立行政法人中小企業基盤整備機構中国本部と業務連携・協力に関する覚書を締
結し、中小企業の支援（人材育成等）に取り組んだ。
商店街などの活性化
○新たな活動が始まった津田地区など商店街等が行う、魅力的で活力ある商店街と
するための取組や、はつかいちプレミアム付商品券の利用促進による市内の消費喚
起を促すための取組を支援した。（R1）

農商工連携の強化
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現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

野菜生産額
１．１
億円

１．３
億円

１．８
億円

１．８
億円

１．９
億円

２．３
億円

木材生産量 12,055㎥ 21,247㎥ 24,087㎥ 23,212㎥ 16,554㎥ 17,200㎥

漁業生産額 ２３億円 ３０億円 ３４億円 ３４億円 ３０億円 ２４億円

農商工連携事業計画認定企業数（累計） ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 ５社

前期基本計画期間の取組の課題

・商店街活性化・農商工連携について、セミナーの開催や商店街をフィールドとした異業種連携の機会等
を提供することで、市内事業者と生産者の新たな連携が生まれつつあるため、これを育成支援する必要が
ある。
・市内産品を活用した商品開発支援について、販路開拓、プロモーションなど販売に向けた仕組みづくり
を行い、今後、事業者間で自走できるよう支援する必要がある。
・耕作放棄地の増加や生産者の高齢化、地産地消の促進などの課題に対応するため、本市のめざすべき姿
と、それに向けた取組をまとめた「農業振興ビジョン」の策定が必要である
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主な事業内容

方向性３ 資源を活かす
重点施策３ 地域資源の活用を図る

現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

施策方針２

多様な地域資源のブランド化

優良な産物や加工品等の魅力向上をめざし、「はつかいちブランド」を確立し、地域産品
や伝統的産業、けん玉のブランド化を推進します。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

地域産業資源の件数（累計）
１９
件

３０
件

３１
件

３１
件

３１
件

４０
件

前期基本計画期間の取組の課題

・宮島細工は順調に後継者が育成できているが、木材利用センターにおけるけん玉製造の後継者育成は順
調とはいえず、増産や販路開拓等も難しい状況にある。

伝統的産業のブラ
ンド化の推進

伝統的工芸品を支える後継者育成、技術継承、販路開拓などの支援
○伝統的工芸品である宮島細工のＰＲ、宮島細工後継者の育成研修及び体験観光
（もみじ饅頭の手焼き体験、杓子づくり体験等）を実施するとともに新たな魅力を
生み出すため、新商品の開発を行うなど、伝統産業の継承・振興に向けた事業に取
り組んだ。宮島伝統産業会館の来館者数（H28  37,312人、H29  35,220人、H30  
36,207人、R１　31,652人）
伝統的産業の地域資源としての利活用の検討
○地域産業資源の掘り起こし、ブランディングに繋げるため、市内4地域で地域資源
活用ビジネスセミナーを開催した。(H28)
○地域産業資源「宮島細工・木製製品」に対してふるさと名物応援宣言を行い、高
付加価値の商品開発と国内外の富裕層のインテリア市場の販路開拓に取り組む事業
者を支援した。(H29)

けん玉ブランドの
確立

製造技術の継承と増産･デザインの向上等
○伝統的な工芸品であるけん玉の製造技術を次世代につなぐため、木材利用セン
ター運営協議会に委託し、けん玉製造技術者の任用・育成等を実施した。
けん玉の普及と新たな活用方策の検討
〇国内外に「けん玉発祥の地　廿日市」をアピールするため、市内外の関係団体や
事業者が一体となり、けん玉ワールドカップを共催した。（H28：選手366人、来場
者51,000人、H29：選手387人、来場者53,000人、H30：選手415人、来場者49,000
人、R1：選手457人、来場者27,000人））

47



主な事業内容

方向性３ 資源を活かす
重点施策４ 観光ブランド力向上を図る

現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

地域資源の磨き上げと受け入れ環境の充実

2020年東京オリンピック・パラリンピック開催を期に、外国人観光客のさらなる増加が見
込まれており、世界遺産を擁する宮島を中心に、地域資源を磨き、観光ブランド力の向上
を図るとともに、おもてなしなどの受け入れ環境の充実を図ります。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

