
津久見市

循環型社会・環境保全分野基本目標５

市民活動・行財政分野基本目標６

第5次
津久見市
総合計画
2021年改訂版

計画期間：令和３年度～令和７年度

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～
“シビックプライドの醸成“

概 要 版



　第５次津久見市総合計画は、津久見市民憲章の基本理念である「生涯を託せるまちづくり」を継
承し、『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～』を将来像に掲げて、
その実現のため、平成28年３月に策定したものです。
　総合計画の基本構想では、６つのまちづくりの基本目標を定めており、基本目標に基づく各施策
を基本計画として定め、それぞれの取組を進めてきました。
　この度、基本計画の前期５年間の計画期間が令和２年度で終了することから、施策の見直しを
行い、「第５次津久見市総合計画」を改訂するものです。

１　計画改訂の趣旨

　後期基本計画各分野においては、社会状況の変化を踏まえて、４つの視点をもって策定すること
とします。

　本市では、平成29年９月17日に襲来した台風第18号において、市内を流れる津久見川・青江川・
彦の内川・徳浦川で、堤防の決壊や越流、内水氾濫により、家屋の浸水などこれまでに経験したこ
とのない被害をもたらしました。
　本市においても、自然災害から市民の命と財産を守るための取組は、一層の重要性を増している
ところであり、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とします。

５　策定にあたって

―４―つ―の―視―点―
１　安全性の確保

３　デジタル化への取組

４　SDGsの達成に向けた取組

２　さまざまな諸課題の顕在化への対応
　後期５年間の計画は、令和３年度（2021年度）から令和７年度（2025年度）までの５年間とし、
社会・経済情勢の急激な変化に的確かつ柔軟に対応できるよう、必要に応じて見直しを図ることと
します。

２　計画の期間

　第５次津久見市総合計画は、「基本構想」と「基本計画」から構成されています。
　「基本構想」では、本市が目指す将来像と、その将来像を実現するための基本目標、方針等を示し
ています。
　「基本計画」では、「基本構想」に基づき体系的に、今後取り組むべき主要施策を行政の各分野に
わたって定めるものです。
　「実施計画」では、基本計画に示した主要施策に基づき、実施する事業を具体的に定めるものです。

３　計画の構成

　計画の進行管理については、市政に関する情報や政策課題及び市民意識や意見など、さまざまな
情報を市民と行政が共有し、施策の進捗状況や成果の検証を市民自らできる仕組みとします。
　市民をはじめ各産業や団体、有識者など幅広い分野の方々に参画いただき、「進捗状況に係る意
見交換会」を毎年開催し、進捗状況を継続的に検証するとともに、PDCAサイクルによるマネジメ
ントシステムを確立し、計画の着実な推進を図ります。

４　計画の進行管理

第５次津久見市総合計画《概要版》

　今後の行政運営は、過去からの延長線ではなく、今後、現れてくる変化・課題とその課題を克服
する姿を想定した上で、現時点から取り組むべき方策を整理する視点が重要であり、地域社会を取
り巻く環境が大きく変容していくなかにあって、豊かで多様な価値観を背景とする住民の暮らしを
持続可能な形で支えていくことが求められます。従って、現状改良の視点だけでなく、新しいイノ
ベーションを旺盛に取り入れていくこととします。

　本市は、住民に最も身近な地方自治体としての役割を果たすため、今後の変化やリスクに的確に
対応し、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が最重要であると考えます。
　後期基本計画の各分野において、その目標指標を意識して、自治体レベルでSDGsの理念と目標
を支えることとしていきます。

