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Ⅰ．序論

１．合併の必要性

（１）住みよい豊かな地域社会の創造

五所川原市、金木町及び市浦村（以下、「３市町村」という。）は、五所川原

市が西北津軽の中心都市として商工業の集積が高いところにあるものの、根幹的

には、それぞれ、米、りんごを中心とした農業に林業、畜産又は漁業をそれぞれ

地域の特性に応じて組み合わせた第１次産業を基幹産業とする地域である。

また、五所川原市とこれに隣接する金木町は、藩政時代、相互に一部の地域が、

田舎庄の金木組に属したこともあって歴史的な繋がりも深く、一方、市浦村は、

歴史的には鎌倉時代に日本三津七湊の一つに数えられた十三湊によるところが大

であるが、３市町村とも岩木川流域に位置し、郡制施行後の明治１１年、五所川

原市に北津軽郡役所が置かれたことから、３市町村を含む北津軽郡の市町村は、

共に現在で言うところの生活圏を構成して今に至っているなど、住民生活上繋が

りの深い地域である。

これら３市町村においては、人口が、五所川原市が概ね横ばいか微増傾向にあ

ることを除いて、慢性的な減少傾向にあるほか、一部の地域にあっては、特に少

子高齢化が進展している。

また、基幹産業である農業についても従事者の高齢化や後継者不足、加えて米

の生産調整や農産物の産地間競争の激化等、農業を取り巻く情勢は、極めて厳し

い状況にある。

このため、これら課題に対応しつつ、将来に亘って地域が持続的発展を遂げて

いくためには、これまでの行政の枠組みを超えて、それぞれの市町村の持つ、他

方にはない特性・資源等を組み合わせることで、地域に新たな魅力及び活力の醸

成を図り、住みよい豊かな地域社会を創造していくことが不可欠となっており、

合併の必要性があると認識されている。

（２）行政の高度化・効率化の要請

我が国経済は、成熟社会を迎え低成長期に入り、最近では幾分回復の兆しが見

受けられるものの、全体では、バブル経済の崩壊後の景気低迷状態が依然として

続いている状況にある。このため、民間企業にあっては、いち早く、この経済の

変革時代に対応すべく、企業体質の改善及び効率経営の推進に努めているところ
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である。

一方、行政全般においては、国と地方の長期債務残高が約９４０兆円になるこ

とが見込まれている等、既に現行の中央集権的な行政システムの限界が言われて

いるところであり、国においては、行政効率を重視した抜本的な改革を進めると

ともに、行政権限をより生活者に近づけるため、「地方分権」の推進を図りつつ、

市町村行政の広域化の要請に対処するため、自主的な市町村合併の推進を図って

いるところである。

今後とも我が国経済は、本格的な少子高齢社会の到来といった社会的背景のも

とで、引き続き経済の低成長期が継続することが予想され、このことは、社会資

本整備の一部立遅れや急速に過疎化・高齢化が進行していることにより、地方に

生じている焦燥感を一層、色濃いものに感じさせている。

このため、地方においては、この社会経済の変革時代に対し、主体的に対応し

ていくことが、将来に渡り地域の持続的発展を図るうえでますます必要となって

きており、加えて、「地方分権」により市町村においては、自己決定・自己責任

に支えられた個性的で自立的な発展を自らなし得ることが大きな課題となってい

る。

これらのことから、本地域においては、今後とも住民における基礎自治体とし

て、地域課題に対応しつつ、安心で快適、豊かな地域社会を構築していくといっ

た責務を果たすため、行政の「高度化」及び「効率化」をより一層、推進してい

くことが強く求められており、合併は、そのための有効な手段の一つとされてい

る。

（３）時代に即した行財政システムの構築

成熟社会を迎え、少子高齢化が本格化する中、住民ニーズは多様化しており、

これに伴う行政需要は増大する傾向にあるが、これまでと同様の経済成長が見込

めない以上、従来の行政の枠組み・規模ではこれらの課題に対応することは困難

となってきている。

その一方で、地域住民からは、今後とも地域社会が持続的に発展していくこと

を強く求められているが、これを支える地域の人口は、減少する傾向にあって、

その事由も若年人口の流出といったこれまでのことに加え、将来的には、少子化

が現在の人口減少傾向にさらに拍車をかける大きな要因となることが予想されて
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おり、地域の存続上大きな課題となってくるものと思われる。

これらのことから、将来に渡って今後とも地域が存続し、発展し続けるために

は、行政需要の増大や人口の減少・高齢化を前提としたこれに対応できる合理的

かつ効率的な行財政システムを構築していくことが不可欠となっている。

このため、３市町村が合併することにより、それぞれの地域特性の複合化によ

る新たな魅力と活力の創出を図るとともに、これを支える人口、産業、財政規模

の相応程度の拡大を図りつつ、行財政基盤の強化や行政の効率的運営を可能とす

る行財政システムの構築を推進し、魅力ある地域づくりを推進し、定住人口の安

定的確保と交流人口の増加を図っていくことが急務となっている。
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２．計画策定の方針 