宮島地域への外国人観光客数 14万人 29万人 32万人 36万人 34万人 22万人

市内宿泊者数 56万人 66万人 69万人 64万人 67万人 65万人

前期基本計画期間の取組の課題

・地域資源の磨き上げについては、ツアー参加者の満足度は高く企画内容は好評であったが、集客に課題
があり、ターゲットの見直しや情報発信手法について検討が必要である。

施策方針１

受け入れ環境の充
実

外国人観光客の受け入れ環境整備
○H27年度から、宮島内の交通拠点(桟橋)や外国人観光客が多く訪れる観光スポット
を中心に、無料公衆無線LAN(Wi-Fi)を整備した。(9アクセスポイント)
○宮島市街地の誘導サイン（指導標）の多言語化を行った。
○多様な文化を持つ外国人観光客の受け入れ環境の充実を図るため、ムスリムおも
てなしセミナーを実施した。
観光客の満足度向上
○老朽化したトイレの洋式化を行った。また、休憩所・観光案内機能を併せ持つ宮
島おもてなしトイレを整備した。
○包ヶ浦自然公園のケビン19棟のリニューアルを行った。

地域資源の磨き上
げ

自然等を活かした体験型観光の推進
○近隣市町在住の若い女性と外国人をメインタ-ゲットとし、自然アクティビティ観
光を推進した。
・滞在型ツアーの実施(H28)(H29)
・PR動画の制作、インターネット上での配信(H29)
・外国人を対象としたモニターツアーの実施(H29)(H30)
・外国人を対象とした募集型企画旅行の実施(H31)
・体験観光ガイドブックの作成(H30)
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主な事業内容

方向性３ 資源を活かす
重点施策４ 観光ブランド力向上を図る

現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

施策方針２

観光情報の発信と誘客の強化

ICTの活用や、近隣市町等と連携したプロモーションの実施などにより、宮島をはじめと
する本市の観光情報を効果的に発信し、観光客の増加に努めます。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

広域連携によるプロモーションの実施
○広島県観光連盟、広島・宮島・岩国地方観光連絡協議会、日本三景連絡協議会等
の広域の枠組みを活用し、効果的なプロモーションを行った。
○広島県国際観光テーマ地区推進協議会と連携し、海外旅行雑誌への広告掲載や旅
行博への出展等を行い、海外に向けても情報発信を行った。

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

市ホームページへのアクセス件数 － 327万件 316万人 352万件 395万件 400万件

観光消費額
248
億円

277
億円

285
億円

267
億円

287
億円

290
億円

前期基本計画期間の取組の課題

・観光客の利便性の向上や情報の一元化のため、複数の市観光公式サイトを統合し、観光資源の積極的な
発信を行ったが、市以外の観光関連団体が作成しているＨＰ等もあり、さらなる情報の一元化とターゲッ
トにあった情報発信の強化が必要である。

観光情報の発信

宮島口桟橋ターミナルの活用
○宮島口旅客ターミナル内に観光交流拠点となる観光案内所、物販施設、情報セン
ターを整備した。
ＩＣＴの活用
○外国人観光客が多く訪れる観光スポットを中心に、無料公衆無線LAN(Wi-Fi)を整
備した。（９アクセスポイント）
○宮島市街地の誘導サイン（指導標）の更新時にＱＲタグを設置し、経路案内や移
動時間、観光施設案内など情報発信を行った。
地域の交流資源等の情報発信
○市公式ＨＰ、フェイスブック等で多言語での観光情報発信を行った。

誘客の強化
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主な事業内容

方向性４ 新たな可能性に挑む
重点施策１ はつかいちの新たな魅力を創造する

施策方針１

新たな都市活力創出基盤の整備推進

将来を見据え、新都市活力創出拠点地区について、都市の発展を牽引する新たな活力創出
基盤の整備に向けた具体化の検討を推進します。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

新たな都市活力創
出基盤の整備推進

新機能都市開発構想の検討
○新都市活力創出拠点地区である平良・佐方地区の土地活用に向け、地質調査、環
境影響調査、道路検討業務、土地利用検討委員会の開催、企業意向・動向調査など
を行った。(H28)
新機能都市開発事業の推進
○新都市活力創出拠点地区である平良・佐方地区の新機能都市開発事業の推進に向
け、地権者の居所把握などを行った。(H29)
○新都市活力創出拠点地区である平良・佐方地区の新機能都市開発事業の推進に向
け、地権者の居所把握や意向確認、測量調査、関係機関協議などを行った。(H30)
○新都市活力創出拠点地区である平良・佐方地区の新機能都市開発事業の推進に向
け、道路予備設計、支援制度検討、関係機関協議などを行った。(R1)
○事業の早期完了を実現するため、地権者、事業協力者及び廿日市市の３者が連携
し、各関係機関との協議調整を図りながら事業を推進している。