　新型コロナウイルス感染症等の感染拡大は、人口の過度の集中に伴うリスクやデジタル技術の
可能性を再認識させています。
　感染拡大のリスクに対応して、テレワーク、オンラインでの面会、ウェブ会議といったデジタル
技術を活用した人とのつながりが、経済、医療、教育をはじめさまざまな分野において社会経済活
動の継続に大きな効果を発揮する可能性を示しています。
　これにより、距離、組織、年齢、性別等の壁を越え、人や組織、地域がデジタル技術を活用して
つながり合うデジタル社会の可能性が広く認識されるに至っています。
　社会のデジタル化は、地域における多様で柔軟な働き方の実現につながるなど、感染症収束後の
「新たな日常」においても一層重要となります。
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　本市のまちづくりを展望するうえで、恵まれた自然のなかで先人たちにより培われた伝統文化や
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。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。
　これらを踏まえ、新たな時代に向けた本市の目指す将来像を次のように定めています。
　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。

６　将来像

　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、津久見でのしごと・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。

【総人口の将来推計】

８　将来人口と長期的な見通し

　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。

７　まちづくりの基本目標

第５次津久見市総合計画《概要版》

―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～

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２

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１

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３

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４

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５

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６
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第５次津久見市総合計画《概要版》

９　施策の体系

産業振興・雇用分野基本目標３

都市基盤・生活基盤分野基本目標４

保健・医療・福祉分野基本目標１

教育・文化分野基本目標２

健やかな暮らしを支え合う思いやりのまち
　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します。

■主要な施策

１　保健医療の充実 （1）地域医療体制の充実	 （2）母子保健の充実
（3）健康なまちづくりの推進

２　地域福祉の充実 （1）「地区社協」活動の推進	 （2）福祉のまちづくりの推進
（3）要配慮者への支援体制の整備	 （4）災害ボランティアとの協働体制の整備

３　高齢者福祉の充実 （1）高齢者生活支援サービスの充実	 （2）健康長寿の推進
（3）介護保険事業の円滑な推進

４　障がい者福祉の充実 （1）障がい者の生活支援	 （2）自立と社会参加の推進
（3）障がい者福祉サービスの充実	 （4）障がい児への支援

５　子育て支援の充実 （1）地域における子育て支援	 （2）保育サービスの充実
（3）ひとり親家庭への支援

６　社会保障の充実
（1）生活困窮者の自立支援	 （2）生活保護の適正給付
（3）国民健康保険制度の運営	 （4）後期高齢者医療制度の安定的な推進
（5）国民年金制度の適正な運用

郷土を想う心の豊かなひとを育てるまち
　本市の豊かな自然や歴史、文化、産業、世界的に稀な地質資源などを次の世代に受け継ぎ、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。

■主要な施策

１　学校教育の充実
（1）幼児教育の充実	 （2）確かな学力を育む教育の推進
（3）健やかな体を育む教育の推進	 （4）豊かな心を育む教育の推進
（5）地域とともにある学校づくり	 （6）教育環境の整備

２　社会教育の充実 （1）学習機会の創出	 （2）市民に愛される図書館づくり
（3）学術交流活動の推進

３　�スポーツ・レクリエー�
ション活動の推進

（1）生涯スポーツ・レクリエーションの推進
（2）競技スポーツの強化推進

４　青少年の健全育成
（1）健全な家庭環境づくり
（2）学校教育と連携した地域ぐるみの育成活動
（3）青少年の見守り活動の充実

５　�地域文化の伝承と�
芸術文化活動の充実

（1）市民の文化・芸術活動の支援	 （2）伝統文化及び文化財の保存と継承
（3）文化施設の有効活用
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第５次津久見市総合計画《概要版》

９　施策の体系

産業振興・雇用分野基本目標３

都市基盤・生活基盤分野基本目標４

保健・医療・福祉分野基本目標１

教育・文化分野基本目標２

多様な都市活動を支える快適で潤いのあるまち
　効率的な都市基盤や居住環境整備、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りま
す。また、情報通信基盤整備によりさまざまな場面でICTを利活用できる環境づくりを進めるととも
に、防災・減災への取組を継続し、災害に強いまちづくりに取り組みます。

