
んだ「津久見市行政運営執行指針」を策定しました。しかしながら、同年９月、台風第１８号に
よる被災の影響により年度間の財源を調整するために積み立てている財政調整基金を大幅に取
り崩すなど、大変厳しい財政状況であり、令和元年度決算において財政指数である経常収支比
率は 97.7％と県下でも高い数値を示しています。
そのようななか、現在、新型コロナウイルス感染症対策や市役所新庁舎と集客交流拠点施設
の一体的整備をはじめとした市中心部の活性化、市道岩屋線道路改良事業、津久見川・彦の内
川河川激甚災害対策特別緊急事業に伴う関連事業等の防災・減災事業、国土強靭化をはじめと
する暮らしの安全・安心の確保、ソフト事業としても、子育てしやすい環境の整備、高齢者や
障がいのある人などの支援、健康づくり・健康増進対策、学力向上と教育環境の充実、ごみ処
理の効率化、さらには第一次産業の振興など、多くの課題に取り組んでいます。
このように、今後においても多くの施策に取り組むためには、国・県だけでなく、その他の関
係機関や民間団体を含めた補助金や有利な地方債などを活用し、歳入の確保に努めなければな
りません。市独自の自主財源となるふるさと納税についても、その実績が今後財政運営に大き
く影響してくることから、効果的にＰＲして推進する必要があります。また、企業版ふるさと納
税につきましても、現在新型コロナウイルス感染症により経済情勢が大変厳しい状況であるた
め、状況を見ながら取り組む必要があります。
一方、歳出につきましても、事務事業の再検証や見直しを進めながら必要な財源を確保する
ため、事業の選択と集中、スクラップ・アンド・ビルドを徹底することが重要です。また、民間
活力の導入も欠かすことができません。
新型コロナウイルス感染症の影響によるさまざまな制約があるなか、厳しい状況下においても

「津久見市行政運営執行指針」で目標と掲げた重点項目の具体的な施策について、それを一つ
ずつ着実に推進することで、持続可能な財政運営に繋げていかなければなりません。

（８）地域コミュニティの維持、まちづくりに関する市民意識の醸成

人口減少が進んでいくなかで、各地域のコミュニティを維持していくためには、郷土を思い、
自らがまちをつくる「シビックプライド *」の醸成が重要です。新しい生活様式への転換が迫ら
れるなかにおいても、「シビックプライド」を持って、住み慣れた地域でみんながつながり、市
民と行政がパートナーとなって、進むべき方向性を考え、協働してまちづくりを推進していく必
要があります。市民を対象としたアンケート調査や市民参加によるワークショップ、パブリック
コメントなどを実施し、より多くの市民に参画いただき、まちづくりに市民の声をいかしていく
ことが重要です。
目指すべき将来人口をしっかり見据え、その実現のために施策・事業を展開し、いかに現状
を打開していくのか、「地方創生」に向けた動きをさらに活発化させなければなりません。
本市においても、離島・半島部をはじめ、市内各地区で過疎化が進行し、これまでの社会シ
ステムを維持することが困難になりつつあります。こうした人口減少問題を直視し、今後の「津
久見市」としてのあり方を行政だけでなく、市民や民間企業等とこれまで以上に連携を図りな
がら、津久見市の将来像を描き、具体的に行動を起こしていく必要があります。

*	シビックプライド：まちへの「誇り」「愛着」「共感」をもち、「まちのために自ら関わっていこうとする気持ち」のこと
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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 ～