木材工業団地のリ
ニューアルの検討

木材港地区の土地利用の検討
○広島港港湾計画の改訂に向け、港湾施設の規模及び配置等について、木材港関係
者の意向調査などを行った。(H28)
○平成２８年の取組を基に、木材港地区の「土地利用計画案」をとりまとめた。
(H29)
○令和一桁代後半を目標年次とする広島港港湾計画が改訂され、木材港地区をバイ
オマス燃料輸入等の新規貨物需要に対応するバルク（バラ積み）貨物取扱拠点とし
て埠頭を再編するとともに、水面貯木場等を活用し、新たな産業用地の確保するた
めの土地造成が位置付けられた。（工業用地２７．１ｈa、港湾関連用地８．９ｈ
a、埠頭用地９．９ｈa）（H30）
○港湾計画の早期実現に向け、関係機関と事業手法や役割分担などについて整理を
進めている。

企業誘致活動の推
進

企業誘致に関する調査や活動の推進
○下平良二丁目地区埋立事業地に商業施設を設置した企業及び入居テナントに対し
奨励金を交付した。
・商業施設設置奨励金(H28)1社(H29)1社(H30)1社(R1)1社
・雇用奨励金(H28)31社
○木材港北広島港造成地の立地企業に対し、奨励金を交付した。
・商業施設設置奨励金3社(H28)
・企業立地奨励金(H29)1社(H30)3社
○佐伯工業団地の立地企業に対し、奨励金を交付した。
・工場設置奨励金(H29)1社(H30)1社(R1)1社
○雇用機会の確保や新たなビジネスの創出を促進するため、賃貸等により、市内に
オフィス等を移転又は新設する事業者に対し、開設に必要な内装改修費、設備機器
購入費、賃貸料及び通信回線使用料の一部を助成する制度を創設した。
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現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

まちの持続的な発展を支える安定した働く場所の状
況に係る満足度

2.53 2.70 2.73 2.78 2.75 3.10 

前期基本計画期間の取組の課題

・木材港地区の土地造成については、埋立に必要な埋立免許が許可されるまで複数年を要し、その後護岸
造成工事等の完成までには、さらに複数年かかるものである。しかしながら、現段階では埋立の事業手
法、事業者及び事業時期は、未定の状況である。
・企業誘致活動については、工業団地完売等により誘致の取組を工場設置からオフィス移転へシフトさせ
ているが、他の先進自治体と比べると初期段階にあり、企業のニーズ把握が十分にできていない。
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主な事業内容

方向性４ 新たな可能性に挑む
重点施策１ はつかいちの新たな魅力を創造する

現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

施策方針２

宮島口地区における新たな観光交流拠点の整備

宮島口地区を新たな観光交流拠点とし、賑わいを創出できるよう交通･環境･景観等の総合
的な整備を進めます。

＜前期基本計画期間の取組＞

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

観光ピーク期（GW・紅葉期）の平均渋滞長（上下線
合計値）

１２．３
ｋｍ

８．０
ｋｍ

６．７
ｋｍ

５．９
ｋｍ

６．８
ｋｍ

７．０
ｋｍ

前期基本計画期間の取組の課題

宮島口の交通･環
境･景観などの総合
的な整備

グランドデザイン等の策定
○宮島口まちづくり推進協議会の運営やまちづくり勉強会の開催などを行い、グラ
ンドデザインでの整備イメージに基づく整備計画策定のための調整を行った。(H28)
厳島港（宮島口地区）の港湾整備（広島県）
○広島県施行の港湾施設整備事業への協力(H28～)
○宮島口旅客ターミナル・桟橋の完成（R1）
宮島口地区の生活環境の改善
○行楽シーズンや正月などに渋滞対策として交通整理員による既存駐車場への誘導
案内・パーク&ライドなどを行った。(H28～)
○渋滞緩和や地区内の利便性・生活環境向上を目的とした赤崎３号線及び１４号線
の道路整備を推進した。(H28～)
宮島口地区の賑わいの創出や景観形成
○宮島口地区における景観形成の推進を目的に、景観構成要素である屋外広告物を
含めた景観ガイドラインの策定に向けて、地元勉強会やワークショップを重ね検討
を行った。(H28～H30)
○景観ガイドラインを策定するとともに景観計画における景観重点区域の指定や、
景観地区の都市計画決定に向けての検討を行い、素案を作成した。(H30)
○景観計画における景観重点区域の指定及び景観地区の都市計画決定を行った。
(R1)
○宮島口地区の良好な景観形成の推進を図るため、景観ガイドラインに定める景観
形成基準に基づき、民間の改修工事等に要する費用の一部を補助する制度を設け
た。(R1～)
○宮島口旅客ターミナルの観光案内所、物販施設、建物管理事務所等の内装工事等
を実施した。(R1～)