（１）計画策定の趣旨

この計画は、３市町村が合併後の新市を建設していくための基本方針を定める 

とともに、これに基づく新市の施策を策定し、その実現を図ることにより３市町 

村の速やかな一体化を促進し、地域の均衡ある発展と住民福祉の向上を図ること 

を目的とする。 

  このため、３市町村において策定されている「長期総合計画」の基本構想にお 

ける理念及び目標を十二分に踏まえつつ、将来に渡り、新市が持続的に発展する 

ことを可能とする魅力あるまちづくりを推進していくうえでの指針を示すものと 

する。 

  なお、新市の進むべき方向についてのより詳細かつ具体的な内容については、 

新市において、本計画の尊重のもとに策定される基本構想及びこれに基づく総合 

計画（基本計画、実施計画）に委ねるものとする。 

（２）計画の構成

この計画は、新市を建設するための基本方針、これを実現するための新市の施 

策、公共施設の統合整備に関すること及び財政計画を中心として構成する。 

（３）計画期間

  建設の基本方針は、新市の将来を展望した長期的な視野に立つものとし、建設 

計画及び財政計画については、平成１７年度から令和６年度までの２０カ年に 

係るものとする。 

（４）その他

  公共施設の統合整備については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう配慮 

するものとする。 

  また、財政計画については、地方交付税、国・県補助金、地方債等の依存財源 

を過大に見積もることなく、健全な財政運営が行われるよう留意するものとする。 
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Ⅱ．３市町村の概況

１．位置と地勢

新市は、津軽平野のほぼ中央に位置する五所川原市、金木町及び津軽半島北西部日本

海沿いに位置して南に十三湖を抱える市浦村の１市１町１村の区域で構成され、それぞ

れ東は中山山脈に、西は広大な津軽平野を十三湖から日本海に注ぐ岩木川を介して木造

町、柏村及び稲垣村といった西津軽郡の町村に接している自然豊かな地域である。

総面積は、４０４．５８ｋ㎡で、うち五所川原・金木地域が東西１５．５ｋｍ、南北

３１．０５ｋｍで、その面積は、２９２．８３ｋ㎡、市浦地域の面積は、１１１．７５

ｋ㎡で総面積の２７．６％を占めている。また、総人口は、平成１２年国勢調査で６３，

２０８人である。

気候は、日本海の影響を受ける典型的な日本海型気候で、夏は比較的温暖であるが、

梅雨頃から夏期にかけ冷涼な北東風が発生して、しばしば農作物の生育に影響を及ぼす

要因となっている。また、冬期間は、強い北西季節風と降雪が特色で、時折、地吹雪が

発生し、冬期間における地域住民の生活に影響を及ぼしている。

［新市の人口・面積］

人 口 面 積 新 市

国勢調査（Ｈ１２） （ｋ㎡） 人 口 (人） 面 積（ｋ㎡）

五所川原市 49,193 166.86

金 木 町 11,104 125.97 ６３，２０８ ４０４．５８

市 浦 村 2,911 111.75
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２．人口と世帯

（１）人口と世帯の推移

①人口

新市における人口を国勢調査で見ると、金木町及び市浦村の人口は、昭和３０年

の金木町１７，２６８人、市浦村５，４６８人を頂点としてこれ以降、減少する傾

向が続いている。

五所川原市では、昭和５５年の５０，６３２人を頂点に平成２年まで減少する傾

向にあったが、平成７年には歯止めがかかり、以降、微増する傾向に転じている。

金木町及び市浦村の人口の頂点が昭和３０年であったことについては、昭和３０

年以降、我が国が高度成長期に入ったことにより、中央の労働力不足から、若年層

を中心に県外へ転出する傾向が高かったことによるものと推察され、一方、五所川

原市の人口の頂点が昭和５５年であったことについては、五所川原市においては、

昭和４０年代半ばから市営住宅整備等の社会資本整備が集中的に進められたこと及

び人々の都市居住指向の高まり等により、居住人口が増加したものと推察される。

平成２年は、３市町村総じて人口が減少しているが、これは、東北縦貫自動車道

等高速交通体系の整備及びモータリゼーションの進展に伴い、経済活動が広域化し、

昭和６０年以降から始まった地域・都市間競争が一層激化したことによるものと推

察される。

［人口の推移］ （単位：人、％）

昭和５５年 昭和６０年 平成 ２年 平成 ７年 平成１２年

人 口 増減率 人 口 増減率 人 口 増減率 人 口 増減率 人 口 増減率

五所川原市 50,632 49,543 -2.2 47,966 -3.2 48,549 +1.2 49,193 +1.4

金 木 町 14,047 13,739 -2.2 12,509 -9.0 11,761 -6.0 11,104 -5.6

市 浦 村 4,059 3,751 -7.6 3,368 -10.2 3,073 -8.8 2,911 -5.3

計 68,738 67,033 -2.5 63,843 -4.8 63,383 -0.7 63,208 -0.3

（資料：国勢調査より）

②世帯数

次に、世帯数の推移についてであるが、五所川原市における世帯数は、人口が微

増傾向に転じる中で、核家族化の進展、単身世帯数の増加により、年々増加する傾

向にあるが、一方、金木町及び市浦村においては、人口の減少傾向に伴い、その世
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帯数も減少する傾向にある。

