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１ 基本的な事項 

（１）津久見市の概況 

ア 自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

○自然 

本市は、大分県の南東部に位置し、豊後水道に面した海沿いの都市であり、北

に臼杵市、南に佐伯市と境を接し、東西に28km、南北に12km、総面積は79.47㎢

となっている。 

豊後水道に面した津久見湾の湾口部を囲うようにして半島部の典型的なリアス

海岸が伸び、それをさらに鎮南山、姫岳、碁盤ケ岳、彦岳といった600～700ｍの

山地が三方から馬蹄型に囲んでいる。島しょ部は、四浦半島の延長に保戸島、長

目半島の延長に地無垢島、沖無垢島と合計３島がある。美しいリアスの海岸線が

山地斜面のミカン栽培の段々畑とコントラストをなしており、色とりどりの風光

明媚な景観を構成している。 

気候は、瀬戸内式気候と太平洋岸式気候の両方の特徴をそなえ、大きな寒暖の

変化はなく、比較的温暖な気候に恵まれている。年間の平均気温は16.5℃前後、

降水量は2,000mm前後である。 

○歴史 

津久見という文字が記された最も古い史料をみると、鎌倉時代建長２年（1250

年）に「津久見浦守八幡大菩薩にやぶた三反を御供田として寄進される」とある。

戦国時代には大友氏の支配下にあり、大友家21代義鎮（宗麟）は、キリシタン大

名として熱心にキリスト教の教えを広め、晩年は津久見赤河内に居を移し、1587

年に波乱に満ちた生涯を終えた。 

江戸時代には、北半分が臼杵藩、南半分が佐伯藩と市域が分断されていた。江

戸時代から明治時代にかけて、ミカン栽培や石灰づくりが進展したが、特に、大

正５年の日豊本線臼杵・佐伯間開通を契機に、ミカンの栽培面積が拡大するとと

もに近代的なセメント工業が発達した。また、保戸島のまぐろ延縄漁業も大正か

ら昭和にかけて日本列島全域から南洋へ進出し、こうした鉱工業や農業・水産業

の発展によって、現在の津久見市の産業の礎を築いていった。 

行政としては、明治22年に市町村制施行令により、四保戸村・日代村・津組村・

青江村・下浦村の５村となり、明治25年には四保戸村が分裂して四浦村・保戸島

村となった。大正10年には津組村が、昭和３年には青江村がそれぞれ町制を敷き、

昭和８年には津久見町・青江町・下浦村が合併して津久見町となった。最終的に

は、昭和26年に１町３村（津久見町・日代村・四浦村・保戸島村）が合併し、現

在の津久見市が誕生し、現在に至っている。 

○社会 

 本市は、津久見湾奥部の狭小な平地に発達した商工業を主とした市街地と、周

辺部の農業・漁業を営む小集落からなっている。保戸島や無垢島の離島の漁業集

落をはじめ、日代、四浦、長目の各地区に点在する小集落では、民家が不規則に

点在しており、道路については部分的に解消されているものの、未だ狭あいな箇

1



所も残っている。また、青江川や津久見川が形成する平地に分布する市街地も狭

く、不規則な道路網になっているところが多く、住宅地と工場が混在していると

ころもあり、都市の再開発が必要である。 

 このため、市街地の拡大や公共用地及び住宅用地の確保の方法として公有水面

の埋立てや土地区画整理事業を進めてきた。 

人口は、昭和35年以降減少を続けており、人口分布としては、市街地周辺部に

集中するという傾向にある。 

○経済 

温暖な気候に加え、山の傾斜面やハウスを利用したミカン栽培を中心とした農

業、津久見湾周辺の沿岸漁業、保戸島を中心とする近海・遠洋マグロ漁業、質・

量ともに優れた石灰石の採掘及びそれを原料とするセメント製造業が本市の経済

を支えてきた。業種の広がりに乏しい反面、日本を代表する産業の振興により、

本市の大分県における住民一人当たりの市町村民所得は常に上位に位置している。 

 経済発展の重要な要素となるのは交通である。三方を山地によって囲まれ陸の

孤島であった本市にとって、大正５年の国鉄津久見駅の開設、昭和52年の臼津バ

イパスの開通は、産業・経済に大きな影響を与えた。また、平成13年には高規格

幹線道路である東九州自動車道の上り線が開通し、平成20年には下り線（津久見

～佐伯間）が開通したこと、さらに、平成27年に佐伯市以南の全線が開通したこ

とで、交流人口の増大及び圏域の拡大が図られた。 

イ 過疎の状況 

昭和25年国勢調査によると津久見町23,116人、日代村3,648人、四浦村4,523

人、保戸島村2,882人であり、この１町３村（計34,169人）が翌26年４月に合併

し、津久見市としてスタートした。本市において人口動向の鍵を握ってきた小野田

セメント㈱津久見工場（現太平洋セメント㈱大分工場）は、昭和24年から38年に

かけて事業規模を拡大し、戦後復興による旺盛なセメント需要に応えるために活発

な設備投資を行ってきた。また、現在では業界有数の石灰石採掘業者である㈱戸髙

鉱業社が昭和33年から水晶山の採掘を始め、昭和38年からは胡麻柄山の戸髙津久

見鉱山の開発に着手したことにより、仕事を求めて人々が流入してきた。その結果、

昭和35年には37,164人となり、本市の人口のピークとなった。 

ところが、昭和38年から40年にかけて国内のセメント消費が減少に転じたこと

により、セメント企業各社間の競争が激化したため価格の低迷が続き、合理化とい

う再建策を取らざるを得ない状況となり、また、全国的には高度経済成長期であっ

たので、若年労働者の市外流出が始まった。さらに、昭和52年の臼津バイパスの開

通により、臼杵市との距離が短縮され、地価の安い臼杵市へ転出者が増加したこと

や、市内の事業所の合理化による労働者の減少、国・県の出先機関の縮小・定員減、

農業・漁業の不振等による若年労働者の市外流出が人口減少の主な要因となってい

る。 

このような状況により、以後人口減少が続き、平成22年国勢調査で19,917人と

なっている。人口減少の要因の１つである自然増減については、死亡数が出生数を
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上回る自然減が長年続いており、近年、出生数は100人程度、死亡数は300人程度、

差し引きすると毎年200人前後で減少している。自然減の要因としては、高齢化の

進行により死亡数が出生数を上回り続けていることや、出生数増加に寄与する年齢

層の減少と未婚率の上昇にある。また、人口ボリュームの大きな団塊世代の高齢化

に伴い、今後も自然減が大幅に増加することが見込まれている。社会増減について

は、長年転入者数より転出者数が上回る傾向が続いている。転入者・転出者ともに

減少傾向にあり、近年は毎年200人前後の社会減となっている。主な要因として、

就職を機にＵターンする人口が減少していることがあげられる。その結果、人口動

態は近年400人程度ずつ減少している。 

このような人口減に歯止めをかけるため、前津久見市過疎地域自立促進計画では、

「食の文化とライム産業が育む定住拠点」を目指し、各種分野において施策を講じ

てきた。 

「市民主体のまちづくりの推進や地域コミュニティの育成（市民活動・行財政分

野）」として、新しい時代の市民自治に基づく個性豊かな地域づくり、自立的な地

域コミュニティの形成に向けた取組を進めるとともに、市民と行政の協働のまちづ

くり、「津久見市男女共同参画基本計画」及び「津久見市人権教育・啓発基本計画」

に基づいた男女共同参画・人権尊重社会の形成、行財政改革等を強力に推進してき

た。 

「保健・福祉・医療の充実（保健・医療・福祉分野）」では、「津久見市地域福

祉計画」や「津久見市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画」に基づき、健康で安

心して暮らせるまちづくりに向け、総合的な健康づくり体制の確立、地区社協との

連携による地域福祉体制の整備、高齢者や障がい者がいきいきと暮らせる介護・自

立支援の環境づくり、子育て環境の整備等を推進してきた。 

「生涯学習・スポーツ、幼児・学校教育の充実及び地域文化の振興（教育・文化

分野）」としては、まちづくりの一環として、総合的な学習環境整備を進めるとと

もに、学校施設の耐震化・改築、学校給食施設の拠点化整備、学力向上対策、利用

者サービスの向上を目指した図書館システムの再構築等を推進した。また、健康づ

くりを目的とした生涯スポーツの充実とスポーツ施設等の整備、地域資源を活用し

た地域間交流の推進、扇子踊りを代表する伝統芸能・文化の継承を行い、津久見の

特色をいかしたまちづくりを推進した。 

「産業・観光の振興と雇用・勤労者対策の充実（産業振興分野）」では、農業生

産基盤の充実、担い手の育成、販売体制や流通経路の確保・開拓を行い、一体的な

農業振興を図るとともに、鳥獣害対策の強化や耕作放棄地縮減に向けた取組を行っ

た。また、漁港整備・漁場造成等の基盤整備を行い、販路拡大やブランド化等に努

め、つくり育てる水産業の振興を促進した。 

雇用・勤労者対策として、高齢者雇用の根幹である㈶シルバー人材センターへの

支援、経済団体を通じての若年労働力確保対策の強化を推進した。 

観光振興については、新たな津久見の観光拠点として「うみたま体験パーク『つ

くみイルカ島』」を整備し、マグロを中心とした食や風光明媚な離島・半島部等、

津久見市の特性を最大限に活用して誘客事業を積極的に推進した。 

「道路・交通ネットワーク、港湾、市街地の整備と消防・防災・救急体制の充実
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（生活基盤分野）」としては、国道217号平岩松崎バイパス事業に伴う市道徳浦・

松崎線バイパス事業を重点的に推進しながら、連携して市街地の整備や国・県・市

道の整備、橋りょう補修、公有水面の埋立て等を行ってきた。 

公営住宅については、「津久見市公営住宅等長寿命化計画」を策定し、津久見市

の実態に即した整備を行ってきた。 

中心市街地については、保健福祉を中心としたワンストップサービスの実現に向

けて、埋立地に「市民ふれあい交流センター」を整備した。また、鉄道・バス・離

島航路等の公共交通の乗継円滑化、路線バス事業の活性化及びコミュニティバス等

の運行による移動の利便性確保を図った。 

地域情報ネットワークは、民間サービスとＡＤＳＬ事業の併用によりブロードバ

ンド環境を維持し、地上デジタル放送難視聴対策も講じた。 

防災対策として、市内全地域に防災行政無線を活用した情報通信網を整備し、防

災情報の迅速な伝達に努めるとともに、消防救急デジタル無線の整備も行った。 

「上・下水道の整備と循環型社会の構築（環境保全分野）」では、快適な暮らし

に欠かせない上・下水道の整備や浄化槽の普及促進を図るとともに、一般廃棄物処

理については、老朽化が激しい可燃ごみ固形燃料化施設（ドリームフューエルセン

ターをいい、以下「ＤＦＣ」という。）の延命化を図り、リサイクルの推進とダン

ボールコンポストの普及促進を積極的に進め、生ごみ対策も含めたごみ減量化を推

進した。また、老朽化した浄化センターに代わる施設として、し尿前処理施設を整

備した。 

以上のように、過疎対策事業を幅広く推進し、住民福祉の向上は図られたと考え

ているが、急速な高齢社会の進展や少子化等、社会情勢の変化により、以前にも増

して、過疎化に拍車がかかっているのが現実である。これらの施策は現在も推進中

であり、今後は、津久見市独自の個性的な施策を重点的に実施していくことで、人

口減に歯止めがかけられるものと考えられる。 

ウ 社会経済的発展の方向の概要 

 本市は、蔵富地区に樹齢850年を超える国指定の天然記念物「尾崎小ミカン先祖

木」があり、温暖な気候で柑橘栽培に適し、温州ミカンは古くから基幹産業の一つ

として発展してきた。しかし、生産過剰による価格低迷やオレンジの輸入自由化等

の外的要因や急傾斜地に開畑された樹園地の基盤整備の遅れ、古い産地ゆえの消費

嗜好の変化に対応した品種転換や系統更新の立ち遅れにより、農業所得の向上が図

れないことが課題となっている。また、かつての好調な景気に支えられた第２次、

第３次産業への人口流出に伴う後継者不足は、農業従事者の高齢化を招いており、

地域農業の維持発展に深刻な問題となっている。 

昭和63年度から農業施策に重点を置き、ミカン農業は高糖系や優良中晩柑品種へ

の転換を進めるとともに、ハウスミカンや花き等の施設栽培による複合経営を推進

し、柑橘主体の生産構造の改善と意欲ある農業企業者の育成を図ってきた。さらに

「津久見市農業振興地域整備計画」を作成し、本市の地理条件をいかした農業の振

興を図っている。 

柑橘栽培とともに市の産業経済の骨格をなしている鉱工業では、大正期にその豊
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富な資源と自然の良港に着目してセメント会社が設立され、そのうえ石灰石の採掘