〔港湾整備等〕
・広島県施行の港湾施設の整備及び赤崎３号線の整備について、県と連携してより一層推進していく必要
がある。
〔宮島口地区の賑わいの創出や景観形成〕
・景観ガイドラインに定める景観形成基準に基づく地区の良好な景観形成に向けて、地域住民及び関係権
利者の意識醸成を図る必要がある。
・地区の景観形成の効果をより早期に実現していくためには、多面的な事業展開を検討し、継続した取組
みを行う必要がある。
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主な事業内容

方向性４ 新たな可能性に挑む
重点施策１ はつかいちの新たな魅力を創造する

施策方針３

シティプロモーション等による人口減少対策と新たな交流事業の推進

本市の魅力を市内外にＰＲするシティプロモーションに取り組みます。また、スポーツ振
興、国際交流、観光振興等につながる新たな交流事業に取り組みます。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

シティプロモー
ションの推進

シティプロモーションの推進
○広島都市圏及び首都圏の子育て世代をメインターゲットに定め、移住・定住促進
のため、コンセプトブック等の制作、広島電鉄ラッピング電車の走行、不動産情報
誌への広告掲載、定住フェアへの出展及びアンテナショップＴＡＵでの「廿日市ま
るしぇ」の開催、移住定住モニターツアー、東京での「まるごとHIROSHIMA博」、マ
ツダスタジアムでの「わがまち魅力発信隊」への出展、各メディアを活用したメ
ディアプロモーションなど、本市の魅力をＰＲする事業を行った。(H28～R1)
○地元への愛着心の醸成やシビックプライド形成のベースを構築することを目的
に、ふるさと学習の支援を行った。(H28～R1)
定住推進員・地域支援員の配置
○定住推進員又は地域支援員（定住推進担当）を配置し、地域と連携して定住を推
進した。
・定住推進員　1名(H28)
・地域支援員（定住推進担当）　1名(H29～R1)
○佐伯・吉和地域定住促進補助金制度の創設
・佐伯地域及び吉和地域への子育て世帯等の転入及び定住を応援するため、市外か
らの転入者が両地域に定住を目的に住宅を新築される場合などに補助金を交付する
制度を創設した。(R1)

新たな交流事業の
実施

新たな交流事業実施への取組
○2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機としたレガシーへつ
なげるための事業として、メキシコ選手団の事前合宿（柔道・空手)を受入れ、ポス
ターの設置、合宿期間中に学校や市民センター等を訪問して市民と選手団との交流
やメキシコ文化を紹介するイベント等を実施した。(H30、R1)
国際的イベントの開催支援
○2020年ＡＳＴＣアジアトライアスロン選手権の開催に向けて、招致活動を行った
結果、当該大会の開催地に決定したが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り、開催については令和３年度に延期となった。
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現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

人口の社会動態 転出超過 転入超過 転入超過 転入超過 転入超過 転入超過

前期基本計画期間の取組の課題

・シティプロモーションについては、行政主導の取り組みとなっていることから、地域団体、企業等と
「オールはつかいち」で連携、協力する体制を強化し、市民と協働でＰＲする新たな取り組みが必要であ
る。
・移住先として選んでもらうためには、さらなる地域の魅力化及び受け入れ環境づくり、新たな雇用の場
の確保などが必要である。
・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の機運醸成を図るため、メキシコ選手団の事前合宿
（柔道・空手)を受け入れ、それに併せてたくさんの市民との交流を図った。2020年には大会直前にメキ
シコのパラリンピック柔道の直前合宿を受け入れすることが決まっている。（ただし、コロナ禍により延
期となっている。）
・ＡＳＴＣアジアトライアスロン選手権の開催について、関係団体等と連携の上、機運醸成や大会開催の
準備を進める必要がある。
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主な事業内容