■主要な施策

１　交通ネットワークの整備 （1）利用しやすい道路ネットワークの形成	（2）安全・安心な道づくり
（3）公共交通の維持・サービスの向上

２　港湾の整備 （1）港湾の整備
３　情報通信基盤の整備 （1）高速情報通信網の整備促進	 （2）電子自治体の推進
４　�住みたい・住み続けたい
まちづくり

（1）住環境整備	 （2）公園・緑地及び水辺の整備
（3）つくみん公園を中心とした魅力的な市街地整備

５　上下水道等の整備 （1）上水道・簡易水道の整備	 （2）下水道等生活排水処理施設の整備

６　安全安心の基盤づくり （1）防災対策の充実	 （2）防犯・交通安全対策の充実
（3）消費生活の安心

７　消防・救急の基盤づくり （1）消防体制の充実	 （2）救急体制の充実

世界に誇る地域資源で活力を創造するまち
　地元企業の経営強化や企業誘致の推進、農業や水産業の生産基盤や生産体制の強化、多様な担い手
の育成等に努めます。また、地域産品の販売機会の拡充や流通販路拡大、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、観光振興を図ります。

■主要な施策

１　農林業の振興 （1）農業生産基盤の整備強化	 （2）農業経営基盤の整備と担い手の育成
（3）森林の整備・保全の推進

２　水産業の振興 （1）漁業生産基盤の整備強化
（2）漁業経営基盤の整備と担い手の育成

３　鉱工業の振興 （1）中小企業の経営基盤の強化	 （2）企業の育成・誘致
４　商業の振興 （1）中心市街地の活性化	 （2）特産品等の流通販路の拡大
５　�観光・レクリエーション
の振興

（1）観光地域ブランドの確立と推進	 （2）多様なツーリズムの展開
（3）魅力的な観光情報の発信と誘客強化

６　就労環境の整備 （1）若年層や女性の雇用機会の創出	 （2）高齢者・障がい者雇用の充実
（3）ワークライフバランスの推進
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津久見市

循環型社会・環境保全分野基本目標５

市民活動・行財政分野基本目標６

第5次
津久見市
総合計画
2021年改訂版

計画期間：令和３年度～令和７年度

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～
“シビックプライドの醸成“

概 要 版

未来の津久見を共に考え行動するまち
　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のまちづくりを推進す
るとともに、まちづくりへの市民参画の体制を充実させていきます。また、持続可能な行財政運営の
確立に向け、あらゆる地域資源をいかした地域経営を推進します。

■主要な施策
１　�市民主体のまちづくりの推進 （1）市民参画の推進	 （2）市民協働のまちづくりの推進

２　地域コミュニティの活性化 （1）地域コミュニティ活動の推進	 （2）多世代交流の推進

３　�男女共同参画・人権尊重社会
の形成 （1）男女共同参画の推進	 （2）人権尊重社会の形成

４　安定した地域経営の推進
（1）効率的で利便性の高い行政サービスの提供
（2）広報活動・情報公開の充実
（3）計画的で効率的な地域経営の推進

美しい津久見の環境を次世代へつなぐまち
　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、環境への負荷
を軽減することによって、持続可能なまちづくりを推進していきます。また、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。

■主要な施策
１　生活環境の保全と向上 （1）公害対策の充実	 （2）環境保全活動の推進

２　循環型社会の推進 （1）ごみ処理施設の整備	 （2）ごみ減量化とリサイクルの推進

３　景観の保全・整備
（1）「津久見らしい」景観の発見・発掘活動の推進
（2）「津久見らしい」景観形成の推進
（3）自然景観の保全

第5次 津久見総合計画2021年改訂版《概要版》
発行年月：令和３年３月
発　　行：大分県津久見市
住　　所：大分県津久見市宮本町20番15号
電　　話：0972-82-4111
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.city.tsukumi.oita.jp/
編　　集：津久見市　経営政策課
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