企業やそれを主原料とする各種石灰、炭酸カルシウム等の製造工場や、これに伴う

関連企業が出現し、近代的な鉱工業都市として発展してきた。しかしながら、機械

化・合理化による就業者の減少、市外の系列企業への転勤は、人口流出の大きな要

因となっているため、今後は、それら関連企業の誘致もさることながら、環境分野

や観光等の新たな業種の企業誘致を図っていく必要がある。 

さらに、豊後水道の豊富な漁業資源をいかした沿岸漁業や、保戸島を中心とした

近海・遠洋マグロ漁業も後継者不足を招いており、漁業環境の整備や、つくり育て

管理する漁業の振興、後継者の育成を積極的に推進することが望まれる。 

（２）人口及び産業の推移と動向 

ア 人口の推移と今後の見通し 

    人口は、昭和35年の37,164人をピークに昭和60年には３万人を割り込み、平成

22年には19,917人となっており、減少傾向が続いている。平成17年から平成22

年までの５年間の減少率は7.2％となっており、平成以降は７％前後で人口が減少

している。 

今後については、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、平成37年には

15,340人になり、人口減少率もさらに上昇し、平成27年と比較すると2,977人減少

する見通しである。 

    また、年齢階層別に本市の人口をみると、平成22年には15歳未満の年少人口は

10.6％、15～64歳の生産年齢人口は55.8％、65歳以上の老年人口は33.6％となっ

ている。同割合は昭和55年と比較すると、年少人口（22.9％）は12.3ポイント低

下、生産年齢人口（66.2％）は10.4ポイント低下している一方、老年人口（10.9％）

は22.7ポイント上昇しており、少子高齢化が急速に進行している。 

    国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、平成37年には年少人口が8.7％、

生産年齢人口は46.7％、老年人口は44.6％となる見通しであり、今後はさらに年少

人口及び生産年齢人口の割合が低下し、老年人口の割合が高まることが予想される。 

イ 産業の現況と今後の動向 

産業別の総生産額は、平成20年から平成24年にかけての調査（市町村民経済計

算）によると、第１次産業は2,613百万円から2,801百万円に、第２次産業は29,554

百万円から35,982百万円に増加し、第３次産業は37,464百万円から35,504百万円

に減少している。 

 産業別人口の動向としては、平成22年は8,562人となっており、平成２年と比較

すると2,894人減少している。産業別にみると、第１次産業は886人（10.3％）、第

２次産業は2,338人（27.3％）、第３次産業は5,317人（62.1％）となっており、平

成２年比では第１次産業の就業割合は約半減し、第２次産業も微減である一方、第

３次産業の割合は高まっている。 

今後は、全国的にますます高齢化が進む中で、保健・福祉分野のサービス関連産

業の伸びや、新たな環境・観光産業の参入等により、これまで以上に第３次産業の

就業者比率が上昇していくことが予想される。 
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人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

△ △ △ △36,870  0.833,988  7.831,922  6.130,454  4.6

11,021△ 14.3 8,829△ 19.9 7,817△ 11.5 6,978△ 10.7

△ △ △23,210 6.222,330  3.821,046  5.820,164  4.2

8,992 0.6 7,917△ 12.0 6,809△ 14.0 5,648△ 17.1

2,639 7.7 2,829 7.2 3,059 8.1 3,312 8.3

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

24.4 23.3 21.3 18.5

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

7.2 8.3 9.6 10.9

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

△ △ △ △ △28,836  5.326,797  7.124,848  7.323,164  6.821,456  7.4

6,160△ 11.7 4,853△ 21.2 3,793△ 21.8 2,997△ 21.0 2,512△ 16.2

△ △ △19,040  5.617,601  7.615,905  9.614,257△ 10.412,638△ 11.4

4,656△ 17.6 4,129△ 11.3 △ △3,723  9.8 3,462  7.0 2,713△ 21.6

3,636 9.8 4,342 19.4 5,150 18.6 5,894 14.4 6,306 7.0

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

16.1 15.4 15.0 14.9 12.6

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

12.6 16.2 20.7 25.4 29.4

人 ％

△19,917  7.2

2,111△ 16.0

11,119△ 12.0

2,136△ 21.3

6,686 6.0

％ ％

10.7

％ ％

33.6

表１％１（１））人人の推推（国国国国）

実実増実実

昭昭年 昭昭年45 50

増実実増実実増実実実実

区）大

実実

昭昭年55昭昭年 昭昭年35 40

実実 実実

区）大

37,164
公）実

０歳～14歳

歳15～64歳

うう
歳15～29歳(a)

12,861

6.6

歳歳向65 (b)

(a)/公実
若年高若実

21,852

8,940

2,451

24.1

(a)/公実
若年高若実

公）実

０歳～14歳

歳15～64歳

うう
歳15～29歳(a)

歳歳向65 (b)

実実実実

(b)/公実
高高高若実

平平年17平平年12平平年7平平年2昭昭年60

増実実実実増実実実実増実実増実実実実増実実

(b)/公実
高高高若実

(b)/公実
高高高若実

区）大

平平年22

実実増実実

公）実

０歳～14歳

歳15～64歳

うう
歳15～29歳(a)

歳歳向65 (b)

(a)/公実
若年高若実
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人 ％ 人 ％ ％ 人 ％ ％

％ ％ ％

％ ％ ％

人 ％ ％ 人 ％ ％

％ ％

％ ％

％

％
女（外国人外外）

12 36.4

参
考

男（外国人外外）
21 63.6

10,386 53.2

16.7

69.6 52.4

14 30.4

32

△ 6.4 10,186 53.3

△ 6.8 19,116
公）実

（外国人外外外く）

構平若増実実

△ 2.1

△ 1.9

男
（外国人外外外く） △9,143 46.8  7.3 8,930 46.7

区）大

平平年月日26331

実実

△ 2.3

女
（外国人外外外く）

19,529

△11,096 52.9  7.1

実実 構平若

平平年月日27331

増実実

11,948

△47.4  7.3

△52.6  6.7

△9,862 47.1  8.447.6 10,761

女
12,802 52.4

男
11,613

△ 7.7
公）実

△24,415 22,709  7.0 20,958

表１％１（２））人人の推推（外外基基住住）

平平年月日 平平年月日 平平年月日12331 17331 22331

構平若増実実 実実 構平若増実実実実 構平若 実実

区）大

7



人 人 人 人 人 人

％ ％ ％ ％ ％ ％

表１－１（３）　人口の見通し(国勢調査・津久見市人口ビジョン「社人研推計準拠データ」)

区　分 平成27年 平成32年 平成37年 平成47年 平成52年平成42年

42.8

15,340

(b)/総数
高齢者比率 39.8

65歳以上(b)
7,143

総　数
17,969

０歳～14歳
1,742

15歳～64歳
9,084

16,838

1,538

8,090

7,210

1,328

7,169

6,843

44.6

13,860

1,153

6,424

6,283

45.3

1,026

5,837

5,572

44.8

11,064

930

5,073

5,061

45.7

12,435
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人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

△ △15,114 0.914,966  1.013,550  9.513,562 0.1

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

28.5 25.5 22.5 21.6

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

36.7 34.9 34.9 35.0

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

34.8 39.6 42.6 43.4

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

12,177△ 10.2 △ △ △ △11,456  5.911,208  2.210,151  9.4 9,440  7.0

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

21.7 19.3 16.4 14.4 13.2

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

30.8 31.8 31.7 31.5 28.9

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

47.5 48.9 51.8 54.1 57.5

人 ％

△8,562  9.3

％ ％

10.3

％ ％

27.3

％ ％

62.1

平平年22

実実増実実

第３次産産
就産人人若実

第２次産産
就産人人若実

第３次産産
就産人人若実

公）実

第１次産産
就産人人若実

第２次産産
就産人人若実

区）大

第１次産産
就産人人若実

公）実

実実増実実

区）大

平平年12

実実増実実

平平年17

実実増実実実実増実実実実増実実

平平年 平平年2 7

35.6

第３次産産
就産人人若実 31.3

公）実

33.1

第２次産産
就産人人若実

14,977

第１次産産
就産人人若実

昭昭年60

実実 実実増実実実実

表１％１（４））産産過人人の動動国国国国( )

昭昭年 昭昭年 昭昭年 昭昭年40 45 50 55

区）大

昭昭年35

実実増実実実実増実実増実実
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（３） 行財政の状況 

平成18年３月に策定した「第４次津久見市総合計画」では、「食の文化とライム産

業が育む定住拠点」を目指し、「ともにつくる－参画と協働－」、「人も環境も健康

－キラリと光る－」、「津久見から－笑顔の発信－」を基本理念として、市民と行政

の協働と、市民が主体となる自律・自立のまちづくりを進め、豊かな自然や特色ある

文化、伝統ある石灰石・セメント関連産業等、独自の地域資源を活用した津久見らし

さのある個性的で文化性のあるまちづくり、住民が郷土を誇ることのできるまちづく

りを推進してきた。 

ア 行政 

 住民福祉の向上を基本とした地域経済の活性化、安全・安心による市民生活の質

的向上等を図るには、安定した行財政基盤の確立が不可欠であるため、平成16年10

月に「第１次津久見市緊急行財政改革実行計画」、平成21年３月に「第２次津久見

市緊急行財政改革実行計画」を策定し、「元気ある津久見市、活力あるまちづくり」

を目指し、将来にわたって自立可能な財政基盤の確立に向け、取り組んできた。こ

れまでの取組により、徐々に財政の健全化や市民サービスの向上が図られつつある

ため、平成26年３月に策定した「津久見市行政改革プラン2014」では、人口の減少

が続く中で、「定住促進」をこれからの市の重点施策と位置付け、これまでの行政

の仕組みや考え方、手法などを改革し、様々な分野での定住促進に向けた事業の展

開による、ずっと住み続けたい、住んでみたいまちづくりを進めてきた。 

 今後は、「第５次津久見市総合計画」及び「まち・ひと・しごと創生 津久見市

総合戦略」に則り、魅力あるまちづくりを進め、引き続き、定住促進を図っていく。 

イ 財政 

平成16年度から10年間にわたり「第１次津久見市緊急行財政改革実行計画」、

「第２次津久見市緊急行財政改革実行計画」を推し進め、歳入の確保や総人件費の

削減などにより、平成25年度末で約36億円の基金を確保するなど、財政状況の改

善が図られてきた。その一方で、平成25年度決算をみると、依然として経常収支比

率が95.6％と高く、財政の硬直化が進んでいる。また、地方債残高についても、学

校施設の耐震化や直面していた喫緊の課題でもあった消防庁舎の建設など大型事業

が集中したことから、近年は増加傾向にある。 

このような状況の中、本市の最重要課題でもある定住促進、地域再生に取り組む

ため、限られた財源の中でより一層の事業の選択と集中を図るよう、財政運営を行

う必要がある。 

ウ 施設整備水準等の現況と動向 

    市町村道の改良率は近年横ばいであり、大分県下18市町村の中では低い水準であ

る。今後も着実に整備を進め、市民生活の利便性の更なる向上を図る必要がある。 

    水道普及率は、97.5％と県下でも高い水準となっており、今後も未給水地区の解

消に努める。 
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    水洗化率についても、年々着実に伸びてはいるが、県下では低い水準にある。引

き続き、市民に対して、下水道へのつなぎ込みや水洗化の啓発を行う必要がある。 

病床数については、人口規模から見れば適正な数値と判断している。 
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（単単：千千）

区）））大 平平年年 平平年年 平平年年 平平年年12 17 22 25

歳）入）公）額）　 10,184,548 10,296,516 10,168,598 10,220,273

）一）般）行）源） 7,279,742 6,096,051 6,082,212 6,003,448

）国）庫）支）出）金 1,012,024 1,148,000 1,423,108 1,507,022

）都都都大支出金 410,886 536,519 692,437 695,562

）過））基））債 733,600 916,800 1,073,678 1,371,093

））うう）過）過）債 38,100 336,700 267,900 334,200

）そ））の））他 748,296 1,599,146 897,163 643,148

歳）出）公）額）　 9,828,790 10,169,837 9,520,454 9,906,288

）義）務）基）経）費 5,608,943 5,766,128 5,097,022 5,092,227

）投）資）基）経）費） 1,652,739 1,762,007 1,279,679 1,405,787

））うう普交普公事産 1,623,063 1,315,662 1,274,759 1,401,388

）そ））の））他 2,567,108 2,641,702 3,143,753 3,408,274

）過過対対事産費 1,812,946 2,000,568 1,699,412 1,967,254

歳入歳出歳歳額）　（　％　） 355,758 126,679 648,144 313,985

翌年年へ繰繰すすす行源）　 31,570 0 18,880 23,107

）実実実支）　％　 324,188 126,679 629,264 290,878

行 行 財 財 実 0.398 0.412 0.436 0.408

公債費公公若実 19.5 16.9 17.6 16.6

実実公債費若実 ％ ％ 12.3 12.3

起債起起若実 13.0 10.4 ％ ％

経経実支若実 90.6 97.7 89.3 95.6

将将公公若実 ％ ％ 69.9 48.9

過基債現地高 11,745,083 10,965,827 10,030,228 10,350,539

表１％２（１））津市市行行の状概
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区）））大 昭昭年年年45 昭昭年年年55 平平年年年2 平平年年年12 平平年年年22

津）市）市）都

）改）良）実）（％） 23.1 23.2 22.3 32.8 41.5

）舗）装）実）（％） 27.6 77.7 97.8 96.9 97.4

農））））都

）延）））長（（） ％ ％ ％ ％ 42,210

耕過1ha当たた農都延長（（） ％38.2 66.3 60.9 86.4

林））））都

）延）））長（（） ％ ％ ％ ％ 32,623

林林1ha当たた林都延長（（） ％2.8 35.2 45.5 49.8

水）都）普）人）実）（％） 67.4 87.3 89.2 94.3 97.6

水）洗）情）実）（％） ％ ％ ％ 76.2 84.2

人人千人当たた病病、
診医診の病病実）（病）

3.8 3.2 8.9 5.7 6.0

区）））大 平平年年年25

津）市）市）都

）改）良）実）（％） 41.5

）舗）装）実）（％） 97.6

農））））都

）延）））長（（） 42,585

耕過1ha当たた農都延長（（） ％

林））））都

）延）））長（（） 34,415

林林1ha当たた林都延長（（） ％

水）都）普）人）実）（％） 97.5

水）洗）情）実）（％） 84.9

人人千人当たた病病、
診医診の病病実）（病）

6.3

表１％２（２））主必公公公公公の整整状概
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（４）地域の自立促進の基本方針 