第１章　基本理念・将来像

１ 基本理念・将来像

本市のまちづくりを展望するとき、これからの10 年は、産業の継続的な発展と若者が定住し
人口減少に歯止めをかけ、子どもたちの明るい声が聞こえる活力ある地域を創生する大切な期
間です。そのため、市民・事業者・行政が協働して直面するさまざまな課題を克服し、ふるさと
津久見を未来につなげていくことが重要です。
昭和 61年に制定された「津久見市民憲章」では、津久見市の基本理念を「生涯を託せるまち
づくり」としており、本構想でもこれを継承することとします。市民がふるさとに対して誇りと自
信を持ち、全ての市民が心身ともに健康で幸せに暮らすことができる安全・安心のまちを実現し
なければなりません。そのためには、地域で暮らす人々が子育てや高齢者の支援、障がいのあ
る人への配慮を心がけ、優しい心をもって互いに寄り添い、自助共助によって支え合う地域社会
をつくり、若い世代が子どもを生み、育てやすい環境を整え、定住人口の増加を図ることが必
要です。
さらに、市民憲章では、「母なる海からは海の幸を、父なる山からは天与のセメントを、緑の
兄弟からは輝きのミカンを、生活の糧にする。」とうたっています。豊かな自然環境や、そこか
ら生み出される農林水産業、鉱工業のほか、海運業、商業、観光サービス業などの多様な産業
の活力や技術・知恵をいかし、市民・事業者・行政が協働で新しい付加価値を創出し、人と地
域を元気にしていきます。加えて、市中心部において、にぎわいを創り、まち全体の活性化を図っ
ていきます。そのシンボルとして津久見港青江地区埋立地に市庁舎建て替えを推進し、併せて
集客交流拠点施設の整備も進め、人の周遊を図ります。
また、恵まれた自然のなかで先人たちにより培われた「津久見扇子踊り」をはじめとする本市
の伝統文化や歴史の上に、現在の津久見市が成り立っており、その伝統文化や歴史を若者や子
どもたちに伝え、地域を大切に想う気持ちを育てていくことが大切です。地域社会のなかで、
津久見で暮らす人々が感動や喜びを共有し心が響き合うコミュニティとふるさとへの愛着を育
み、郷土を想い、自らがまちをつくる「シビックプライド」の醸成に努めていきます。
以上のことを踏まえ、これからの新たな時代に向けた本市の目指す将来像を　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～　とします。
ふるさと津久見の魅力に自信を持ち、地域に誇りを感じるまち、子どもたちが未来に希望を
膨らませ、誰もが、住みたい・住み続けたいと思うまちを創るため、市民がともに考え、自ら行
動するまちづくりを進めていきます。
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２ まちづくりの基本目標

基本目標１ 保健・医療・福祉分野 健やかな暮らしを支え合う思いやりのまち

基本目標２ 教育・文化分野 郷土を想う心の豊かなひとを育てるまち

基本目標３ 産業振興・雇用分野 世界に誇る地域資源で活力を創造するまち

基本目標４ 都市基盤・生活基盤整備分野 多様な都市活動を支える快適で潤いのあるまち

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

基本目標６ 市民活動・行財政分野 未来の津久見を共に考え行動するまち

基本目標の１から６までを通じて、自然災害から市民の命と財産を守るための取組や市域の強
靭化と普段からの防災・減災対策を進めていくこと、Society5.0 の到来をはじめとする技術の
進展に適切に対応していくこと、新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止に対して、「新た
な生活様式」の実践を進めていくこと、持続可能な形（SDGs の視点）で行政サービスを提供
していくことなどについて、共通する目標として掲げます。

基本目標１ 保健・医療・福祉分野

健やかな暮らしを支え合う思いやりのまち

●保健医療の充実

●地域福祉の充実

●高齢者福祉の充実

●障がい者福祉の充実

●子育て支援の充実

●社会保障の充実

超高齢社会に入り既に 20 年以上が経過し、急速に少子化が進むなか、保健・医療・福
祉に対するニーズは質・量ともに増大しています。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を目指すとともに、
住み慣れた地域でみんながつながり、支え合う地域共生社会を実現するための「つくみTT
プロジェクト」の推進による協働の仕組みづくりを進めて地域福祉の充実を図ります。
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ます。
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きます。
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プロジェクト」の推進による協働の仕組みづくりを進めて地域福祉の充実を図ります。
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
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基本目標２ 教育・文化分野

郷土を想う心の豊かなひとを育てるまち

●学校教育の充実

●社会教育の充実

●スポーツ・レクリエーション活動の推進

●青少年の健全育成

●地域文化の伝承と芸術文化活動の充実

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り
ます。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、さまざまな学習機会のなかでそれらをいかす術を身につけることが必
要です。
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と一人一
台のタブレット・各種ＩＣＴ機器を活用した授業実践により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きます。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、子どもの郷土への愛着を育んでいきます。
また、児童生徒が安全で安心して学校生活を送ることができるよう学校施設の適切な維
持管理に努め、老朽化対策や長寿命化を図るため、計画的な整備を進めます。
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、本市の特
徴でもある各世代において盛んな野球のさらなる普及、貴重な地質資源の認知度の向上、
学習機会の拡大なども図っていきます。
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基本目標３ 産業振興・雇用分野

世界に誇る地域資源で活力を創造するまち

●農林業の振興

●水産業の振興

●鉱工業の振興

●商業の振興

●観光・レクリエーションの振興

●就労環境の整備

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す。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す。
本市の基幹産業である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
支援を実施するとともに、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します。
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ますが、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ます。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・就漁、定年帰農、企業の新規
参入による多様な担い手の育成等に努めます。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みます。
市街地の土地利用の再構築により集客交流拠点施設整備と商店街の再生を図るととも
に、津久見市観光戦略に基づく施策を推進し、豊かな自然や伝統文化、石灰石・セメント
産業をはじめとする津久見ならではの産業を活用することで観光・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ります。
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基本目標４ 都市基盤・生活基盤整備分野