しかし、全体では、五所川原市の人口の新市人口に占める割合が大きいこともあ

って、新市の世帯数は、増加するものと考えられる。

また、その世帯人員については、人口の増減に関わらず、五所川原市においては、

核家族化の進展による単身世帯の増により、金木町及び市浦村においては、人口の

減少により、全体としてその世帯人員は減少する傾向にある。

［世帯及び世帯人員の推移］ （単位：戸、人）

昭和５５年 昭和６０年 平成 ２年 平成 ７年 平成１２年

世帯数 人 員 世帯数 人 員 世帯数 人 員 世帯数 人 員 世帯数 人 員

五所川原市 14,232 3.47 14,205 3.37 14,627 3.20 15,737 3.02 16,594 2.89

金 木 町 3,638 3.81 3,668 3.68 3,601 3.41 3,589 3.19 3,592 3.01

市 浦 村 1,085 3.61 1,039 3.60 1,044 3.23 1,014 3.03 999 2.91

計 18,955 3.63 18,912 3.55 19,272 3.28 20,340 3.08 21,185 2.94

（資料：国勢調査より）

（２）年齢別人口の推移

新市における年齢別人口は、幼年人口（０歳から１４歳）の構成割合と高年齢人

口（６５歳以上）の構成割合を比較すれば、昭和５５年ではそれぞれ、２３．１％、

９．９％とほぼ幼年人口が老年人口の２倍であったものが、平成２年ではそれぞれ

１９％、１４％とほぼ同割合になり、平成１２年には、それぞれ１５．３％、２１．

２％とその割合が逆転して高年齢人口が幼年人口を若干上回る結果を示しており、

本地域においても少子高齢化が着実に進展していることがわかる。

また、総人口数が少ないほど地域における少子高齢化の影響は大きく、平成１２

年国勢調査結果における高年齢人口の割合は、五所川原市でもほぼ２０％に達して

おり、金木町及び市浦村においては、それぞれ２５％を超え、ほぼ４人に１人が高

年齢者となっている。
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［年齢別人口の推移］ （単位：人、％）

昭和５５年 昭和６０年 平成 ２年 平成 ７年 平成１２年

人 口 比 率 人 口 比 率 人 口 比 率 人 口 比 率 人 口 比 率

五所川原市

0~14歳 11,737 23.2 10,708 21.6 9,239 19.3 8,391 17.3 7,759 15.8

5~64歳 34,216 67.6 33,561 67.7 32,351 67.4 32,343 66.6 31,584 64.2

65歳以上 4,679 9.2 5,272 10.6 6,344 13.2 7,815 16.1 9,611 19.5

計 50,632 100.0 49,541 99.9 47,934 99.9 48,549 100.0 48,954 99.5

金 木 町

0~14歳 3,158 22.5 2,797 20.4 2,247 18.0 1,844 15.7 1,491 13.4

5~64歳 9,294 66.2 9,139 66.5 8,249 65.9 7,442 63.3 6,668 60.1

65歳以上 1,595 11.4 1,803 13.1 2,013 16.1 2,475 21.0 2,945 26.5

計 14,047 100.1 13,739 100.0 12,509 100.0 11,761 100.0 11,104 100.0

市 浦 村

0~14歳 1,010 24.9 838 22.3 612 18.2 470 15.3 386 13.3

5~64歳 2,523 62.2 2,374 63.3 2,129 63.2 1,898 61.8 1,722 59.2

65歳以上 526 13.0 539 14.4 627 18.6 705 22.9 803 27.6

計 4,059 100.1 3,751 100.0 3,368 100.0 3,073 100.0 6,811 100.1

地 域 計

0~14歳 15,905 23.1 14,343 21.4 12,098 19.0 10,705 16.9 9,636 15.3

15~64歳 46,033 67.0 45,074 67.2 42,729 67.0 41,683 65.8 39,974 63.5

65歳以上 6,800 9.9 7,614 11.4 8,984 14.0 10,995 17.3 13,359 21.2

計 68,738 100.0 67,031 100.0 63,811 100.0 63,383 100.0 62,969 100.0

（資料：国勢調査より）

注）上表の年齢別人口は、年齢不詳分があるため、総人口数とは一致しない。

（３）産業別就業人口の推移

新市における就業者数は、平成１２年で３０，９４１人で、昭和５５年の３２，

０６９人と比較すると、１，１２８人（３．５％）の減少となっている。

また、人口の減少が顕著であった平成２年との比較では、１，０２５人（３．４

％）の増となっている。これは、金木町及び市浦村が人口の減少傾向にある中で、

平成４年から新市街地整備を行った五所川原市においてこれ以降、人口が増加に転
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じたことによるものと推察される。