前計画においては、「第２次津久見市緊急行財政改革実行計画」で財政健全化に取

り組み、「津久見市行政改革プラン2014」で「定住促進」をこれからの市の重点施策

と位置付け、これまでの行政の仕組みや考え方、手法などを改革しながら、国・県・

市道の整備や農道整備、漁港整備、上・下水道整備、区画整理事業等の推進、学校施

設の耐震化等に取り組んできた。また、過疎地域自立促進特別事業を有効活用し、地

域医療対策や子育て支援等、既存の施策の充実や、コミュニティ交通の利便性向上、

ごみの減量化対策等を図り、定住促進を推進してきた。 

しかし、高齢化率の上昇や人口減少には拍車がかかっており、第１次産業従事者の

後継者不足、一般廃棄物処理施設等公共施設の老朽化、教育や文化の振興、子育て環

境の充実等の課題も山積している。 

本市では、平成28年度から平成37年度を計画年度とする向こう10年の最上位計画

として「第５次津久見市総合計画」を策定するとともに、少子高齢化・人口減少社会

に対応する取組に特化した向こう５年間の喫緊の課題を「まち・ひと・しごと創生 津

久見市総合戦略」にまとめている。過疎地域自立促進計画は、総合計画の内容を勘案

し策定すべきものであることから、「目指すべき将来像」及び「まちづくりの基本目

標」を総合計画と同様に下記のとおり定める。 

目指すべき将来像 

誇りと自信に満ちたまち「津久見」 

～笑顔と活力あふれる定住拠点～ 

まちづくりの基本目標 

① 健やかな暮らしを支え合う思いやりのまち（保健・医療・福祉分野） 

② 郷土を想う心の豊かなひとを育てるまち（教育・文化分野） 

③ 世界に誇る地域資源で活力を創造するまち（産業振興・雇用分野） 

④ 多様な都市活動を支える快適で潤いのあるまち（都市基盤・生活基盤分野） 

⑤ 美しい津久見の環境を次世代へつなぐまち（循環型社会・環境保全分野） 

⑥ 未来の津久見を共に考え行動するまち（市民活動・行財政分野） 

   上記の将来像及び基本目標に沿って、効率的な事業展開に努め、過疎地域からの自

立促進を図るものとする。本計画最終年度である平成32年度の本市の総人口を約

17,000人に定め、既存の施策充実のみならず、新たな施策の展開を図りながら定住促

進を積極的に推進していく。 

① 健やかな暮らしを支え合う思いやりのまち（保健・医療・福祉分野） 

超高齢社会に入り既に15年以上が経過し、急速に少子化が進む中、保健・医療・

福祉に対するニーズは量・質ともに増大している。援助や支援が必要な市民に適切

なサービスを行い、充実した医療体制を整え、誰もが健康で安心して暮らせるまち
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を目指すとともに、市民が互いに支え合い、助け合う協働の仕組みづくりによって

地域福祉の充実を図る。 

また、津久見の未来を担う子どもを地域全体で育むために、妊娠・出産、子育て

を全般的に支援する環境づくりに取り組み、健やかな子どもの育成を図る地域保

健・医療の向上、小児医療の充実に努める。 

長寿社会においては、高齢者が健康でいきいきと暮らせるまちづくりが求められ

ており、市民の健康寿命を延ばし、豊かな生活を営むことのできる環境整備を推進

していく。 

② 郷土を想う心の豊かなひとを育てるまち（教育・文化分野） 

本市には豊かな自然や歴史・文化、産業、世界的に稀な地質資源など多様な資源

がある。これらを次の世代に受け継ぎ、さらに魅力的な地域として発展していくた

めには、郷土の誇りを認識し、様々な学習機会の中でそれらをいかす術を身につけ

ることが必要である。 

そのために、学校教育の分野では、学校と家庭・地域が一体となった教育環境の

中で学力の向上を図るとともに、自ら学ぶ力の育成「知」、心の豊かさを育む「徳」、

体育・健康教育「体」を柱に、ふるさとを愛し、自ら学ぶ意欲と活力に満ちた津久

見っ子の育成を図っていく。また地域の人材による多様な学習機会を提供し、地域

の伝統文化の伝承や産業の体験学習等を地域ぐるみで推進し、子どもの故郷への愛

着を育んでいく。 

社会教育の分野では、多世代間の交流を通して地域の伝統文化を継承し、地域住

民のふれあいや絆づくりのためにスポーツ・レクリエーション活動を充実するとと

もに、貴重な地質資源の認知度の向上や学習機会の拡大なども図っていく。 

  ③ 世界に誇る地域資源で活力を創造するまち（産業振興・雇用分野） 

持続可能な地域づくりの基盤は、地域住民の就業・雇用を通じて所得機会を生み

出し、地域経済の循環を高め、価値の高い産物や商品・製品等が地域内に留まらず

地域外でも消費・販売されるような産業振興である。本市の第２次産業は既に世界

的視野に立った産業として確立されており、また第１次産業の農水産品については、

磨き方次第で世界に通用する素材となり得るものである。 

本市の基幹産業である石灰石・セメント関連産業については、今後も雇用の安定

化を図るための支援を実施しながら、地元の関連中小企業の経営強化や新たな企業

誘致を推進する。  

また、農業や水産業は、本市の豊かな自然環境によって支えられているが、一方

では自然景観や自然資源を維持する重要な役目を担っているといえる。この役目を

維持するために、生産基盤や生産体制の強化を図るとともに新規就農、定年帰農、
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企業の新規参入による多様な担い手の育成等に努める。さらに、地域の産品の域外

消費を高めるために、品質管理体制や安定供給体制を整備するとともに、広域観光

交流の視点に立った販売機会の拡充や流通販路拡大に積極的に取り組む。 

市街地の土地利用の再構築により商店街の再生を図り、豊かな自然や伝統的文化

を活用した観光・レクリエーション機能を充実させ、地域特性を最大限にいかした

産業振興を図る。 

④ 多様な都市活動を支える快適で潤いのあるまち（都市基盤・生活基盤分野） 

未利用地を有効に活用し、市街地における都市機能の高密度化を図り、効率的で

環境負荷の少ないコンパクトなまちづくりを進める。都市計画道路の早期実現に努

め、半島・島しょ部と中心部との交通ネットワークの強化を図る。 

さらに、市民の安全・安心の暮らしを守る都市基盤の充実や社会インフラの長寿

命化、都市の利便性を享受できる環境整備を進めるとともに、豊かな自然環境の保

全と景観整備を推進し、市内の地域資源をいかした潤いある空間づくりを推進する。 

また、インターネットの普及により情報コミュニケーション技術（Ｉ ＣＴ）は、

社会生活に必要不可欠な社会基盤である。本市においても、情報通信基盤整備を促

進し、地域振興や経済活動、市民福祉など様々な場面でＩ ＣＴを利活用できる環境

づくりを推進する。 

  ⑤ 美しい津久見の環境を次世代へつなぐまち（循環型社会・環境保全分野） 

本市は、可燃ごみを固形燃料化し、セメント工場の燃料、原料として再利用を図

るなど、地域の基盤産業と連携した独自の方法で、ＣＯ₂排出抑制や循環型社会の構

築に取り組んできた。今後も引き続き、リサイクルの推進、適正な生活排水処理等

を実施するとともに、市民の環境意識の向上を図り環境負荷を少なくするために５

Ｒ（リユース、リデュース、リサイクル、リヒューズ、リペア）の取組を一層進め、

持続可能なまちづくりを推進していく。 

未来の子ども達へ、美しい空と海、山々の景色に包まれた豊かな暮らしを継承す

るために、耕作放棄地の解消に努めるとともに、自然森林やリアス海岸等の環境保

全や津久見らしい景観づくりに行政、市民、事業者が一体となって取り組んでいく。 

  ⑥ 未来の津久見を共に考え行動するまち（市民活動・行財政分野） 

市民の誰もが津久見への愛着を持ち、「住みたい・住み続けたい」と思うには、

市民、各種団体や事業者、行政が総力を挙げて、地域ブランドを高めるまちづくり

を展開していく必要がある。 

集落機能の維持、高齢者の生活支援、子育て支援など様々な場面で、地域コミュ

ニティの力が必要である。市民の主体的なコミュニケーション活動を促進し、各種
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団体等と行政の協働によるまちづくりを推進するとともに、各種行政計画の策定や

ＰＤＣＡサイクルの実施において市民参画の体制を充実する。 

また、地域コミュニティを構成する各世代間の交流を進めることが重要であり、

多世代交流のために必要な施策を推進する。 

さらに、男女共同参画社会や人権尊重社会の形成促進に向けて、行政・学校・関

係機関等と連携を図り、地域で支え合う環境づくりを進める。 

持続可能な行財政運営の確立に向けて、将来的な財政負担等を考慮した公共施設

の維持管理計画を立て、民間活力の導入を拡大するとともに、津久見のあらゆる地

域資源をいかした地域経営を推進する。 

（５）計画期間 

 この計画の期間は、平成28年４月１日から平成33年３月31日までの５か年とする。 

（６）公共施設等総合管理計画との整合 

本計画では、公共施設等総合管理計画における２つの基本方針に則り、公共施設

等の整備に努める。 

① 市民ニーズに応じた施設総量の抑制 

統合、廃止・他施設への機能移転や施設の複合化等によるコスト削減、民間の資

金やノウハウ、創意工夫を活用することで効率的かつ効果的な公共サービスを提供

する事等、施設の維持管理に係る費用の縮減を検討し、市民ニーズに応じた施設の

総量自体の抑制及び長寿命化を推進しながら、計画的な維持管理・更新に努める。 

② 老朽化した施設の長寿命化を推進 

経年による損傷や老朽化に伴う劣化等による事故を未然に防ぎ、公共施設等を安

全・快適な状態で維持するため、点検・診断・耐震化を実施しながらライフサイク

ルコストを考慮した施設の長寿命化を推進し、維持管理・更新に努める。 
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２ 産業の振興 

（１）現況と問題点 

ア 農林業 

  農業については、農林業センサスによると、平成22年の販売農家数は、191戸

であり、平成17年の240戸から49戸の減少となっており、従事者の高齢化及び

後継者不足による農業離れが進んでいる。 

経営面積については１ha未満の小規模農家が多く、耕作地のほとんどが傾斜地

のミカン園であり、津久見市農業委員会による平成26年度農地利用状況調査によ

れば、対象地目である田畑約821.5haのうち耕作中の面積は約241.9haとなって

おり、耕作を放棄した園地が増加し、そのほとんどが再生不能な状態となってい

る。 

生産基盤については、農家数の減少や荒廃園の増加により、農道や排水路とい

った農業用施設の管理が行き届かず、老朽化、荒廃による災害の危険性も高まっ

ている。 

ミカンの生産については、消費者ニーズにあった品目に対応して、多品目化、

周年化が図られ、年間を通じてハウスカボス、ハウスミカン、カボス、極早生、

早生、高糖系温州、中晩柑類と多様な品種が栽培されている中で、サンクイーン・

不知火（デコポン）・サンセレブ等の高収益品目への更新も進んでいる。また、ミ

カン科であるサンショウの栽培も年々増えており、新たな産地化、６次産業化へ

の取組も始まっている。ミカン以外では、花き、野菜等の施設栽培もあるが、栽

培面積が小さく、産地規模は横ばい状態となっている。 

  生産者の大きな悩みとしてあげられるのが、サル、イノシシ、シカ、アナグマ

など有害鳥獣による被害である。平成26年度までに総延長約193kmにも及ぶワイ

ヤーメッシュ柵等を整備し、鳥獣被害対策実施隊によるパトロールや猟友会によ

る有害駆除等の対策をとっているものの、年々被害は増加しており、今後も計画

的な対応を迫られている。 

  林業については、林野面積4,953haを有しているが、農林業センサスによると、

平成22年の林業経営体数は５経営体であり、あまり盛んではない。加えて、従事

者の高齢化及び後継者不足も進んでいる。しかし、森林の緑を守ることは、国土

保全の観点からも非常に重要であるため、今後は、森林の確保につながる施策を

積極的に推進する必要がある。 

  生産圃場が市外に多い椎茸生産については、生産者は９戸あるが、従事者の高

齢化が進み、後継者の確保が困難な状況にある。 

イ 水産業 

  水産業については、津久見湾を主要漁場とする多獲性魚や高級魚を対象にした

まき網・刺網・一本釣・小型底引き網等の沿岸漁業、保戸島を基地とする近海・

遠洋マグロ漁業及びブリ・ヒラメ等の養殖漁業に大別され、漁業種類が多種多様

である。最近では、市内の養殖業者により「本マグロ」の養殖も行われ、商品化

されている。 

漁業センサスによると、平成25年の漁業経営体数は342経営体であり、平成20
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年の451経営体から109経営体の減少となっており、漁獲状況についても、年々

減少傾向にある。 

 漁業生産を取り巻く環境は、沿岸海域にあっては、地球温暖化による海水温の

上昇など漁場環境の悪化、沖合遠洋海域にあっては、マグロ漁業の漁獲量に対す

る国際的な規制等を強いられており、経営面においても、後継者不足、資源の減

少、近年は燃料価格が不安定な状況も続いており、厳しい環境にある。特に、保

戸島のマグロ延縄漁船は、昭和50年頃には160隻以上あったが、平成27年度で

は15隻まで減少しており、極めて厳しい状況にある。 

  養殖漁業については、大分県がブランド化を進めている「かぼすブリ」、「かぼ

すヒラメ」の養殖や、ブリの北米をはじめとする海外輸出の取組にも力を入れて

おり、最近は、最も輸出基準の厳しいＥＵにも輸出が始まり、少しずつではある

が上向きつつある。しかしながら、近年は消費者ニーズが高級化・多様化傾向に

あることから、新品種の養殖や養殖技術の向上、漁場環境の保全及び経営コスト

の軽減化の努力を引き続き行っていく必要がある。 

ウ 鉱工業 

  大正期には、桜セメント等のセメント工場が立地、昭和期には、これらのセメ

ント会社を小野田セメントが吸収合併して新たに立地するなど、近代的窯業が発

達し、今日に至っている。本市の石灰石は、全国でも特に良質といわれ、この豊

富な資源を背景に鉱業が成立しており、セメントの生産を中心とした窯業が鉱工

業の主軸をなしている。 

  第２次産業の事業所・従業者数は、事業所統計調査によると昭和56年の218事

業所4,458人をピークに減少しているが、総生産額は平成６年まで増加し、その

後やや減少している。これは、企業の合理化等により従業員は減少しているもの

の、技術革新が進み、生産性は向上していると考えられる。石灰石の埋蔵量は有

限であることを考えると、今後は、付加価値の高い製品の開発と実用化が急務で

ある。 

エ 商業 

  経済センサスによると、平成24年の卸売業と小売業の合計は281事業所であり、

平成21年の302事業所から21事業所の減少となっている。また、平成24年の従

業者数は1,356人であり、平成21年の1,412人から56人の減少となっている。 

小売業については、事業所数、商品販売額ともに、県下各市と比較しても大変

厳しい状況にある。この原因として、商業圏が極めて狭いこと、消費者ニーズに

あった利便性等に欠けること、食料品等日常必需品以外が市外で購入されている

こと、交通網が整備されたことで市外での購入が増えていること等が考えられる。

いずれにしても、商業環境が大幅に好転しない限り、小売業の繁栄は難しい状況

にある。 

オ 観光 

  過疎化により人口減少が著しい本市では、観光振興による誘客事業を推進し、
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交流人口の増加を図らなければ、地域経済の活性化は厳しい状況にある。 