方向性４ 新たな可能性に挑む
重点施策２ 市民が主役！チャレンジを応援する

現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

スポーツや趣味などの身近な挑戦の支援

新たなチャレンジをすることで生き甲斐が育まれる地域づくりをめざし、けん玉など地域
資源を活かしたまちづくりを推進します。また、文化やスポーツを通じた青少年の健全育
成を目的として、市内の文化団体やスポーツ団体と、学校や地域との連携の充実に取り組
みます。

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

＜前期基本計画期間の取組＞

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

スポーツ協会登録者数（スポーツ少年団を除く） 3,630人 3,927人 3,767人 4,326人 4,232人 4,000人

文化芸術団体の登録者数 1,728人 1,766人 1,766人 1,691人 1,526人 1,900人

文化ホール来場者数（2館）
163,193

人
178,633

人
180,277

人
171,620

人
173,395

人
180,000　

人

施策方針１

けん玉によるまち
づくり

けん玉の普及と新たな活用方策の検討
○国内外に「けん玉発祥の地　廿日市」をアピールするため、市内外の関係団体や
事業者が一体となり、けん玉ワールドカップを共催した。(H28：選手　366人、来場
者　51,000人、H29：選手　387人、来場者　53,000人、H30：選手　415人、来場者　
49,000人、R1：選手　457人、来場者　27,000人）
製造技術の継承と増産･デザインの向上等
○伝統的な工芸品であるけん玉の製造技術を次世代につなぐため、木材利用セン
ター運営協議会に委託し、けん玉製造技術者の任用・育成等を実施した。

スポーツ等を通じ
た青少年の育成

外部指導者の活用
○社会体育関係団体に対して講習会を開催し、スポーツに関する指導者を養成し
た。
○部活動指導員配置促進事業により、市内中学校の6部活動において部活動指導員を
導入した。（H30)
はつかいち文化スポーツ市長賞
○30人以上の参加者により市内で開催される、小中学生を対象とした大会の優勝者
に対して、主催者からの申請によりはつかいち文化スポーツ市長賞を交付した。
(H28～R1 団体47件　個人283件)

文化芸術活動の推
進

文化芸術活動の推進
○廿日市市美術展を廿日市市美術協会へ委託して開催し、市民への芸術発表の機会
を提供した。
・来場者数(H28)2,446人(H29)2,214人(H30)1,935人(R1)2,041人
○市内の小中学校を対象に毎年2校を移動文化教室事業実施校に選定し、子どもたち
への芸術等への接触機会を提供した。
・鑑賞者数(H28)957人(H29)634人(H30)603人(R1)131人
○劇団四季が実施する「こころの劇場」を誘致・開催した。
・鑑賞者数(H28)751人(H29)1,041人(H30)1,056人(R1)997人
○けん玉（日月ボール）発祥の地として、あそびの伝承のきっかけづくりとして小
学1年生を対象にけん玉教室を実施した。（H28～R1)
○多種多様化する文化・スポーツに対する市民ニーズに応えるため、高度で専門的
な文化・スポーツ事業を展開するために設立された（公財）廿日市市文化スポーツ
振興事業団の支援を行った。(H28～R1)
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前期基本計画期間の取組の課題

・けん玉によるまちづくりについて、木材利用センターでの後継者の育成は、能力や適性などの問題から
継続性に欠けている。技術者も高齢化しており、今後は映像記録による技術の伝承や、技術者の育成がで
きつつある民間事業者の支援について検討する必要がある。
・スポーツ協会加盟団体の指導員を中心に指導者講習会を実施した。
・スポーツ推進委員に初級障がい者スポーツ指導員の資格取得を促した。この取り組みを定着することに
より、障がい者や子どもたちのスポーツ活動が適正に実施されるよう進めている。
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主な事業内容

方向性４ 新たな可能性に挑む
重点施策２ 市民が主役！チャレンジを応援する

現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

施策方針２

新たなビジネスを創出する起業･創業の支援

産学金官と連携・協働した新事業の創出や社会課題・地域課題を解決する新規ビジネス事
業者などの起業･創業を支援します。

＜前期基本計画期間の取組＞

コミュニティビジ
ネスの支援

＜前期基本計画期間の取組＞

地域密着型ビジネスへの支援
○事業者の経営と地域住民の暮らしを持続させるため、地域と事業者をつなぎ、買
い物支援を行った。
（四季が丘地区:H29.6～、浅原地区:R1.6～、原地区:R1.12～）