産業別就業人口では、平成１２年で、第１次産業が５，１３６人（１６．６％）、

第２次産業が８，４８５人（２７．４％）、第３次産業が１７，３２０人（５６．

０％）となっており、昭和５５年との比較では、第１次産業がほぼ半減している。

また、第２次産業は、８．９％増、昭和５５年時、全体の約半分を占めていた第

３次産業が７．４％増と第１次産業から第２次・３次産業へのシフトが進行してい

る。

［産業別人口の推移］ （単位：人、％）

昭和５５年 昭和６０年 平成 ２年 平成 ７年 平成１２年

人 口 比 率 人 口 比 率 人 口 比 率 人 口 比 率 人 口 比 率

五所川原市

第1次産業 7,243 30.3 6,879 29.4 5,856 25.5 4,696 19.8 3,779 15.9

第2次産業 4,070 17.1 3,990 17.0 4,916 21.4 5,661 23.8 6,456 27.2

第3次産業 12,563 52.6 12,547 53.6 12,208 53.1 13,376 56.4 13,533 56.9

計 23,876 100.0 23,416 100.0 22,980 100.0 23,733 100.0 23,768 100.0

金 木 町

第1次産業 2,571 40.5 2,429 20.4 1,813 33.8 1,270 24.2 958 19.4

第2次産業 1,337 21.0 1,366 66.5 1,305 24.3 1,585 30.2 1,588 32.1

第3次産業 2,444 38.5 2,442 13.1 2,243 41.9 2,391 45.6 2,400 48.5

計 6,352 100.0 6,237 100.0 5,361 100.0 5,246 100.0 4,946 100.0

市 浦 村

第1次産業 737 40.0 646 38.1 596 37.8 399 28.9 399 28.8

第2次産業 533 29.0 500 29.5 440 27.9 458 33.1 441 31.8

第3次産業 571 31.0 549 32.4 539 34.2 526 38.0 547 39.4

計 1,841 100.1 1,695 100.0 1,575 100.0 1,383 100.0 1,387 100.0

地 域 計

第1次産業 10,551 32.9 9,954 31.7 8,265 27.6 6,365 21.0 5,136 16.6

第2次産業 5,940 18.5 5,856 18.7 6,661 22.3 7,704 25.4 8,485 27.4

第3次産業 15,578 48.6 15,538 49.6 14,990 50.1 16,293 53.6 17,320 56.0

計 32,069 100.0 31,348 100.0 29,916 100.0 30,362 100.0 30,941 100.0

（資料：国勢調査より）
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３ 産業の状況

①農林水産業

本地域の農業は、五所川原市・金木町が米とりんご、市浦村が米といずれも米作

を中心としているが、所得の減少、後継者不足などによりこれを取り巻く情勢は年

々厳しくなっている。

このため、米作のほか、野菜のハウス栽培等との複合経営の努力が行われており、

金木町では、野菜の粗生産額が米に次いで第２位となってきている。また、市浦村

では、畜産業も盛んで、肉牛が特産となっている。

林業については、金木町が中心であるが、農家林家が大半となっており、その規

模も小さい。

漁業については、市浦村が中心で、日本海を中心とする海面漁業と十三湖の内水

面漁業に分けけられるが、十三湖のしじみは特産品となっている。

［農業の推移］

平成 ７年 平成１２年 平成 ７年 平成１２年

農家数 増減率 農家数 増減率 農業粗生産額 農業粗生産額

五所川原市 2,881 2,436 -15.4 （百万円） （百万円）

うち専業 445 404 - 9.2 10,460 8,147

金 木 町 1,292 864 -33.1

うち専業 176 117 -33.5 3,480 3,309

市 浦 村 319 275 -13.8

うち専業 46 60 +30.4 740 653

計 4,492 3,575 -20.4

うち専業 667 581 -12.9 14,680 12,109

（資料：農業センサス）

②工業

工業については、これまで木材・木製品を中心とする軽工業が中心であったが、

五所川原市において、昭和５８年度以降、農村地域工業等導入促進法による「青森

テクノポリスハイテク工業団地漆川」が整備され、以来、同団地の拡張整備に努め
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ながら農業への影響に配慮した半導体製造メーカー等先端産業の誘致に努めるなど

により、現在、２６社が立地し、平成１４年度の製造品出荷額は、１０７ ,４７０

百万円となっている。

しかし、平成３年のバブル経済崩壊以降、企業の経営環境は年々厳しくなってき

ており、以前ほど地方に対する企業の設備投資が期待できなくなってきている。

［工業の推移］

平成 ７年 平成１４年 平成 ７年 平成１４年

事業所数 増減率 事業所数 増減率 製造品出荷額 製造品出荷額

五所川原市 100 83 -17.0 （百万円） （百万円）

従業者数 3,227 2,421 -25.0 98,319 107,471

金 木 町 39 26 -33.3

従業者数 498 292 -41.4 3,554 2,207

市 浦 村 13 13 0

従業者数 269 247 - 8.2 2,228 2,295

計 152 122 -19.7

従業者数 3,994 2,960 -25.9 104,101 111,973

（資料：工業統計調査）

③商業

商業については、これまで、五所川原市が独自の広域商圏を構成してきたが、道

路網の整備及びモータリゼーションの進展により、青森・弘前商圏との競争が激化

するとともに近隣町村への大型店舗の立地が進み、五所川原中心市街地商業の地盤

沈下が進行している。

このため、五所川原市では、平成９年、新たな広域型商業の核として、「エルム

の街ショッピングセンター」を整備したところであり、現在は、空洞化の進む中心

市街地商業の再生に取り組んでいる。

金木町の商業は、これまで、津軽北部一帯を商圏に持って発展してきたが、その

経営形態は、個人経営の飲食料品店が殆どであり、近年、郊外に大型店舗が立地す

る等により、従来からの商店街の落ち込みが激しくなっている。
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［商業の推移］