本市は、交流人口の拡大を目指し、平成19年に臼杵市、佐伯市の観光協会等で

構成する「日豊海岸ツーリズムパワーアップ協議会」を設立、平成23年には「つ

くみイルカ島」がオープンするなど、観光客増加に向けた取組を活発化させてお

り、「保戸島観光」や「河津桜観光」など地域の景観や自然環境をいかした観光の

推進、「津久見モイカフェスタ」や「津久見ひゅうが丼キャンペーン」などの食観

光の取組を強化している。そのため、観光入込者数は着実に増加しているが、さ

らなる地域活性化と経済波及効果につなげるためには、観光協会をはじめとした

各関係機関と連携を図りながら、魅力的な観光情報の発信と誘客強化に努める必

要がある。 

（２）その対策 

  ア 農林業 

  ミカン栽培を中心とした農業については、生産・経営基盤の強化と農産物の津

久見ブランド化を図るため、生産者を中心に関係団体と行政が一体となり、ブラ

ンド化の推進と販売体制及び経営体の強化、高収益品目等の生産の強化、地域資

源の活用、６次産業化による新規特産品開発の推進、優良農地の確保・集積、耕

作放棄地の解消、新規就農の促進による後継者の確保と支援体制の整備、鳥獣被

害対策の強化等を積極的に推進する。 

林業については、優良材生産のため、定期的な間伐作業への支援ときめ細かい

指導を行い、安定した供給と生産拡大を図る。また、椎茸の駒打ち体験等を通じ

て、椎茸生産への理解を深め、販売促進と後継者の育成に努める。 

イ 水産業 

  水産業については、限られた資源を合理的に利用して、資源の維持増大に努め

ることが必要である。このため、従来の「獲る漁業」から、「つくり育て管理する

漁業」への転換を基本におき、水産物の安定的かつ永続的な供給体制を確立し、

漁家の生活安定と生活水準の向上を図る。また、資源管理漁業の振興、流通体制

の改善、新ブランドの開発、漁港整備、漁場の整備・開発や保全及び地域特性や

漁業者ニーズに対応した技術開発、環境・生態系保全活動の支援、養殖技術の向

上等の施策を推進する。 

ウ 鉱工業 

  石灰石の埋蔵量は有限である。本市の石灰石は品質的に優れているところから、

付加価値の高い製品の実用化を図る。また、関連企業や新たな業種の企業誘致を

図ることはもとより、高度な技術習得等により、地場企業の体質強化を図る。 

エ 商業 

  消費者ニ一ズに応えるため、若手商業後継者の育成や経営の近代化・合理化に

よる個別商店の体質改善に努め、商工会議所及び商業協同組合等との連携を密に

し、経営指導業務の充実及び商店街の活性化等を図る。 
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また、消費喚起につながるイベントの開催・共同事業等による組織の強化に努

めるとともに、中核となる商業施設の整備や消費者ニ一ズに対応した商店街の振

興のために必要な環境整備を推進し、あわせて、支援を必要とする人たちを対象

とした買物宅配サービス等の充実を図る。 

オ 観光 

「つくみイルカ島」を観光拠点として活用し、引き続き、県内外からの観光客

の増加を図る。それに付随し、土産品の開発・販売促進に努めるとともに、観光

協会、商工会議所、観光交流館等と連携し、マグロや近海で獲れた新鮮な魚介類

を中心とした「食観光」を推進する。さらに、観光イベント、離島・半島等の風

光明媚な自然環境等の既存資源に加え、鉱山やセメント工場をいかした産業観光

や地質遺産をいかしたジオツーリズムの展開等についても検討する。 

また、観光協会が窓口となり、インバウンド対策や広域観光による顧客の獲得、

情報発進の強化、旅行会社等との連携強化など、本市に経済効果をもたらすため

の橋渡しを行い、それに、観光協会会員も含めた市内の業者や団体が呼応してい

くことで、地域経済の活性化を図る。そして、観光協会自らの収入の増加を図る

とともに、市内の宿泊施設・交通事業者・飲食店・地域団体等、全てにおいて経

済波及効果の浸透が図れるよう、観光協会の育成を強力に推進していくため観光

振興事業を実施する。並行して、「つくみイルカ島」事業の一躍を担う、観光交流

館の機能強化を図ることで、食観光の推進、土産品等の販路拡大、市内周遊効果

の向上につなげていく。 
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（３）計画

事業計画（平成28年度～32年度）

自立促進施策区分
事業名

（施設名）
事業内容 事業主体備　　考

（１）基盤整備

　　　農業 次世代を担う園芸産地整備事業 研究会

　　　水産業

水産物供給基盤機能保全事業 市

漁港維持管理事業 市

（２）漁港施設 漁港港口標識灯整備事業 市

（３）経営近代化施設

　　　林業 しいたけ増産体制整備総合対策事業生産組合

（５）企業誘致 企業立地等促進事業 市

（７）商業

　　　その他 中小企業振興資金融資促進預託金 市

（８）観光又はレクリ
　　　エーション

つくみイルカ島施設等整備事業 市

津久見観光周遊性創出事業 協議会

おもてなしトイレ緊急整備事業 市

津久見情報発信事業 市

（９）過疎地域自立
　　　促進特別事業

（10）その他 人・農地問題解決加速化支援事業 市

中山間地域等直接支払交付金事業 市

鳥獣害対策事業 市ほか

津久見市農業再生協議会補助金 協議会

新規就農者開拓事業 市

果樹産地改革推進事業 協議会

水産多面的機能発揮対策事業 協議会

水産資源増殖推進事業 市ほか

１　産業の振興

観光振興事業
（観光振興のために補助金を交付
し、誘客事業や宣伝、食観光の推進
等を行い、交流人口の増、地域経済
の活性化を図る。）

観光協会
ほか

保戸島漁港水産物供給基盤機能
保全事業及び海岸保全施設整備
事業負担金

県
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自立促進施策区分
事業名

（施設名）
事業内容 事業主体備　　考

海岸漂着物地域対策推進事業 市

津久見港港湾改修事業負担金 県

地籍調査事業 市

（４）公共施設等総合管理計画との整合

　　  産業系施設については、適切な維持管理を行い、安全性を確保するとともに、

    他施設との複合化、効果的な管理運営方法を検討する。

　　　漁港施設については、定期的に点検を行い、適宜、保全工事を進めることで

　　施設の長寿命化を図る。
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３ 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進 

（１）現況と問題点 

ア 道路整備 

  新日見トンネル、久保泊トンネル等の開通により、市内30分構想に近づきつつ

あるが、未だ狭あいな箇所が残っている。中心市街地の幹線道路についても、通

行の利便性向上のため、また、防災時の緊急輸送路としての役割を果たすことか

ら、今後、計画的に整備していくことが必要である。 

高齢化に拍車がかかる保戸島と四浦半島を結ぶ架橋建設については、島民の間

でさまざまな意見があり、方向性が定まっていない状況である。 

また、安全・快適な市民生活実現のため、橋りょう、トンネル等の道路構造物、

農道及び林道については、定期的な点検業務を行い、順次計画的に補修等を行っ

ていく必要がある。 

イ 交通確保対策 

本市の公共交通機関には、ＪＲ日豊本線、路線バス、乗合タクシー及び離島航

路がある。人口減少等により、利用者の減少に拍車がかかっているが、通学利用

が主のＪＲについては、平成24年の高等学校再編により、利用者が増大している。 

路線バスは、臼津交通㈱が運営しているが、年々赤字額が増大しており、便数

や運行時刻を見直し、利用者ニーズにあった運行を目指しているものの、大変厳

しい状況にある。 

乗合タクシーについては、平成24年度から「中央病院～津久見駅線」及び「落

ノ浦～大浜線」を運行しているが、利用者数が伸び悩んでいる。 

国庫補助航路である保戸島航路は、便数の見直し等の経営努力を行っているが、

島内人口の減少とともに生活航路としての利用は減少している。 

不定期航路である無垢島航路は、老朽化した船舶を更新したが、島内人口の減

少のため、なおも厳しい状況が続いている。 

ウ 情報化の推進 

  地域インターネット事業については、津久見、日代、落ノ浦、保戸島の４局で

サービスを行ってきたが、津久見局エリアについては、民間事業者による高速ブ

ロードバンド環境が整備されたため、平成26年度をもってサービスを終了した。 

今後は、日代、落ノ浦、保戸島の３局エリアにおけるＡＤＳＬ事業に代わる新

たな通信手段の確保が課題である。 

エ 地域間交流 

国内外の人々と交流を深めることは、地域活性化や市民のまちづくり意識の醸

成を図るうえで大変意義深いものである。本市においては、国内外の自治体との

姉妹都市等の締結は行っていないが、無垢島での自然体験学習、近隣自治体との

広域観光等、他地域の方々の受入や交流を図ってきた。今後は、基幹産業である

石灰石・セメント関連産業、他の自治体等と連携した広域観光事業、扇子踊り等

の既存の文化やスポーツ交流等を推進し、地域活性化と市民生活の質的向上の両
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面の効果が期待できる施策を実施していく必要がある。 

（２）その対策 

ア 道路整備 

国道217号平岩松崎バイパス、市道徳浦・松崎線バイパス、県道大泊浜徳浦線

の堅浦地区の早期完成により、東九州自動車道津久見インターチェンジから市街

地へのアクセスの向上、下浦方面の通学等の安全性の確保を図る。また、これに

連携した市道の整備、県道四浦日代線の改良等、半島部を結ぶ国・県・市道等の

更なる整備により、市内30分構想の実現を図る。 

保戸島と四浦半島を結ぶ架橋建設については、その必要性の有無を島民と十分

に協議していく。 

橋りょう、トンネル等の道路構造物、農道及び林道については、順次計画的に

補修等を行うことで、安全・快適な市民生活の実現を図る。 

イ 交通確保対策 

  ＪＲ日豊本線については、県を通じて、高速複線化や通学等の利用者ニーズに

あったダイヤ改正等について要望する。 

乗合タクシーについては、説明会や体験試乗会等を実施し、認知度の向上に努

め、利用者数の増加を図る。 

保戸島航路については、島民と協議のうえ経営改善を図りながら、離島航路事

業費の補助についても行い、より効率的な運営を目指す。 

無垢島航路については、島民の唯一の交通手段であり、給水船としての役割も

果たしていることから、今後も航路の維持に努める。 

  全体的に、人口減少等により生活路線としての利用率が年々低下していく中で、

引き続き、ＪＲ、路線バス、乗合タクシー、離島航路の乗継円滑化と移動の利便

性向上に努めるとともに、観光振興による誘客を公共交通の利用へとつなげてい

く。 

ウ 情報化の推進 

市民ニーズの多様化・高度化に対応すべく、行政情報システムの強化・拡充を

図り、様々な行政サービス向上に努めるとともに、電子自治体システムの更なる

充実により、効率的な行政運営を目指す。 

  防災対策については、市内全地域を対象に、防災行政無線を活用した情報通信

網を整備し、防災情報の迅速な伝達に努める。 

地域インターネット事業については、日代、落ノ浦、保戸島の３局エリアにお

けるＡＤＳＬ事業を継続していく中で、代替サービスの導入も検討していく。 

エ 地域間交流 

  引き続き、無垢島での自然体験学習、近隣自治体との広域観光等、他地域の方々

の受入や交流を図るとともに、今後は、基幹産業である石灰石・セメント関連産

業、他の自治体等と連携した広域観光事業、扇子踊り等の既存の文化やスポーツ
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交流等を推進し、地域活性化と市民生活の質的向上の両面の効果が期待できる施

策を実施する。 
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（３）計画

事業計画（平成28年度～32年度）

自立促進施策区分
事業名

（施設名）
事業内容 事業主体備　　考

（１）市町村道

　　　道路
市道徳浦・松崎線バイパス事業
L=1,180.0m  W=10.75m

市

市道中田線道路改良事業
L=440.0m  W=11.0m

市

市道徳浦松崎線道路改良工事
L=270.0m　W=7.0m

市

市道新町区画線１号道路改良工事
L=220.0m　W=5.0m

市

市道２号広浦線道路改良工事
L=130.0m　W=9.0m

市

市道岩屋線道路改良工事
L=80.0m　W=7.0m

市

市道道尾線道路改良工事
L=81.0m

市

市道中乗線道路改良工事
L=93.0m

市

道路構造物等補修計画策定事業 市

きめ細かな道路等整備事業 市

住みよい地域づくり事業 市

市道維持管理業務委託 市

トンネル補修事業 市

　　　橋りょう 橋梁長寿命化事業 市

（２）農道 農道維持管理事業 市

農道市道移管事業 市

（３）林道 林道維持管理事業 市

（６）電気通信施設等
　　　情報化のための
　　　施設

　　　防災行政用無線
　　　施設

防災行政無線維持管理事業 市

　　　その他 地域イントラネット整備事業 市

（10）地域間交流 海の学校実行委員会補助金 実行委員会

２　交通通信体系の
　　整備、情報化及
　　び地域間交流の
　　促進
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自立促進施策区分
事業名