多様な都市活動を支える快適で潤いのあるまち

●交通ネットワークの整備

●港湾の整備

●情報通信基盤の整備

●住みたい・住み続けたいまちづくり

●上下水道等の整備

●安全安心の基盤づくり

●消防・救急の基盤づくり

将来の都市・まちづくりを描く、都市計画マスタープランの改訂を行い、未利用地の有効
活用、市街地における都市機能の高密度化を図るとともに、都市計画区域内における都市
機能及び居住誘導区域を定めた立地適正化計画に基づき、将来の人口規模に見合った、効
率的な都市基盤や居住環境整備に努めていきます。特に、JR 津久見駅から概ね半径１㎞
以内を市中心部と位置づけ、今後10 年間の市中心部のまちづくりの方向性を示す、市中心
部のグランドデザイン構想の核となる事業として、津久見港青江地区埋立地に市庁舎建て
替えを推進し、併せて集客交流拠点施設の整備を図るなど、市中心部のまちづくりを総合
的に推進していきます。また、都市計画道路の早期実現に努め、離島・半島部や中心部と
の交通ネットワークの強化を図ります。
さらに、市民の安全・安心の暮らしを守るため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します。
急激なデジタル化社会への移行に対応するため、情報通信基盤整備を促進し、地域振興
や経済活動、市民福祉などさまざまな場面でＩＣＴを利活用できる環境づくりを推進すると
ともに、デジタル技術を活用した新たな取組を推進します。
激甚化する自然災害や南海トラフ巨大地震に備えるため、防災・減災に関する取組を継
続し、各地域で高齢者や障がい者、乳幼児等の要配慮者の避難誘導が円滑に行える体制
の構築など地域防災力の向上に取り組んでいきます。また、大規模災害が発生しても被害
を最小限に抑えられるように「津久見市国土強靭化地域計画」による各種施策の推進や事
前復興の考え方を念頭に置きながら、災害に強いまちづくりに取り組みます。

31

第
２
部 

基
本
構
想

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

第



基本目標５ 循環型社会・環境保全分野

美しい津久見の環境を次世代へつなぐまち

●生活環境の保全と向上

●循環型社会の推進

●景観の保全・整備

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、
地域の基幹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実現に向けた取
組を行ってきました。今後においても、大気汚染、騒音、振動、水質汚濁等の監視を行うなど、
市民の生活環境が良好に保たれるよう、市民や事業者の環境保全意識の向上を図ります。
令和 3 年４月から、可燃ごみについては、大分市での広域処理を実施し、広域的な観点
から循環型社会の形成を推進していくとともに、大分都市広域圏で進めている一般廃棄物
の広域処理施設（「（仮称）新環境センター」）整備を進めます。
また、ＣＯ₂の削減、地球環境の温暖化防止の取組をはじめ、脱炭素社会の形成を目指
して、省エネルギー、再生可能エネルギーの導入・活用を図り、さらには、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５Ｒ *（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きます。
未来の子どもたちへ、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きます。

*	５Ｒ：Reuse（リユース・再利用）、Reduce（リデュース・ごみの減量化）、Recycle（リサイクル・再資源化）、
Refuse（リヒューズ・不要な物はもらわない）、Repair（リペア・修理して使う）の５つの取組
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基本目標６ 市民活動・行財政分野

未来の津久見を共に考え行動するまち

●市民主体のまちづくりの推進

●地域コミュニティの活性化

●男女共同参画・人権尊重社会の形成

●安定した地域経営の推進

人口減少、少子高齢化という状況のなかで、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ります。
集落機能の維持、高齢者の生活支援、子育て支援などさまざまな場面で、地域コミュニ
ティの力が必要です。市民の主体的なコミュニケーション活動を促進し、各種団体等と行政
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します。
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します。
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
等が連携を図り、地域で支え合う環境づくりを進めます。
持続可能な行財政運営の確立に向けて、「津久見市行政運営執行指針」の計画的な推進、
将来的な財政負担等を考慮した公共施設等総合管理計画の見直しなどを行い、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します。

*	地域ブランド：特定の地域について、歴史・文化やまち並み、食、自然などを通じて構成される他地域と明確に差
別化できる個性（イメージ・信頼感・高級感・特殊性など）
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第２章　将来人口とエリア別土地利用の方針