平成 ９年 平成１４年 平成 ９年 平成１ 4年

事業所数 増減率 事業所数 増減率 年間商品販売額 年間商品販売額

五所川原市 767 784 + 2.2. （百万円） （百万円）

従業者数 4,403 4,645 + 5.5 161,786 105,368

金 木 町 138 121 -12.3

従業者数 753 826 + 9.7 10,889 11,452

市 浦 村 60 47 -21.7

従業者数 141 110 -22.0 1,302 1,243

計 965 952 -19.7

従業者数 5,297 5,581 -25.9 173,977 118,063

（資料：商業統計調査）

④観光

観光については、津軽鉄道ストーブ列車や太宰のふるさと、中世国際港湾都市十

三湊、立佞武多等の歴史文化資源や日本海、十三湖、ヒバ美林、地吹雪等の自然、

さらには、各種の伝統芸能や特産品等、観光資源に恵まれた地域で、金木町では、

太宰治の生家「斜陽館」、津軽三味線会館及び物産館を擁しながら積極的に観光の

産業化を推進しているほか、五所川原市においては、平成８年の復活以来、「立佞

武多」の知名度が全国的に高まってきており、平成１６年４月には「立佞武多」３

台の常設展示等の機能を備えた交流拠点施設として、「立佞武多の館」が開館した

ところである。

また、市浦村においては、「中の島ブリッジパーク」や国道３３９号沿いに物産、

レストラン、体験交流コーナーを備える道の駅「十三湖高原」が整備され、交流人

口の増大を図っているところである。

［観光客入込数の推移］

（単位：千人）

平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１ 4年

五所川原市 １，４５８ １，５４０ . １，５７５ １，５９５

金 木 町 ６１３ ５７４ ６７０ ６３３

市 浦 村 ２２９ ２５１ ２５３ ２８６

計 ２，３００ ２，３６５ ２，４９８ ２，５１４

（資料：青森県観光統計）
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４．新市建設に係る住民意向の検討

津軽西北五地域においては、平成１４年度以降、構成１４市町村が現在の合併検討の

枠組みに至るまでに住民意向調査を含め合併に向けて様々な検討がなされたきたところ

であり、本計画策定にあたっては、これらの検討結果を考察することで、合併に対する

当該合併関係市町村の住民意向の把握に努め、本計画に反映させるものとする。

（１）津軽北部４町村に係る住民意向調査について

平成１５年度、津軽北部４町村の金木町、中里町、市浦村、小泊村において合併

の検討がなされたところである。この４町村は、人口、産業、気候、歴史・自然条

件において類似性が高く、その中で、金木町と中里町が農業を主とする人口１万人

台の町、小泊村と市浦村が農業及び漁業を主とする人口５千人未満の村となってお

り、この４町村住民を対象としたアンケート結果が平成１５年１１月に示されてい

る。

本アンケート調査は、類似町村住民間で行われた調査であり、その回答姿勢にお

いては、当然に自分たちの生活の実情を反映しつつ合併後の望ましい生活の姿につ

いて回答される傾向にあり、また、回答結果からもこの傾向を読みとることができ

る。

このことから、本アンケートに見られる住民の意向を金木町及び市浦村の住民の

合併後の生活に係る概ねの傾向として捉え、本計画への反映を図るものである。

［４町村住民アンケート結果］

１．現状に対する評価

調査の方法

無作為に抽出した４町村の住民２，５００人（２０歳以上の男女）を対象に平成１５年

７月実施

有効回収数１，１０２。

自然環境、生活基盤、福祉、教育等の２４項目に対し、「満足」、「やや満足」、「どちらと

もいえない」、「やや不満」、「不満」の５段階で評価する回答手法が用いられている。
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（調査結果）

○現状における満足度の高い上位５項目

・「自然環境の豊かさ」

・「水道の整備状況」

・「火災や災害からの安全性」

・「ゴミの収集、処理の状況」

・「騒音、振動、悪臭等の問題がない環境」 （上位順）

○現状における満足度の低い（不満足度が高い）上位５項目

・「働きがいのある職場」

・「商工業の振興」

・「観光振興への取り組み」

・「交通機関の便利さ」

・「農林水産業の振興」 （上位順）

この結果から、津軽北部４町村の住民においては、大別して、第一に各種産業の振興による

働きがいのある職場開発を、次いで道路、鉄道、バス等の交通体制の充実を望んでいることが

読みとれる。

２．地域将来イメージに対する期待

「合併後の新町の将来イメージとしてどんなまちづくりを期待しますか」の設問に対する

選択肢を設定し、全体における回答率を整理した。 有効回収数１，１０２。

回答結果（複数回答）

○「保健医療が充実した健康づくりのまち」 回答率 ３７．５％

○「高齢者等にやさしい福祉のまち」 回答率 ３６．４％

○「交通事故や犯罪のない安全なまち」 回答率 ３６．１％

○「生活環境が整ったまち」 回答率 ２７．３％

○「自然環境を大切にするまち」 回答率 １７．７％

○「農林水産業を振興したまち」 回答率 １６．３％

○「消防・救急・防災体制の充実したまち」 回答率 １５．３％

○「住民と行政が協働する住民参画のまち」 回答率 １５．２％

○「安心して子育てができるまち」 回答率 １５．２％

○「商工業が発展した活力のあるまち」 回答率 １４．２％

○「交通網が発達した便利なまち」 回答率 １２．４％
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○「豊かな心や創造性を育む教育のまち」 回答率 １０．２％