（施設名）
事業内容 事業主体備　　考

（11）過疎地域自立
　　　促進特別事業

離島航路事業費補助金
（離島航路事業者に対して補助金を
交付し、事業者の経営安定を図ると
ともに、島民生活の安定による定住
促進を図る。）

事業者

（12）その他 道路維持補修事業 市

大分県道路改良事業負担金 県

地域インターネット事業 市

ブロードバンド整備事業 市

（４）公共施設等総合管理計画との整合

　　　道路・橋りょう等については、住民の安全・安心に直結することから、緊急性

　　や利用状況等踏まえながら計画的に整備・維持管理を行い、更新費用の平準化に

　　努める。

コミュニティバス等運行事業
（路線バス事業の補助やコミュニ
ティバス等運行事業を行うことで、
市民の移動利便性の確保や住民生活
の質的向上を図る。）

市・事業者
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４ 生生生生の整整 

（１）現概と問問問 

ア 水都公公 

現地  、向水都と公公公公水都１か診、組公公公公水都１か診、そそに一一

過過にににに給水公公ががた、その主水源にににに、向水都は過地水、公公

水都は表地水への依依年が高に。 

向水都公公  は、実次ににたに拡拡拡事ににた現地11か診の水源かか給水し

ににに。水水必は、人人実の必要はがにはのの、津外の生生生生の動向、公

公地水都人び公合合公合情合の普人普びに産産産産公の必要ににた、ここ実

年 万215㎥㎥年年年で推推しににに。今年は、向水都の普人実動向や公公水

都との統公、老老情した公公の更更や耐耐情公が必必でがに。 

公公公公水都公公  は、公設年経過年実が長にたい、配水公をはをいその他

水都公公の老老情が著しく、過過基に布公布えや公公の更更が必必となとに

にに。さかに、区過が離離や半離のたい、給水人人に若すに送配水公の布公

延長が長く、更更費更が高額となにこと、また、過地基な問問かか水源確保

の問問はにすまとう。 

組公公公公水都公公は、公公の老老情や利更高の高高情が急急に過んでに

た、公公の維維公公や渇水計の水資源水水の問問を抱えににた、向水都との

統公の検検は含い、過地公公の軽実を過いにと同同に、将将ににたに運公公

公交起の整整が必必でがに。 

給水公公     の過過にににには、過過外外の高高情や渇水計の水資源水水の問

問を抱えににた、公公の維維公公や運公公公交起の整整が急務となとににに。 

イ 衛生公公 

　Ｄ　は、日基で最最の可可ごご固地可固情公公としに平平８年年に竣拡

し、ダイダダダダ対対公の生生問問に対対すに最最最のごご合公公公としに、

１日最大合公日32ｔで稼動しにすたが、老老情が著しく、頻頻に故故が産生

しににに。人人実人やややイやや公の推過ににた、ごご実集日は実人減動に

がにが、生ごごの継継基な合公ににに機機の腐腐や老老情ににに修修公に多

額な費更を必しににに。今年は、　Ｄ　にににに可可ごごを固地可固情し、

循生循の社社を推過しににくたいには、過過基な公公の改修が必必でがた、

莫大な経費が予予さそに。津外と行行が一交となた、ごごの実日情へ動にに

津外公参市にににややイやや運動や生ごご合公の抜基基な改改対を講をなに

それ、大大大大実な行行やサササとなた、行行運公向、他の公対に人ぼす影

響は大すにたい、公公の長長長情を図たながか、その他の手手ににに合公基

手を構構しににく必必ががに。 

離離にににには、、第第第第第」が週２回回回し、ごごの積ご込ご、運運、

荷地ろし公を行とにににが、船船の老老情、船船の確保公確問が多に。 

また、関関関関にににには老老情が著しく、過過基な更更が必必でがに。 

し  尿合公公公でがに合情セダセサは同生で公公の老老情が著しにたい、地

水都へ希希投入を行うし尿公年合公公公を普公しににに。 

水水  や河河の汚汚は、その80％歳向が家家交の雑雑水でがにとににそにに

29



るため、環境保全意識の啓発とあわせて、公共下水道区域内においては、施

設整備や水洗化の促進、区域外においては、合併処理浄化槽の普及等を推進

し、河川や海域等の水質保全を図る必要がある。 

ウ 消防施設 

  消防体制としては、常備消防（消防本部１消防署１併設）と非常備消防（地

域消防団６分団）があり、平成27年度の消防庁舎の新設に伴い、デジタル無

線、指令装置の更新や消防設備が拡充された。 

商店街を中心とした市街地は、家屋等が密集しており、火災が発生した場

合、道路幅員が狭いため、交通の阻害等により大災害につながる恐れがある。

また、消防署から30分以上かかる半島部をはじめとした地域や離島では、消

防団の重要性が高く、その機能強化が求められている。さらには、近年の自

然災害の大規模化や火災の多様化により、関係機関との連携、広域的な応援

体制、関係車両の老朽化、特殊防災用資機材等の整備が課題となっている。 

  また、消火栓のない周辺地域においては防火水槽の不足、積載車や小型動

力ポンプ等の老朽化、消防広域化の問題等解決すべき課題は多い。 

エ 住宅 

  住宅事情は、平成22年の国勢調査によると、持ち家75.5％、民営借家16.5％、

公営借家4.1％、給与住宅3.2％、間借り0.6％の比率である。これは、平成

17年の国勢調査時と同等の数値である。 

  現在、公営住宅は市営294戸、県営68戸の計362戸であるが、老朽化も進

んでおり、今後は、長期的な視点を含めた効率的な更新・改修等を行う必要

がある。また、郊外にある公営住宅の居住者の高齢化や地域公共交通の利便

性の低下、住宅政策を取り巻くニーズの変化や地域バランス等の課題がある。 

 また、平成25年度に実施した未利用住宅実態調査では、496戸の空き家が

確認されており、防災、衛生、景観等、地域住民の生活環境に深刻な影響を

及ぼすことが懸念されている。 

オ 臼津葬斎場 

  臼津葬斎場は、臼津広域連合が所管する葬斎場として、昭和63年４月１日

に供用開始された敷地面積23,730㎡、延床面積1103.73㎡、鉄筋コンクリー

ト造平屋建て一部二階建ての施設である。これまで状況に応じて補修や改修

工事等を行いながら、老朽化の低減を図ってきたが、築28年が経過し、躯体

そのものにも老朽化が目立つ状況になっている。臼津地域唯一の葬斎場で両

市にとって欠かすことのできない施設であることから、早急な対応が必要と

なっている。

（２）その対策 

ア 水道施設 

水道施設の整備は、公衆衛生の向上、生活環境の改善の観点から欠くこと

のできない主要な施策である。平成20年度に策定した「津久見市水道ビジョ
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ン」に基づき、水の安定供給を行うため、水源の保全、施設の計画的な更新、

簡易水道の統合等を図る。 

  水需要に対処し、水源の安定確保を図るため、水源の探査・開発はもとよ

り、漏水調査の徹底と老朽管等の布設替えに努めていく。特に、渇水期に水

不足が発生する地域においては、重点的、計画的に促進する。 

  給水施設の整備については、地域性に配慮し、住民ニーズを十分把握しな

がら、施設の維持管理や運営管理が持続可能な体制となるよう整備していく。 

イ 衛生施設 

  一般廃棄物の処理については、老朽化したＤＦＣの施設・設備の改修を行

いながら延命化を図るとともに、石灰石・セメント産業関連工場へのごみ直

接投入や新たなごみ処理施設の建設も検討する。また、ごみ処理の一番の課

題である生ごみの減量化を図るため、「コップ一杯の水切り作戦」の啓発や「ダ

ンボールコンポスト」の普及促進、さらなる資源ごみのリサイクルの徹底に

向けた周知・広報に努める。これらは、市民の理解と協力がなければ浸透が

図れない施策であり、同時に、市民と行政の協働のまちづくりの推進も図る。 

関係車両については、老朽化が著しいため、計画的に更新し、引き続き安

定した廃棄物処理を進める。 

し尿前処理施設の本格稼働により、今後は終末処理場での最終処理となる

が、浄化センターは一時貯留槽としての機能は保持するため、引き続き、維

持管理を行う。 

  公共下水道事業については、適正な規模で年次的に推進してきたが、社会

情勢の変化に応じる中で、平成22年に大分県が「大分県生活排水処理施設整

備構想2010」を策定し、さらに平成27年度にその見直しを行うにあたり、

津久見市では、「市町村構想報告書」を策定した。今後も施設整備や改修を進

めながら、この構想を基本に処理区域を見直し、生活排水処理方法を明確に

することで水洗化の促進と合併処理浄化槽の普及促進を強化していくことと

し、あわせて、生活排水処理に対する市民の意識を高めていく。 

衛生施設の整備も重要であるが、地域美化・環境衛生に対しての市民の理

解を深める広報活動の重要性も高く、これを推進することで、衛生施設整備

の意義の浸透を図る。 

ウ 消防施設 

  住民の自主的な防災活動による出火防止や初期消火等を円滑に進めるため、

あらゆる機会を通じて防火意識の高揚を図るとともに、住民に最も身近な消

防組織である消防団の組織力、装備の強化を図ることにより、被害を最小限

に食い止めることができるよう努める。また、消火活動の円滑化を図るため、

防火水槽等消防水利の整備、積載車や小型動力ポンプ等の更新により、消防

力の充実・強化に努める。 

  また、発生の可能性が高くなっている南海トラフ巨大地震への対策強化と

老朽化の著しい関係車両の計画的な更新、消防力の強化を目的とした広域消

防の検討を行う。 
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エ 住宅

  公営住宅整備については、人口減少、住宅政策を取り巻くニーズや地域バ

ランス等を考慮しながら、「津久見市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、長

期的な視点を含めた効率的な更新や改修など整備を行う。 

 空き家対策としては、各地域と連携した空き家情報の把握強化と、「津久

見市空き家情報バンク制度」等をいかした空き家・空き地の活用と危険家屋

対策の促進を図る。 

オ 臼津葬斎場 

  平成25年度に改修工事を実施した火葬炉を除き、施設・設備全般について

計画的に改修工事を行い、臼津地域の住民が安心して利用できる施設として

長寿命化を図る。 
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（３）計画

事業計画（平成28年度～32年度）

自立促進施策区分
事業名

（施設名）
事業内容 事業主体備　　考

（１）水道施設

　　　上水道 配水池築造工事 市

水源開発等施設整備事業 市

配水管布設工事 市

老朽管更新事業 市

　　　簡易水道 保戸島地区水道施設整備事業 市

簡易水道施設更新事業 市

配水池等人孔蓋取替事業 市

配水池防水塗装事業 市

（２）下水処理施設

　　　公共下水道 公共下水道面的整備事業 市

公共下水道汚水管補修事業 市

雨水幹線等維持管理事業 市

　　　その他 浄化槽設置整備事業 市

終末処理場水処理施設整備事業 市

（３）廃棄物処理施設

　　　ごみ処理施設 ＤＦＣ施設設備改修事業 市

最終処分場ＵＶ計更新事業 市

最終処分場堰堤築造工事 市

　　　その他 廃棄物処理関係車両整備事業 市

（５）消防施設 消防関係車両整備事業 市

消防団格納庫等改修事業 市

小型動力ポンプ・ポンプ積載車等
整備事業

市

（６）公営住宅 市営住宅維持管理事業 市

市営住宅長寿命化事業 市

３　生活環境の整備
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自立促進施策区分
事業名

（施設名）
事業内容 事業主体備　　考

（８）その他 環境測定機器更新事業 市

排水整備事業 市

市町村営急傾斜地崩壊対策事業 市

急傾斜地崩壊対策事業負担金 県

公園維持管理事業 市

再生可能エネルギー防災拠点施設
整備事業

市

避難路整備工事 市

木造住宅耐震化促進事業 市

住宅リフォーム支援事業 市

空家対策事業 市

火葬場施設整備事業 市

（４）公共施設等総合管理計画との整合

　　　上下水道は、老朽化した管きょ等の計画的な更新を進めるとともに、施設の適

　　正な維持管理・長寿命化を行い更新費用の平準化に努める。

　　　ごみ処理施設は、市民の生活に直結する重要な施設であるため、利用状況や建

　　物の劣化状況等を慎重に調査し、長寿命化及び建替えを検討する。

　　　消防署は、平成27年度に新設しており、長寿命化を念頭に維持管理を行う。消

　　防団格納庫については、財政状況を考慮し、建替えの際は、施設の複合化も検討

　　する。

　　　公営住宅は、「津久見市公営住宅等長寿命化計画」に基づき定期的な点検や修

　　繕等の維持管理を行い長寿命化を図る。また、居住形態が多様化しているため、

　　単に建替えを行うだけでなく、公営住宅サービスを再考し、総量についての検討

　　や、新たな土地活用も検討する。

34



５ 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

（１）現況と問題点 

ア 高齢者保健福祉 

国勢調査における高齢者比率を見ると、昭和60年には12.6％であったが、平成

２年には16.2％、平成７年には20.7％、平成12年には25.4％、平成17年には

29.4％、平成22年には33.6％と急増し、国立社会保障・人口問題研究所の推計に

よると、平成32年には42.8％に達すると予測され、超高齢社会は避けられない状

況となっている。高齢者の増加とともに高齢者のみの世帯、一人暮らしの高齢者、

さらに寝たきり高齢者や認知症高齢者等の要支援・要介護高齢者も増加している。 

  特別養護老人ホームについては待機者が多く存在しているが、入所要件が原則

要介護３以上になったことと、住宅型有料老人ホームの新設に伴い緊急性のある

待機者は、減少している。 

在宅福祉サービスでは、軽度生活援助事業、日常生活用具給付等事業、緊急通

報システム等を実施している。在宅保健・医療サービスでは、訪問看護、デイケ

ア、各種健康診査や健康教育、訪問指導が行われている。 

  介護保険制度導入により、被保険者は、自由にサービス事業者を選択すること

ができるようになった反面、サービスを受ける際には、その利用に応じた費用負

担が発生するため、利用者の経済的な理由等によるサービスの利用抑制の傾向が

見られる等の課題が生じているが、津久見市地域包括支援センターの設置により、

介護予防プラン等の作成や様々な悩みを抱える高齢者の総合相談等を行っている。

団塊の世代が75歳以上となる平成37年を目途に、重度な要介護状態となっても

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、

住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステ

ムの構築の実現に向け、地域包括支援センターが中心となり、保健・福祉・医療・

行政の各関係機関が、高齢者に関する多種多様な情報を共有することにより、互

いに連携・協力し、高齢者が健康に暮らせるよう、その生活を支援している。 

  また、増大する高齢者の多くは、健康な人々である。健康で活動能力・経験の

ある高齢者を活用することは、生きがいを高めるばかりでなく、地域社会の活性

化にもつながることから、平成３年に「財団法人臼津地域シルバー人材センター」

が設立されたが、市は単に補助金を交付するだけでなく、行政サービスを行う様々

な場面で積極的にその能力を活用している。団塊の世代が高齢者の仲間入りをし

た現在、高齢者の活用の場を確保することは、重要な課題である。 

  老人クラブ活動としては、津久見市盛人クラブ連合会があり、平成27年３月末

現在、48クラブ、1,974人の会員で組織し、健康増進、清掃等の奉仕、社会参加、

世代間交流、研修等を行っている。活動の場としては、老人憩いの家、各地区の

公民館等が主な拠点であるが、会員が減少傾向であることから、組織の拡充等を

図るため、地区社協等の関係機関との連携や活動拠点となる施設の整備と機能の

充実が必要である。 

イ 児童福祉・子育て支援 

  児童の健全な成長・発達を支えるよりどころともいえる家庭や地域社会が、今
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日大きく変化している。特に、女性の社会進出や核家族化が進む中、また、多様