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

創業支援事業計画を活用した市内創業者数
147人

(集計方
法変更)

101人
(集計方
法変更)

74人
(集計方
法変更)

52人
(集計方
法変更)

101人
(集計方
法変更)

193人

前期基本計画期間の取組の課題

起業・創業の支援

産業振興ビジョンの推進
○本市産業の将来イメージとして位置付けた「はつかいち広域経済都市圏」の形成
を実現するため、産業振興ビジョンの横断的戦略事業を実施した。
・市内産の農林水産物を活用した商品などを開発するため「フードバレーはつかい
ち研究会」を立ち上げ、商品開発の支援を行うとともに、商品商談会や催事に参加
した。(H28～H31 8社9アイテム)
・新たな木材需要の創出を図るため、市内木工事業者が連携し、市産材である檜や
杉などを利用した木製製品をデザイナー監修の下、試作開発した。(H29)
・市の産業振興施策や市内企業の取組など、コミュニティ放送を活用して情報を発
信するとともに、企業の課題やニーズを把握した。（H28～R1）
新規ビジネス創出支援事業
○市内で新たな経済循環を創出するため、市内産業の連関強化を支援する「産業連
関強化塾」を開催した。(H28～H30)
○外国人向け商品やサービスの開発を行うため、インバウンドセミナーを開
催した。(H28～R1）
起業創業支援事業
○産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画を策定し、市内経済団体や金融機関
等と連携した「創業意識啓発事業」や「しゃもじん創業塾」等の開催を通じて創業
希望者の掘り起こしや創業に向けた支援を行った。
○市内で起業、創業を考える人や創業間もない人を支援するため、創業支援施設
（しゃもじんキューブ）の管理業務を委託し、入居者の経営全般にわたるサポート
を実施した。

・国や県で同様の支援を実施しているため、廿日市市ならではプログラムや支援策が必要である。また、
創業後の追跡調査やフォローアップ支援が十分に行えていない。
・創業セミナー参加者の現状把握が不十分であるため、アンケート調査などによって現状を把握し、状況
に応じてフォローする必要がある。
・買い物支援においては、地域の組織形態について、地域の組織は人格を持たない任意団体であるため、
契約締結など、事業者との法務上の手続きが難航する。また、運営の継続性の確保について、地域も担い
手が不足の中、人に依存する運営形態ではなく、組織として継続できるしくみ（負担軽減や引継ぎ等）を
確保できるような市の支援も必要である。
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主な事業内容

方向性４ 新たな可能性に挑む
重点施策２ 市民が主役！チャレンジを応援する

現況値 目標値
Ｈ２６ Ｒ２

施策方針３

世界にはばたく人材の育成

将来に希望を抱く子どもたちをまち全体でバックアップし、世界にはばたく人材育成を進
めます。

＜前期基本計画期間の取組＞

指標 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

オリンピック・ジュニアオリンピック等世界選手権
への出場者数

２人 ２人 １人 ３人 ２人 ５人

全国中学校体育大会・全国高等学校総合体育大会・
全国高等学校定時制通信制体育大会への出場者数

個人9人
団体2
チーム

個人2人
団体0
チーム

個人2人
団体0
チーム

個人6人
団体0
チーム

個人5人
団体1
チーム

個人15人
団体3
チーム

スポーツ少年団の登録者数 1,307人 1,084人 1,215人 1,408人 1,343人 1,600人

前期基本計画期間の取組の課題

・スポーツの導入として、また技術取得を目的として、国内外のトップアスリートを招聘してふれあい事
業を開催している。課題としては、１つのイベントとして終わることのない様、継続的に実施する仕組み
づくりが大切である。令和2年度以降は、NPO法人トップス広島との連携により、広島県内のトップアス
リートを継続的に招聘できるよう取り組んでいくこととしている。

トップアスリート
の発掘・支援

トップアスリートとのふれあい
○カープＯＢや空手日本代表候補選手、コカ・コーラレッドスパークス、ドラゴン
フライズによる市内学校訪問交流や体験教室を開催した。
トップアスリート支援
○全国大会及び国際大会に出場する選手ならびに市内の大会で好成績を残した選手
に対して報奨金等を交付し、スポーツ活動に対する奨励を行った。
（H28 48件 H29　72件 H30 37件　R1 46件）
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