○「にぎわいのある観光のまち」 回答率 ９．６％

○「街並みなど景観に優れたまち」 回答率 ８．５％

この結果から、津軽北部４町村の住民においては、合併を契機に「保健・医療が充実した健

康づくりのまち」、「高齢者や障害者にやさしい福祉のまち」、「交通事故や犯罪のない安全なま

ち」、への期待が特に大きく、次いで、「生活環境が整ったまち」、「自然環境を大切にするまち」、

「農林水産業を振興したまち」への施策に大きな期待をしていることが読みとれる。

３．重点的に取り組むべき施策に対する期待

「重点的にとりくむべき施策は何だと思いますか」の設問に対する選択肢を設定し、全体

における回答率を整理した。 有効回収数１，１０２。

回答結果（複数回答）

○「保健医療の充実」 回答率 ４８．９％

○「雇用対策の充実」 回答率 ４７．２％

○「高齢者福祉の充実」 回答率 ３６．２％

○「保健、医療、福祉の連携」 回答率 ３５．８％

○「農業の振興」 回答率 ２５．４％

○「下水道の整備」 回答率 ２４．８％

○「ゴミ処理体制等の充実」 回答率 ２２．７％

○「学校教育の充実」 回答率 １６．２％

○「消防・救急体制の充実」 回答率 １５．９％

○「消費生活の充実」 回答率 １５．０％

○「生活道の整備」 回答率 １４．２％

○「商業・サービス業の振興」 回答率 １２．５％

○「自然環境の保全」 回答率 １２．０％

○「青少年の健全育成」 回答率 １１．６％

○「観光の振興」 回答率 １０．２％

○「防犯対策の充実」 回答率 １０．１％

この結果から、津軽北部４町村の住民においては、合併を契機に「保健・医療の充実」、「雇

用対策の充実」が二大住民ニーズとして、強く期待されており、次いで「高齢者福祉の充実」、

「保健・医療・福祉の連携」、「農業の振興」、「下水道の整備」及び「ゴミ処理体制等の充実」

等の課題解決を期待している。
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（２）五所川原市に係る住民意向について

五所川原市では、平成１４年度に「西北五市町村合併共同研究会」を主管した経

緯があり、その中で、合併に係る住民意識調査を行ったところである。

このことから、本調査結果を考察することで、五所川原市民の合併に対する意向

の把握に努め、その意向を本計画に反映するものとする。

合併に係る「住民意識調査」（平成１４年７月 西北五市町村合併共同研究会）の五所川原

市回答分により整理した。配布数１５９、回収数１４６（９１．８％）

１．現在住んでいる市町村（五所川原市）に対する意識

生活環境及び行政サービスの具体の環境、種類等に対し５～６程度の選択肢を設け評価す

る回答手法を用いた。

回答結果（複数回答）

○生活環境（労働環境） 良い１４．３％ 普通３７．７％ 悪い ３６．９％

○生活環境（医療福祉） 良い１７．９％ 普通３９．０％ 悪い ３２．８％

○生活環境（娯楽環境） 良い１７．９％ 普通３９．０％ 悪い ３２．８％

○生活環境（買物環境） 良い４６．５％ 普通３５．６％ 悪い ８．９％

○生活環境（教育環境） 良い２６．０％ 普通５４．８％ 悪い ８．２％

○生活環境（住宅環境） 良い３６．３％ 普通４７．３％ 悪い ７．６％

○行政サービス（上下水道） 良い２５．３％ 普通３４．９％ 悪い ３５．６％

○行政サービス（道 路） 良い２８．８％ 普通４５．２％ 悪い ２６．０％

○行政サービス（文化施設） 良い２１．２％ 普通５０．０％ 悪い ２５．３％

○行政サービス（ごみし尿） 良い２７．４％ 普通５１．４％ 悪い ２１．３％

○行政サービス（コミセン） 良い４０．５％ 普通４１．８％ 悪い １７．１％

○行政サービス（医療機関） 良い２９．４％ 普通５４．１％ 悪い １６．５％

○行政サービス（福祉施設） 良い３０．８％ 普通５０．０％ 悪い １５．８％

○行政サービス（保育園等） 良い３８．４％ 普通５３．４％ 悪い ５．５％

このアンケート結果によれば、「買い物」、「教育」及び「住宅」環境については、概ね満足し

ており、「労働」、「医療福祉」及び「娯楽環境」について３割強が不満を感じている。また、行

政サービス面では、上下水道、道路、文化施設に不満を感じていることが読みとれる。
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２．現在、必要とする行政サービスに対する意識

行政サービスの具体の環境、種類等に対し５～６程度の選択肢を設け評価する回答手法を

用いた。

回答結果（複数回答）

○道路等生活基盤 回答率 ２４．０％

○医療福祉 回答率 ２４．０％

○ごみし尿等環境 回答率 １７．９％

○芸術文化 回答率 １５．９％

○子育て教育 回答率 ６．８％

○スポーツ 回答率 ９．３％

○その他 回答率 ２．０％

このアンケート結果によれば、「道路等生活基盤」、「医療福祉」の整備充実が強く求められて

おり、次いで「ごみし尿等環境」、「芸術文化」の充実である。「芸術文化」が挙げられているこ

とで安心安全な生活環境のもと、都市的サービスの充実が期待されていることがわかる。

３．将来の地域のあるべき姿について

将来の市町村の姿、合併後の行政サービスの具体種類等に対し５～６程度の選択肢から選

択する回答手法を用いた。

回答結果（複数回答）

○医療福祉の充実 回答率 ３８．０％

○雇用機会の確保 回答率 ３０．０％

○自然の保全 回答率 １３．０％

○都市的充足 回答率 ８．０％

○豊かな教育文化 回答率 ７．０％

○その他 回答率 ０．７％

このアンケート結果によれば、「医療福祉の充実」、「雇用機会の確保」が将来あるべき姿と

して強く求められており、次いで、「自然の保全」、「都市的充足」であり、次が「豊かな教育文

化」が挙げられている。
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（３）アンケート調査結果のまとめ