化する労働条件や社会環境の中で子育てに悩み、孤立してしまう親が増えている

ことなどから、児童の健全育成対策として、家庭児童相談室が設置されており、

相談員が相談・指導業務にあたっている。育児に関する問題の早期発見のために

も、各機関との連携を密にし、活動内容の充実を図ることが今後の課題である。 

 一方、保育園や幼稚園等においても様々な子育て支援サービスが行われている。

しかし、よりニーズにあった子育てサービスの充実が求められている。また「津

久見市子ども・子育て支援事業計画」により、行政や地域が保護者の肩代わりを

するのではなく、保護者とともに地域社会全体で子どもを支え、健やかで郷土を

愛する心を持った「つくみっ子」の成長を通じて、喜びや感動を共有し、市民み

んなが元気になれるまちを目指しているが、保護者の共働きの増加等により増大

が予想される保育ニ一ズへの対応や施設の充実が課題である。 

また、市内には現在、150世帯を超えるひとり親世帯があり、近年は母子だけで

なく父子も含めたひとり親への福祉事業として、母子・父子自立支援員による相

談・指導、ひとり親医療の助成、児童扶養手当の支給を行っており、また、母子

父子寡婦福祉資金の貸付を行っている。 

ウ 障がい者福祉 

  本市における障がい者は、平成27年3月末現在で身体障がい者1,450人、知的

障がい者194人、精神障がい者88人となっている。(いずれも各制度の手帳所持

者) 

市内の障がい者支援については、障がい者やその保護者等が抱える様々な悩み

や問題等について、「竹とんぼ」、「とよみ園」の２事業所が相談支援を行っており、

就労を目指す障がい者の就労支援事業所として「うばめ園」、「とよみ園」、「ジョ

イントリー」がさまざまな就労に向けた支援を行っている。障がい者が作業や、

実習を通じて就労体験をすることで、就労に対する喜びを知り、更に社会的に自

立していくために少しでも一般就労に結びつくような取組を行っているが、障が

い者雇用の困難さから自立に直結し難いのが現状である。 

一方、在宅障がい者への支援として、障害者総合支援法に基づく家事援助等を

行うホームヘルパーの派遣、見守り等における介護者の負担を軽減するための短

期入所等の介護給付、さらに、障害者総合支援法において市町村事業として位置

づけられている地域生活支援事業の中で、文化的活動・機能訓練を行いながら、

生きがいを高める地域活動支援センターの設置、日常生活用具の給付等を実施し

ている。また、生活支援員のもと障がい者による共同生活を行い、生活面での自

立につながるような支援を行うため、「ＮＰＯ法人 やまびこクラブ」、「社会福祉

法人 豊友会」がグループホームを運営している。 

 さらに、本市は、障がい者の社会的自立のために「障がい者にやさしいまちづ

くり」を目指し、在宅重度障がい者住宅改造助成や歩道の段差解消、公共施設・

公共的施設のスロープの設置、多目的トイレの設置等の推進、障がい者スポーツ、

文化活動への参加促進や障がいに関する講演会等の開催を行っている。 

いずれにしても、障がい者が望むサービスの提供や障がい者が安心して地域で
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生活ができるような環境を整備していくことが今後の課題である。 

エ 保健・健康づくり 

  市民一人ひとりが疾病予防、健康増進に努め、自分の健康は自分で管理する自

主的な健康管理意識を育てるため、各種検診事業の実施をはじめ健康相談や、各

地区で健康教室を開催し、市民ニーズにあった健康づくり事業の充実に努めてい

る。 

  平成20年度から特定健康診査・特定保健指導がはじまり、健診結果から生活習

慣の改善が必要な場合には、保健師等による保健指導を行うこととなっている。

しかし、特定健診受診率や疾病状況をみると、まだ市民の健康管理に対する意識

は高いとはいえない。 

さらに、市内各地区において健康づくり運動の中心となる組織が作られている

が、その活動内容は地区ごとに差があるのが現状である。 

また、特に乳幼児については、その健康状況を的確に把握するとともに年齢に

応じた成長発達を評価して、個別に応じた対策を立てる必要がある。 

オ 少子化対策 

    近年、年間出生数は100人前後の状況であり、少子化現象は著しく進んでいる。

晩婚化や子育て環境の変遷がその理由と考えられるが、少子化の進行とともに高

齢化に拍車がかかり、地域そのものが衰退していく要因となることに危機感を抱

いている。 

    今後は、子育て支援策や母子保健の充実により、少子化に歯止めをかけていく

必要がある。 

（２）その対策 

ア 高齢者保健福祉 

急速な高齢社会に対応するため、在宅（保健）福祉サービスの充実、生きがい

対策等、総合的な施策を「津久見市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画」に基

づいて推進するとともに、ワンストップサービスの実現を目指し、更なる充実を

図る。 

（ア）在宅サービスの拡充 

  高齢者が住み慣れた自分の家で安心して生活ができるように、在宅福祉サー

ビスの充実を図るとともに、サービス利用の普及・促進を図る。さらには、介

護者への支援施策を推進する。 

また、半島部・離島部については、サービス提供の地域間格差の解消を図りな

がら、地域における支援体制を確立する。 

 保健サービスでは、健康診査、健康相談、訪問指導等を中心に高齢者の健康状

態を把握し、疾病の早期発見・早期治療を進めるとともに、市民が積極的かつ能

動的に保健サービスを利用できるような環境の整備を図ることで、生活習慣・食

生活等の改善に努める。 

  また、地区社協を活用しながら、公的なサービスだけに頼らず、地域の中で
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お互いを支え合う仕組みづくりに取り組む。 

（イ）生きがい対策 

生きがいの発見・創生を目指して、地域の生活の中で、身近な人々との交流活

動を推進する。また、関係機関と連携を図り、生涯学習、生涯スポーツ、シルバ

ー人材センター、盛人クラブ活動等を支援する。 

イ 児童福祉・子育て支援 

  子育て支援対策については、多様化する市民二一ズに応じた教育・保育サービ

スの充実を図る。また、関係機関との連携を密にして相談機能の充実を図るとと

もに、保護者が安心して就労できるよう、「津久見市子ども・子育て支援事業計画」

の推進を図ることで子育て支援を行う。 

  ひとり親世帯等については、ハローワーク及び関係団体と連携し、就労のあっ

旋、生活・教育面での相談支援等の充実を図るとともに、医療費の助成を行う。 

さらに、津久見市地域子育て支援センターを活用し、子育てに関する相談や、

同じ子育て世代の交流の場として、子育てに対する負担軽減を図る。 

また、地域子育て支援センターは、併設されている高齢者の生きがい支援サー

ビス事業所の利用者との異世代交流の場としても活用していくとともに、子育て

に悩みを持つ保護者が気軽に相談に行ける場として機能することを目指す。 

ウ 障がい者福祉 

平成24年３月に策定された「第２次津久見市障がい者計画」では、「社会のバ

リアフリー化の推進」、「障がいの特性を踏まえた利用者本位の支援」、「障がい者

の視点に立った施策の展開」を重点課題として掲げており、平成27年３月に策定

された「第４期津久見市障がい福祉計画」においても、これらの課題を基本に置

きながら、地域生活移行と就労支援等を促進するため、サービスや支援体制の円

滑な構築と効果的な運用を目指す。 

エ 保健・健康づくり 

すべての市民が健康的な生活が送れるようにするため、乳幼児から高齢者まで

のライフステージにあわせ、健康管理意識の向上を図るための啓発活動の充実、

地域ごとの健康づくり運動を活性化させるための地域組織とリーダーの育成、気

軽に健康づくりができるスポーツ活動の振興等、積極的な健康づくり施策の展開

を図る。 

また、日常的な健康管理の重要性から、健診委託機関と連携し、疾病の早期発

見・早期治療の体制整備を図るとともに、基本健康診査、胃がん、肺がん、大腸

がん、子宮がん、乳がん等各種健診を行い、受診率の更なる向上に努め、その後

の指導を強化し、重症化予防を図る。 

保健サービスは、必要に応じて保健計画を見直すとともに、介護予防、疾病予

防を行い、市民のライフステージの各段階で、疾病の早期発見・早期治療が可能

となるよう各種保健事業の充実を図ることで、市民がいつまでも健康で安心して

暮らせるまちづくりを推進する。また、乳幼児期の健康や発達に関する状況を的
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確に把握するために、乳幼児健診、１歳６か月児健診、３歳６か月児健診、５歳

児健診等を医師会と連携しながら実施していく。 

オ 少子化対策 

  不妊・不育治療費の助成、子ども医療費の助成、小児科医の確保、母子保健事

業の充実、保育事業の充実、放課後子ども総合プランの推進、育児に関する相談

体制の充実等、安心して子どもを生み育てる環境を整備することにより、少子化

に歯止めをかけていく。 
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（３）計画

事業計画（平成28年度～32年度）

自立促進施策区分
事業名

（施設名）
事業内容 事業主体備　　考

（２）介護老人保健
　　　施設

老人保健施設建設借入金利子補給 市

（８）過疎地域自立
　　　促進特別事業

子ども医療費助成事業
（子どもの医療費を助成し、子育て
世帯の経済的負担の軽減と子育て環
境の充実を図ることで少子化に歯止
めをかける。）

市

（９）その他 重度心身障害者医療費助成事業 市

在宅重度障害者住宅整備助成金事業 市

住みよい地域づくり事業 市

軽度・中度聴覚障がい児支援事業 市

障害者タクシー料金助成事業 市

子ども・子育て支援新制度に係る
事業

市

病後児保育事業 市

大分にこにこ保育支援事業 市

延長保育促進事業 市

地域子育て支援拠点事業 市

一時預かり事業 市

放課後児童クラブ 市

障害児保育支援事業 市

障害児保育促進対策事業 市

ひとり親家庭医療費助成金事業 市

高等技能訓練促進費等事業 市

おおいた子育てほっとクーポン 市

子育て短期支援事業 市

軽度生活援助事業 市

４　高齢者等の保健
　　及び福祉の向上
　　及び増進 不妊・不育治療費助成事業

（不妊・不育治療にかかる費用を助
成し、出生数の増加と子育て環境の
充実を図ることで少子化に歯止めを
かける。）

市
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自立促進施策区分
事業名

（施設名）
事業内容 事業主体備　　考

はり、きゅう、マッサージ助成事業 市

緊急通報システム整備事業 市

配食サービス事業 市

在宅高齢者住宅改造事業 市

異世代交流施設改修事業 市

予防接種事業 市

妊婦歯科検診助成事業 市

歯周病検診助成事業 市

妊産婦健康診査事業 市

母子健康診査事業 市

フッ素塗布助成事業 市

がん検診推進事業 市

離島地域出産支援事業補助金 市

（４）公共施設等総合管理計画との整合

　　　保健・福祉施設は、老朽化が進んでいる施設もあり、計画的な点検・改修を実

　　施する等長寿命化を図る。
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６ 医療の確保 

（１） 現況と問題点 

本市の医療施設は、大分県のへき地医療拠点病院である「津久見市医師会立津久

見中央病院」を軸に、20床以上の入院病床を有する病院１か所、それ以外の一般診

療所17か所、歯科診療所10か所がある。 

市内の病床数の総数は139床であり、その大半の120床を津久見市医師会立津久

見中央病院が占め、内科含め17の診療科目を常勤医師10名で運営している。 

平成27年の救急車出動による患者の搬送は、全体で1,051件を数え、管轄内搬送

は780件（うち津久見中央病院へは751件、ドクターヘリ・カーへの搬送は23件）、

管轄外搬送は271件（うちドクターヘリ・カーへの搬送は4件）となっている。年々、

市外搬送が増加の傾向にあるが、この要因としては、高齢化による救急件数の増加

と、脳や心臓疾患での救急搬送の増加が考えられる。本市には、それらの診療科目

や専門医が配置されていないため、市外搬送をやむなくされているということであ

るが、救急患者の生存率を高めるためにも、更なる診療科目の新設・充実が望まれ

ている。 

 全国的に小児科医不足が問題となっているが、本市においても充足しているとは

言えない状況である。市内に産科が無くなったことや常時小児科専門医のいる診療

所が１か所であり、津久見中央病院においても、「大分大学医学部附属病院」からの

派遣(おおいた地域医療支援システム構築事業)により１名は確保されているものの、

子育て中の親にとっては、夜間等の小児救急に不安がある。 

また、離島における医療体制については、無垢島には診療所がないため、月に１

度、医師会が巡回診療を行っている。保戸島については、島民の医療を確保するた

めに、公立の「保戸島診療所」を設置している。診療所の医師は、診療日以外は島

を離れることや、勤務期間が限られた契約であるため、島民の医療に対する不安は

ぬぐい切れず、安定的な医師の確保が望まれている。今後も、医師会と協力をしな

がら離島医療の確保・充実を図る必要がある。 

国民健康保険の加入状況は平成27年４月末現在、3,060世帯、4,947人で、加入

者は総人口の約26％であり、後期高齢者医療制度の加入者(3,955人)を加えると約

47％を占めており、市民の健康と医療の確保にとって重要な役割を果たしている。

しかしながら、少子高齢化が進む中で、被保険者の高齢化や低所得層が多いという

構造的な問題と、年々増加する医療費で国民健康保険の財政は大変厳しい状況にあ

る。このような中で、国民健康保険事業の健全化を図るため、財源の確保、医療費

の適正化等に努めるほか、疾病の早期発見と予防を推進し、平成30年度から新たに

始まる国民健康保険制度の周知を図り、円滑な実施・運営に向けた取組が必要とな

っている。 

（２）その対策 

へき地医療、小児医療対策など本市が抱える医療における様々な課題を解決して

いくために、「大分県医療計画」との整合性を図りながら、大分大学や医師会等との

連携により、安定した人材確保を行い、患者の疾病状況に応じた細かいサ一ビスの

提供と診療科目の充実を図り、地域医療体制の整備・充実に取り組んでいく。 
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離島では、島民の島離れが進んでいるが、住み慣れた地域で定住し続けるために