１ 将来人口

若い世代が、津久見で暮らしていくことについて、選択の可能性が高まるよう、ニーズに沿っ
た宅地・住宅施策の推進や結婚、妊娠・出産、子育ての総合的な支援、雇用機会の拡大など取
組を進めていくことで、転出抑制、定住促進を進めていきます。また、津久見出身者や津久見
との「ゆかり」のある方々とのつながりを保ち、津久見での仕事・住まい等の暮らしの情報を提
供していくことで、人生の節目に津久見での暮らしをイメージし、Ｕターンに結びつけられるよ
う取組を強化していきます。
このような自然増対策と社会増対策の取組によって、人口減少カーブを緩やかにしていきま
す。自然増の施策の取組によって、大分県の人口ビジョンを参考に合計特殊出生率を令和 22
（2040）年までに 2.20 に回復するように設定し、出生数の増加を図っていきます。社会増の
施策については、若い世代に対する施策の取組を重点的に進め、20 代～ 40 代の転出抑制・
定住促進を図り、また転入促進を図っていくことで、令和 22（2040）年までに社会移動の均
衡を目指していきます。
将来の目標人口を令和 22（2040）年に１万人、令和 42（2060）年に６～８千人の人口維持
が出来るよう設定し、若い世代が将来を託せるまちづくりへの取組を進めていきます。

【総人口の将来推計】
【総人口の将来推計】
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２ エリア別土地利用の方針

独特の地形によって平坦地が少なく市街地面積が制約されている本市においては、豊かな自
然環境と市民の生活空間、産業活動との調和に配慮し、目指す将来像の実現に向けて総合的
かつ計画的な土地利用が図られなければなりません。
歴史的風土や地理的条件・社会的条件等を踏まえた個性ある津久見らしい景観の形成、限ら
れた市街地空間における土地の有効活用を図りコンパクトなまちづくりを進めるとともに、安全
で安心、健康で文化的かつ利便性の高い生活環境の確保に向けて、土地利用の方針を次に定め
ます。

●定住・ふれあいエリア

本市の市街地のなかで、主に住宅地が形成されている地域、商工業と住宅が混在する地域を
このエリアに位置付け、市民の健康で文化的な暮らしの実現を目標とします。
本エリアでは、定住人口の増加に向けて、地域の特性に配慮し良好な住環境の形成、安全安
心な道路整備を図るとともに、若い世代が子育てしやすい環境づくりに取り組みます。
また、エリア内に集積する文化・教育施設、スポーツ施設の充実を図り、歴史や伝統、芸術文化、
スポーツなどの市民活動が活発に展開されるまちづくりを目指します。

●にぎわい・活力エリア

「つくみん公園」周辺の埋立地を含めた本市の中心市街地をこのエリアに位置付け、にぎわい
と活力ある市の顔として、商業施設、公共施設の集約化を図り市内外の人々のにぎわい交流拠
点を目指します。
本エリアでは、食観光の推進や市民交流の場づくりなど新たな要素を取り入れて商店街の活
性化を推進するとともに、未利用地を有効活用し都市的機能の集積・強化を図り、市民生活の
上で利便性が高く多機能なまちづくりを目指します。

●自然・観光交流エリア

リアス海岸の伸びる半島部や島しょ部の豊かな自然環境と人々の暮らしが共存する地域をこ
のエリアに位置づけます。貴重な海洋資源の宝庫である海岸線や後背地に広がる緑の山々の保
全・整備に努め、観光周遊ルートや観光施設等の周辺整備を図り、豊かな自然を活用した観光
交流エリアの形成を目指します。
半島部に点在する集落においては生活道路の改良を促進し交通手段の維持・確保を、保戸島、
無垢島については生活環境の整備、海上交通の利便性向上を図り、人々とのふれあいと支え合
いによる安心のまちづくりを推進します。
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●鉱工業エリア

本市の基幹産業である石灰石採掘、セメント製造を中心とする鉱工業が集積する一帯をこの
エリアに位置付けます。緑地等の確保により周辺地域との調和に努め健全な操業環境の維持を
図り、環境にやさしい鉱工業エリアを目指します。

●里山エリア

緑豊かな山地が連なる森林地域、そして本市を代表する特産品の柑橘類の農地を含む一帯を
このエリアとして位置付けます。
農林業の生産基盤の整備を図るとともに、自然環境の適正な保全に配慮しながら森林浴など
の自然体験型レクリエーション機能を付加し、魅力的な里山エリアの形成を目指します。

【エリア別土地利用の方針イメージ図】

※	エリア別土地利用については、都市計画マスタープランの見直し後、この方針に沿って柔軟
に対応していきます。
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軟に対応していきます。 
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