以上のアンケート調査の結果から、関係３市町村においては、合併後の将来の姿

として、第一に「医療福祉の充実」及び「雇用機会の確保」、次いで、生活環境の

整備が強く求められていることがわかる。

その他、五所川原市では、芸術文化といった都市的サービスの面が、金木町及び

市浦村では、農業の振興が挙げられ、自然の保全については、３市町村に共通して

求められていることがわかる。
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Ⅲ．主要指標の見通し 

１．人口及び世帯の推計 

 我が国における総人口の推移は、昭和４６年から４９年に生まれた女性が出産適 

齢期の層を占めているため、総体では、ほぼ横ばいで推移するものの、近年の合計 

特殊出生率の低下から２００６年をピークに総人口は、減少に転ずることが推計さ 

れている。 

 また、昭和５５年以降の国勢調査結果においても、平成７年から五所川原市が微 

増に転じたものの、金木町及び市浦村においては、慢性的な人口減少傾向を示して 

おり、平成２年時の人口を社会情勢の変化を反映した今後の人口動向における分岐 

点と見るならば、これ以降、平成１２年度まで、各５年間の平均で金木町が６．８ 

％、市浦村が８．１％の減少を続けており、歯止めがかからない状況にある。 

 このことから、新市における将来人口の見通しについては、こうした厳しい現状 

を踏まえ、コーホート変化率法により、人口及び世帯の推計を行うこととする。 

［人口及び世帯の推計］ 

（単位：人、％） 

人口 世帯 人口 世帯 人口増減率

49,193 16,814 39,419 17,412 -19.87

11,104 3,598 6,471 2,780 -41.72

2,911 1,000 1,537 736 -47.20

63,208 21,412 47,427 20,928 -24.97

平成１２年

人口推計値

令和６年

国勢調査人口値

新市計

五所川原地域

金木地域

市浦地域

（国立社会保障・人口問題研究所資料より推計）
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２．年齢別人口の推計 

当人口推計値の年齢別人口については、次のとおりである。 

 ［年齢別人口の推計］ （単位：人、％） 

人口 構成比 人口 構成比

0～14歳 9,636 15.2 4,320 9.1

15～64歳 39,974 63.2 24,694 52.1

65歳以上 13,359 21.2 18,413 38.8

不詳 239 0.4 ― ―

63,208 100.0 47,427 100.0

人口推計値

令和６年平成１２年

新市計

計

国勢調査人口値

（国立社会保障・人口問題研究所資料より）

 平成１２年度国勢調査結果等を踏まえたコーホート変化率法による将来人口推計 

（上表人口推計）によれば、平成１２年度の人口６３，２０８人（高齢者比率２１． 

２％）に対し、令和６年度は、４７，４２７人（高齢者比率３８．８％）に減少し、 

高齢化が一層進展することが推計されている。 

 この推計によれば、向こう２０年間、現状の雇用状態、住環境水準に留まるなら 

ば、少子化の影響のもとで新市将来人口は、減少を免れない状況下にあることを示 

している。 

 このことから、本計画においては、各分野の施策を向こう２０年確実に展開して 

いくことが肝要であり、人口の減少に歯止めをかけ、増加に転じさせるためにも、 

また、合併効果を高めていくためにも係る施策の推進に一層努めていくこととする。 

 以上のことから、新市における合併２０年後の令和６年における推計人口を、 

４７，４２７人と見込み、新市建設計画の策定を進めていく。 

新市将来推計人口 ．．．．．．．４７，４２７人 
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Ⅳ．新市建設の基本方針

１．主要な課題

各地域における３市町村のこれまでの地域づくりの実情を把握し、新市として一体

化を図るうえで、新市建設に係る施策面における主要な課題について次のとおり整理

する。

（１）各市町村の課題

合併前の３市町村の個別課題については、次のとおりである。

○五所川原市

西北津軽の交通の要衝に位置し、圏域の中心都市として、文化、医療、産業等

の各方面で牽引的役割を果たしてきた。

しかし、近年の道路網の整備とモータリゼーションの進展によりその地勢的優

位性が揺らいできている。

そのため、今後とも圏域の中心都市としての役割を果たすため、次のことが主

要な課題となっている。

［主要な課題］

・都市機能の充実（中心市街地の再生、広域幹線の整備、保健・医療・福祉の充実）

・雇用の場の確保（製造業等工業の振興）

・産業の振興 （農業、商業の振興、広域型観光産業の展開）

○金木町

米とりんごを中心とした農業と林業を基幹産業とするが、農業所得の低下など

から農業労働力の他産業への流出が続いている。また、津軽北部を商圏として発

展してきた商業についても、モータリゼーションの進展による地域間の競争にさ

らされ、厳しい状況にある。

このため、農林業の振興に努めるとともに、芦野公園、斜陽館、津軽三味線及

び地吹雪等町の持つ有為な資源を活用した観光振興に力を注いでおり、斜陽館に

隣接して津軽三味線会館及び物産館の整備を行うなど津軽半島の観光拠点化並び

に観光産業の振興による町の活性化に取り組んでいる。

また、人口の減少と少子高齢社会への対応が求められており、医療及び総合福

祉の充実が求められているほか、「生涯ふるさと教育」の推進による民俗文化の

伝承に努めており、次のことが主要な課題となっている。
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［主要な課題］