も、医療の確保は必須であり、島民が安心して受診できるように、離島医師確保対

策事業により医師を確保し、「保戸島診療所」での安定した医療の確保に努める。 

また、これからの子育て世代が安心して育児ができるように、小児科医の確保、

子ども医療費助成事業の拡充などに引き続き取り組んでいく。 

救急医療体制の充実については、医療機関や消防機関等との連携を一層密にし、

救命救急士の養成を計画的に進めるなど救急医療体制の更なる拡充を図る。 

国民健康保険制度については、特定健康診査や特定保健指導の実施率を上げ、生

活習慣病予防を推進するとともに、レセプト点検や重複・多受診者に対する指導等

により増え続ける医療費の適正化に努める。また、国民健康保険税の収納対策を強

化し、国民健康保険制度の安定した運営を図る。 
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（３）計画

事業計画（平成28年度～32年度）

自立促進施策区分
事業名

（施設名）
事業内容 事業主体備　　考

（３）過疎地域自立
　　　促進特別事業

在宅当番医制運営事業
（市民の休日の救急医療を確保する
ため、在宅当番医による休日の救急
医療を行うことで、市民の医療機会
の確保と健康増進、定住促進を図
る。）

市

病院駐車場確保事業
（医療の中核を担っている津久見市
医師会立津久見中央病院の来訪者用
駐車場を確保し、利便性を向上させ
ることにより、市民の医療機会の確
保と健康増進、定住促進を図る。）

市

離島医師確保対策事業
（離島医療対策として医師を確保
し、島民の生活基盤の確保・安定及
び定住促進を図る。）

市

（４）公共施設等総合管理計画との整合

　　　保健・福祉施設は、老朽化が進んでいる施設もあり、計画的な点検・改修を実

　　施する等長寿命化を図る。

５　医療の確保
おおいた地域医療支援システム構築
事業
（大分県、大分大学等と協力し、小
児科医を確保することで、子育て基
盤の充実等、少子化対策を推進す
る。）

県
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７ 教育の振興 

（１）現況と問題点 

ア 学校教育 

学校教育では、確かな学力や豊かな心を持ち、たくましく生きる人間の育成、

個性をいかす教育の充実及び社会の変化に対応できる能力の育成等を基本的な

ねらいとしている。 

特色ある教育を展開し、思いやりの心や感動する心などを育成する心の教育の

充実と、個性をいかし自ら学び、考えながら「生きる力」を育成することが必要

であると同時に、これまでのいわゆる「ゆとり教育」の見直しが進められる中で、

基礎的な知識や技能の習得と思考力、判断力、表現力の育成等、学力向上対策に

も取り組む必要がある。また、空き教室の活用や教育施設の開放など、子どもた

ちや地域住民に多様な学習機会を提供し、学校・家庭・地域が一体となった取組

ができるよう開かれた学校づくりが必要となってくる。 

  幼児教育は、私立幼稚園が５園整備されているが、平成27年度から「子ども・

子育て支援新制度」が始まり、平成29年度末までには５園すべてが新制度へ移

行を予定している。保戸島地区には、幼稚園が整備されていないため、島内の３

～５歳児を対象とした幼児教育の場が「ＮＰＯ法人 保戸島地区幼児教育育成会」

により設けられているが、平成27年度から対象幼児が不在のため、休会となっ

ている。全体的に、著しい少子化の進行により、定員確保が困難であり、経営的

にも厳しい状況であると思われる。 

  義務教育の状況について、小学校児童数は、平成22年５月１日現在888人が、

平成27年５月１日現在では754人、中学校生徒数は、平成22年５月１日現在

504人が、平成27年５月１日現在では390人と、児童生徒数ともに減少してい

る。今後、地域活動の象徴の場でもある学校の役割や小規模校の実態を十分考慮

しつつ、適正な教育環境の視点から、学校配置の再検討が必要となる可能性もあ

る。 

学校施設については、平成27年度に耐震化率が100％となったが、これとは別

に経年劣化等により修繕を必要とする箇所が増えている。また、休校中の校舎に

ついては、短期的には教育に関連する活動や、地元による地域活性化のための活

動等に活用しているが、学校用地とあわせ、今後の活用方法等について地元の意

見も踏まえ、関係機関で協議を行っていく必要がある。 

  特別支援教育では、児童生徒の多様な障がいに応じた適切な指導・支援を一層

充実させるため、施設の拡充と教育内容の充実を目指すとともに、近隣の支援学

校等関係機関との連携強化が必要である。 

イ 社会教育 

  豊かで活力ある生涯学習社会の形成とその活動の推進を図るため、市公民館を

中心に各種学級・教室を実施している。年々、市民の学習ニーズが高度化、多様

化する中で、これまで以上に市民ニーズに沿った学級・教室の開催と、市民一人

ひとりの生涯を通じた学習活動の支援が必要となっている。また、地域で学びの

輪を広げていく中で、主体的に地域づくりにかかわっていけるような人材育成を
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図ることが求められている。 

  現在、本市の生涯学習の拠点である市公民館では、年間12課程の公民館教室

を開催するとともに、公民館教室を卒業した方々の自主的な学びの場としての自

主教室を開催している。それに加え、地元の石灰を使用して製作する「フレスコ

画教室」も企業と共同で長年実施している。また、市民図書館は、本の貸出しは

もとより、玄関ホールを利用した各種展示企画や、小学校低学年までを対象にボ

ランティアグループによる読み聞かせ等の様々な活動を展開している。 

さらに、本市は特に高齢者学級の活動が活発である。市中心部にある「津愛大

学」をはじめ、離島半島部にある「ふれあい学園」、「くろしお学園」の、全部で

3つの高齢者学級が、ほぼ毎月活動を行っている。 

しかし、社会環境の急激な変化により、少子高齢化・過疎化に拍車がかかり、

また、夫婦共働きが日常化している状況の中、家庭内で過ごす子どもたちの地域

との交流の促進や、青年同士の交流の場の提供、更なる高齢者の生きがいづくり

の推進等が課題として挙げられる。 

なお、市公民館だけでなく、生涯学習の地域の拠点としての地区集会所等の積

極的な活用も検討する必要がある。 

ウ 生涯スポーツ 

  昭和63年に完成した総合運動公園野球場は、第63回国民体育大会の軟式野球

会場となるなど、各種大会が開催されてきた。総合運動公園野球場は、第63回

国民体育大会の際にリニューアルされたが、テニスコートや体育館、多目的グラ

ウンド、武道館等も含めて、全体的に施設の老朽化が課題となっている。 

高齢者を対象とした軽スポーツ等は、健康増進と疾病予防・介護予防にもつな

がり、参加者も年々増加傾向にある。 

今後は、平成26年10月に策定した「津久見市スポーツ推進計画」に基づいて、

総合型地域スポーツクラブが開催する各種スポーツ教室の充実や津久見市体育

協会活動の活性化により、競技スポーツも含め、生涯にわたって自分自身のライ

フサイクルに適したスポーツを、楽しみながら継続的に実施することができるよ

うなスポーツ施策を展開していく必要がある。 

（２） その対策 

ア 学校教育 

まず、学校施設の安全・安心の観点から、児童生徒の学校生活の安全性を確保

するため、計画的に施設の点検・修繕等を推進していく。「生きる力」の育成で

は、確かな学力を育むための学力向上対策や情報化社会への対応、人権意識の高

揚等、学校教育本来の目的である個性・創造性を尊重した児童生徒の育成はもと

より、郷土愛を深める教育及び義務教育終了後も学び続ける意欲を持った児童生

徒の育成を目指し、個々の発達に応じた教育内容の充実を図る。また、月１回の

土曜授業やさまざまな体験活動、歯の健康とむし歯予防のためのフッ化物洗口な

どの施策も実施し、知・徳・体のバランスのとれた力の育成を図る。 

  幼児期の教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、
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子どもたちに質の高い教育・保育の提供を行うとともに、教育・保育の一体的な

運営の推進を図る。 

特別支援教育では、特別支援学級の充実だけでなく、多様な障がいに応じた適

切な指導・支援を一層充実するため、特別支援員を配置する。 

また、離島から通学する高校生に対して、定期券や家賃助成による就学援助を

行うため、離島航路格差是正対策補助金を交付する。 

イ 社会教育 

  豊かで活力ある生涯学習社会の形成を図るためには、地域において主体的に学

習する人材の育成が重要である。そのために地区集会所等を地域の生涯学習活動

の拠点として効果的に活用する。地区集会所については、地域の生涯学習の活動

拠点としてだけでなく、福祉的な活用や生きがい創生等も含めた形で、積極的な

活用を図る。また、新たに建設が必要な施設または修繕が必要な施設については、

条件を定め助成を行う。 

市公民館は、施設の老朽化が進んでいるため、修繕等を行いながら、引き続き、

本市の生涯学習の拠点として、市民ニーズを的確に把握し、多様なニーズに対応

できるよう、各種学級・講座の充実等を含め、積極的な活用を図る。また、高齢

者学級では、高齢者の学習意欲を尊重するとともに、地域で高齢者が孤立しない

よう、住民相互に交流・支援し合う地域社会の実現を目指しながら、新たな生き

がいづくりを行い、自主的で積極的な社会参加につながっていくような活動を展

開していく。さらに、もうひとつの生涯学習の拠点である市民図書館においては、

施設の老朽化等により改修を必要とする箇所が増えており、利用環境の維持・向

上を図るため、大規模改修を行う必要がある。 

市内の小学校においては、隔週水曜日実施の放課後学習クラブや月１度の土曜

寺子屋つくみ塾を、また、小中学校においては、春・夏休みを利用した春夏の学

習クラブの事業をそれぞれ実施している。これは、学校・家庭・地域の協働を推

進するための「協育」ネットワークを各地域に構築し、地域による放課後等を活

用した学習活動等において、学習習慣の定着と子どもたちの育成を図るためのも

のであり、地域サポーターや大学生を講師として実施しているが、今後とも地域

と一体となった取組を推進していく。 

また、本市では、世界的にも貴重な太古の地質資源を観察することができ、専

門家に大変注目されている。これに、古くから伝わる史跡や文化財、本市経済を

支えてきた各種産業、地域の風景などを合わせ、「津久見らしい」、「津久見独自

の」地域資源と位置づける。これら地域資源についての研究や学習機会の提供を

進めるなど、郷土愛醸成に努める。 

ウ 生涯スポーツ 

市民が生涯にわたりスポーツ・レクリエーションに親しみ、その活動を通じて、

心身ともに健康な生活が送れるよう、地域に密着したスポーツ・レクリエーショ

ンの普及、啓発を促進する。また、介護予防、医療予防の観点から、福祉や保健

との連携を図る。 
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競技スポーツの強化においては、各競技の選手育成を目的とした施策を推進し

ていくことで、地域の活性化を図る。加えて、多彩なスポーツイベント、スポー

ツ交流の拡充と拠点となるスポーツ施設の改修も進める。 
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（３）計画

事業計画（平成28年度～32年度）

自立促進施策区分
事業名

（施設名）
事業内容 事業主体備　　考

（１）学校教育関連
　　　施設

　　　校舎 学校施設改修事業 市

　　　屋内運動場 屋内運動場改修事業 市

　　　その他 学校備品整備事業 市

（３）集会施設、体育
　　　施設等

　　　集会施設 集会施設改修事業 市ほか

　　　体育施設 総合運動公園改修事業 市

　　　図書館 図書館大規模改修事業 市

（４）過疎地域自立
　　　促進特別事業

離島地域格差是正対策補助金
（離島から通学する高校生に対し
て、定期券購入費用や家賃助成を行
い、就学援助と定住促進を図る。）

市

（５）その他 学力向上対策事業 市

小中学校ｈｙｐｅｒ－ＱＵ委託事業 市

地域資源発掘事業 市

（４）公共施設等総合管理計画との整合

　　　小中学校については、今後点検・修繕を計画的に行い、長寿命化を図る。建替

　　え時期については、児童生徒数や地域の状況を勘案し、統合についても検討する。

　　休校施設については、学校施設としての利用可能性を検証し、廃校手続きについ

　　て検討を行い、機能転換による利用や施設の複合化、民間による活用等も視野に

　　検討する。

　　　集会施設は、老朽化している施設も多いことから、適切に維持管理を行い、安

　　全性を確保するとともに、改修や建替えを検討する。

　　　スポーツ・レクリエーション系施設は老朽化が進んでいることから、適切に維

　　持管理・長寿命化を行い、安全性の確保に努める。また、総合運動公園は、複数

　　の機能を持っているため、それぞれの施設機能毎に長寿命化を検討する。

　　　図書館は、改修を必要とする箇所が増えてきており、利用環境の維持・向上を

　　図るため、適切な改修を検討する。

６　教育の振興

特別支援教育支援員配置事業
（増加傾向にある注意欠陥・多動性
障害や学習障害を持つ児童を支援す
るため、特別支援員を配置し、教育
の振興を図る。）

市

49



８ 地域文化の振興等 

（１）現況と問題点 

本市では、33の文化団体から組織される「津久見市文化協会」によって、広く市

民や青少年に芸術文化の鑑賞あるいは、青少年の自主創作活動の育成等の文化事業

が進められている。 

また、優れた文化芸術にふれる機会を身近なものにするため、大人を対象とした

鑑賞団体「津久見観劇会」が組織され、手ごろな金額で優れた芸術・文化を鑑賞す

る機会を市民に提供している。 

  しかし、観客動員が伸び悩みの傾向を見せていることから、抜本的な見直しを行

い、市民や団体が主体的に文化にかかわる事業への転換を図らなければならない。

昭和48年に親子を対象として結成された鑑賞団体「津久見樫の実会」が、現在は、

合唱を中心に文化活動を積極的に行っているのは、その好例といえる。 

  伝統文化については、それぞれ住み慣れた地域の歴史や風俗を知るうえで、貴重

な財産として継承されているが、近年の生活環境の変化による後継者不足から、保

存・継承の危機にあるものも少なくない。以前は学校行事の中でも取り組まれてい

た伝統芸能でもある「津久見扇子踊り」については、平成24年に県の無形民俗文化

財の指定を受けたものの、近年踊り方を知らない若年者層が増加している。 

施設としては、大規模改修中の市民会館と地区集会所を軸として活動を行ってい

るが、以前にも増して、老朽化している施設も多くあり、計画的な改修・建替え等

が必要である。 

（２）その対策 

  学習・文化活動の成果の発表と市民相互の交流の場として、また、ふれあいの輪

を広げ豊かな人間環境をつくるため、「公民館まつり」をはじめとした発表の場を

広く開催し、市民参加の文化活動を推進する。 

  また、津久見市文化協会や地域の伝統芸能保持団体と連携を図り、新しい地域文

化の創造と振興及び伝統文化の継承を推進していく。特に、「津久見扇子踊り」に

ついては、地域の宝として後世に伝えていくために、地域文化継承事業として、イ

ベントの開催、普及活動等を推進する。加えて、国の無形民俗文化財の指定を受け

ることで文化的価値を高め、その継承と普及・啓発をより一層推進していく。 

施設については、長期的な視点に立って計画的に整備を図っていく。 
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（３）過過

事産過過（平平年年28 ～32年年）

過過過過公対区大
事産事
（公公事）

事産事事 事産主交整））考

（１）過過地情振振
）））公公公

）））過過地情振振
）））公公

津津津津外社津やリリサアや事産 津

（２）過過過過過過
）））過過過過事産

地情文交文文金
（津を代表すに地情文交、樫の実
社」、、地情文社」、、観観社」公
に文文金を交交し、生動が生産情す
にことににた、過過計交地の過過を
図に。）

樫の実社
ほか

（４）公公公公公公公公公過過との整公

）））社社教教交公公にににには、他公公との複公情公を検検し、外計やＮＮＮ公へ

））の委委や財指公公公を含い、適適な公公運公を行うことで費更の低実に努いに。

７）過過地情の振振
））公

過過地情継地事産
（伝統伝伝、津津津津津津た」にに
にに、イイダイの開開、普人生動公
ににた年後への継地を行に、津外生
生の実基動向、学学大学、指外過過
人び過過計交地を図に。）

実行委船社
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９ 集落の整備 

（１）現況と問題点 

本市では、31の自治区のうち、16の自治区が離島・半島部に位置している。 

四浦半島方面へは、新日見トンネルや久保泊トンネルの開通等により、以前に比

べると市内部への交通アクセスは格段に向上した。しかし、四浦半島の先端に位置

する間元地区からは、未だに車で30分以上かかる。四浦地区には食料品を購入でき

る店舗がないため、移動販売で調達するか、若しくは、長時間かけてバス等を利用

し、市内部へ買い物に行かなければ日用品等も調達できない。 

また、八戸地区は、市役所から約10km離れた山中に位置し、道中の大半は車両同

士がすれ違うことができない狭小な市道・林道等であり、一旦、台風や集中豪雨等

の自然災害に見まわれると、土砂等の堆積により、陸の孤島となってしまう。携帯

電話も不感地域であり、離島・半島部と比較してもインフラの整備は進んでいない。 

このような地域では、少子高齢化が急激に進み、地域力の低下が懸念される。ま

ちづくりの根幹をなす地域コミュニティを存続させ、さらには、活性化につながる

よう、他地域との交流を図りながら、地域住民お互いが支え合い、身近な課題解決

に取り組んでいけるような仕組みづくりが必要である。 

（２）その対策 

高齢化等により様々な活動が制限され、身近な生活環境の維持が困難な地域につ

いては、積極的に小規模集落応援隊を活用するための制度周知を行うとともに、日

用品等の調達については、買物宅配サービス等の充実を図る。 

福祉的な課題については、平成24年度に策定した「第２期津久見市地域福祉計画」

と津久見市社会福祉協議会が平成25年度に策定した「第２期津久見市地域福祉活動

計画」に基づき、地区社協のような地域コミュニティの育成と支援者の拡充に努め

るとともに、将来を見据えた形での支援やサービス提供ができるよう継続性のある

取組にしていく。 
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（３）計画

事業計画（平成28年度～32年度）

自立促進施策区分
事業名

（施設名）
事業内容 事業主体備　　考

（２）過疎地域自立
　　　促進特別事業

（３）その他 地域づくり支援事業 地区

（４）公共施設等総合管理計画との整合

　　　生活道路の整備や維持管理は、住民の安全・安心に直結することから、緊急性

　　や利用状況等踏まえながら計画的に整備・維持管理を行い、更新費用の平準化に

　　努める。

協議会
ほか

８　集落の整備
まちづくり推進事業補助金
（地域力増進、協働のまちづくりを
目指し、地区社協の取組や小規模集
落対策、海づくり・山づくりなど、
住民の主体的かつ先進的活動に対
し、補助を行い、自助・共助・公助
のまちづくりを進める。）
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10 その他地域の自立促進に関し必要な事項 

（１）現況と問題点 

ア 人材育成と若者定住 

  本市では、奨学資金制度や津久見高校支援補助金により学習機会の創出等、若

者の人材育成に努め、「津久見市空き家情報バンク制度」や「定住補助金制度」

等により定住促進を図っている。 

総人口に占める生産年齢人口が大きく減少している状況の中、よりきめ細かな

事業展開が必要とされており、今後は、学校教育・社会教育による人材育成の充

実と雇用機会の確保、住宅用地の確保等の環境整備が必要である。 

イ 地域イベントと地域づくり 

港まつりや扇子踊り大会、ふるさと振興祭といった本市を代表するイベントや

各地区においても住民主体のイベントが開催されている。市外からの来場者を促

す観光的要素の強いものと、地域コミュニティ活動の活性化につながるものに大

別されるが、地域イベントと地域づくりを結びつけ、より相乗効果を生む施策に

転換していく必要がある。 

（２）その対策 

  ア 人材育成と若者定住 

学校教育、社会教育、スポーツ振興等の充実により、幼少期から多様な学習機

会を設け、郷土への誇りと愛着をもった子どもを育成する。また、地域社会が人

材を育成していく風土も併せて醸成する。そして、奨学資金制度等を活用した若

者支援を行うとともに、雇用機会の確保のため、地場産業の情報提供やインター

ンシップ等、企業や関係機関と連携を図り推進していく。また、若者の出会いに

関する支援やニーズに合った居住環境の整備等を行いながら定住促進を図る。 

加えて、「津久見市空き家情報バンク制度」や「定住補助金制度」等を活用し、

ＵＩ Ｊターン者の受け入れを推進し、地域活性化を図る。 

イ 地域イベントと地域づくり 

地区住民が、相互協力のもとで地域社会を形成していくことが重要であるが、

高齢化率の高い地域は機能低下が懸念され、地域そのものの存続自体が危ぶまれ

ている。地域おこし協力隊等を活用して地域固有の課題に取り組み、「地区社協」

などの地域住民が主体となった活動を普及させていく中で、地域における相互協

力体制の構築を図るとともに、地域の伝統芸能・文化の継承や地区の祭典等、住

民の生きがい対策も推進していく。また、市を代表する、港まつりや扇子踊り大

会、ふるさと振興祭等のイベントや各地区で開催する行事等全てにおいて、住民

の積極的な参画を促し、活力ある地域づくりを推進していく。 
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（３）計画

事業計画（平成28年度～32年度）

自立促進施策区分
事業名

（施設名）
事業内容 事業主体備　　考

（１）人材育成と若者
　　　定住

若年雇用創出事業 市

つくみＵＩ Ｊターン支援事業 市

定住補助金事業 市

奨学資金貸付金 市

津久見高校支援補助金 協議会

若者定住促進資金利子補給補助金 漁協

婚活サポート推進事業補助金 事業者

（２）地域イベントと
　　　地域づくり

港まつり負担金 実行委員会

地域おこし協力隊招致事業 市

（３）過疎地域自立
　　　促進特別事業

９　その他地域の
　　自立促進に関し
　　必要な事項

ふるさと振興祭補助金
（物産品の開発・紹介、地域グルー
プの育成及び伝統芸能の継承等のた
め補助金を交付し、「ふるさと振興
祭」を開催することで、地域経済の
活性化及び来訪者の増加による地域
間交流の促進を図る。）

実行委員会
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事業計画（平成28年度～32年度） 過疎地域自立促進特別事業分

自立促進施策区分
事業名

（施設名）
事業内容 事業主体備　　考

（９）過疎地域自立
　　　促進特別事業

（11）過疎地域自立
　　　促進特別事業

離島航路事業費補助金
（離島航路事業者に対して補助金を
交付し、事業者の経営安定を図ると
ともに、島民生活の安定による定住
促進を図る。）

事業者

（８）過疎地域自立
　　　促進特別事業

子ども医療費助成事業
（子どもの医療費を助成し、子育て
世帯の経済的負担の軽減と子育て環
境の充実を図ることで少子化に歯止
めをかける。）

市

（３）過疎地域自立
　　　促進特別事業

在宅当番医制運営事業
（市民の休日の救急医療を確保する
ため、在宅当番医による休日の救急
医療を行うことで、市民の医療機会
の確保と健康増進、定住促進を図
る。）

市

病院駐車場確保事業
（医療の中核を担っている津久見市
医師会立津久見中央病院の来訪者用
駐車場を確保し、利便性を向上させ
ることにより、市民の医療機会の確
保と健康増進、定住促進を図る。）

市

離島医師確保対策事業
（離島医療対策として医師を確保
し、島民の生活基盤の確保・安定及
び定住促進を図る。）

市

（４）過疎地域自立
　　　促進特別事業

離島地域格差是正対策補助金
（離島から通学する高校生に対し
て、定期券購入費用や家賃助成を行
い、就学援助と定住促進を図る。）

市

１　産業の振興
観光振興事業
（観光振興のために補助金を交付
し、誘客事業や宣伝、食観光の推進
等を行い、交流人口の増、地域経済
の活性化を図る。）

観光協会
ほか

おおいた地域医療支援システム構築
事業
（大分県、大分大学等と協力し、小
児科医を確保することで、子育て基
盤の充実等、少子化対策を推進す
る。）

県

５　医療の確保

コミュニティバス等運行事業
（路線バス事業の補助やコミュニ
ティバス等運行事業を行うことで、
市民の移動利便性の確保や住民生活
の質的向上を図る。）

市・事業者

２　交通通信体系の
　　整備、情報化及
　　び地域間交流の
　　促進

不妊・不育治療費助成事業
（不妊・不育治療にかかる費用を助
成し、出生数の増加と子育て環境の
充実を図ることで少子化に歯止めを
かける。）

市

４　高齢者等の保健
　　及び福祉の向上
　　及び増進

６　教育の振興
特別支援教育支援員配置事業
（増加傾向にある注意欠陥・多動性
障害や学習障害を持つ児童を支援す
るため、特別支援員を配置し、教育
の振興を図る。）

市
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自立促進施策区分
事業名

（施設名）
事業内容 事業主体備　　考

（２）過疎地域自立
　　　促進特別事業

文化団体補助金
（市を代表する文化団体「樫の実
会」、「文化協会」、「観劇会」等
に補助金を交付し、活動が活発化す
ることにより、地域間交流の促進を
図る。）

樫の実会
ほか

（２）過疎地域自立
　　　促進特別事業

（３）過疎地域自立
　　　促進特別事業

８　集落の整備
まちづくり推進事業補助金
（地域力増進、協働のまちづくりを
目指し、地区社協の取組や小規模集
落対策、海づくり・山づくりなど、
住民の主体的かつ先進的活動に対
し、補助を行い、自助・共助・公助
のまちづくりを進める。）

協議会
ほか

ふるさと振興祭補助金
（物産品の開発・紹介、地域グルー
プの育成及び伝統芸能の継承等のた
め補助金を交付し、「ふるさと振興
祭」を開催することで、地域経済の
活性化及び来訪者の増加による地域
間交流の促進を図る。）

実行委員会

９　その他地域の
　　自立促進に関し
　　必要な事項

地域文化継承事業
（伝統芸能「津久見扇子踊り」につ
いて、イベントの開催、普及活動等
により後世への継承を行い、市民生
活の質的向上、学習効果、定住促進
及び地域間交流を図る。）

実行委員会

７　地域文化の振興
　　等
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