・基幹産業の振興（農林業、商業の振興）

・観光産業の活性化（通年滞在型観光の振興、観光就労の場づくり、広域観光拠点の整備）

・医療福祉の充実（総合福祉、医療体制整備）

○市浦村

基幹産業は、米を中心とする農業であるが、その環境は厳しく、肉牛、しじみ

の特産品化を図るほか、道の駅整備等による交流人口増に努めている。

また、村内には、中世国際港湾都市十三湊や唐川城、山王坊など数多くの歴史

資源に恵まれており、歴史文化の拠点づくりを進めつつ文化観光の確立に努めて

いるところである。

村では、人口の減少が顕著であり、少子高齢化の影響が大きいが、この現実を

見据え、少なくとも現状の人口を維持することを目標とし、高齢者ニーズを主体

とした村づくりを基本とし、しじみ等村内にある健康資源の活用や環境への配慮

等により、少子高齢社会においても健康で質の高い歴史文化に支えられた誇りあ

る生活の実現を目指している。

このため、次のことが課題となっている。

［主要な課題］

・健康文化の振興（健康保養拠点の整備、健康関連産業の振興、環境保全型ゴミ処理の推進）

・歴史文化の振興（歴史文化拠点の整備）

・医療福祉の充実（保健医療福祉拠点・ネットワークの整備）

・資源循環型社会の形成（バイオマス活用拠点の整備）

（２）新市建設の課題

合併前の３市町村の施策面におけるこれまでの方向及び課題については、上記

に整理したとおりであるが、総括すれば、３市町村とも、基幹産業である農業に

おいて、生産調整推進対策、海外からの農作物輸入拡大、さらには産地間競争の

激化などにより、農家所得が減少する傾向にあるなど非常に厳しい情勢にあるた

め、若年層の離農者が多く農業経営基盤の弱体化が進んでいる。

しかしながら、このような情勢下にあっても、本地域における農業は、他産業

との関連が深いため、農業の低迷が他産業等に与える影響は大きく、地域全体の

活性化を図るうえで農業の振興は、不可欠である。
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さらに、３市町村においては、地勢的条件により程度の差はあるが、人口の減

少又は停滞が続いており、少子高齢社会への対応が急務となっている。

少子高齢社会においては、根本的には、税金を負担する人が減ってサービスを

受ける人が増えることを示唆しており、この社会保障の問題のほか、近年では、

社会情勢の変化に伴い、環境、都市基盤及び情報通信基盤整備等の新たな行政需

要が生じており、事務が高度・多様化する傾向にある。

このため、地方財政が厳しい現況下においては、これら課題への対応は、困難

となってきており、総合的な行政能力の強化が必要となっている。

また、概して本県は、若年者に魅力ある雇用の場や学びの場が少なく、このこ

とによる若年層の県外流出が課題となっているが、近年の長引く景気の低迷もあ

って新卒者の求人が低迷しているうえ、国のいわゆる「三位一体の改革」により、

国庫補助金の縮減等、行政制度変革の過渡期にあって、国や地方において公共投

資の考え方に変化が生じてきており、公共投資への依存度が高い本地域において

は、今後の経済活動への影響が懸念されている。

このようなことから、新市においては、これまで述べてきた新たな時代の潮流

に対し、新市としてこれまでの歩みと伝統文化を継承しつつ、持続的発展的な地

域社会を建設していくために、新市建設の主要な課題として、次のことを提起す

る。

［新市建設に係る主要な課題］

・新市交通ネットワークの確立

合併にあたり中心部と周辺部で地域間格差の問題が一般的に懸念されており、議論に上

がることが多いが、新市においては、合併前市町村の都市構造を踏まえ、市街地及び基幹

的集落間の交通の円滑化を図る等生活上必要なネットワークを確立し、新市の一体的な発

展を図る必要がある。また、行政連絡バスの運行を検討するなど住民の新市庁舎利用の利

便に対する交通事情にも配慮し、新市民の一体化を図る必要がある。

・魅力ある新市の建設

地方都市が発展するためには、個性と魅力が必要である。このため、新市建設において

は、より一層、安全性、健康性、利便性、文化性等、都市としての快適性を高めていくと

ともに都市の個性と魅力を創出していく必要がある。

このことから、本地域の実情に応じた都市快適性に資する都市基盤整備の推進と併せて

ゆとりある居住環境と豊かな自然を併せて享受できるよう、山、川、湖、海岸、集落及び
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市街地が良好な状態で調和することに努めることで、魅力ある新市の建設を推進していく

必要がある。

・地域経済基盤の強化

近年、基幹産業である農業は、減反政策、農産物自由化等により厳しい様相を呈してい

るが、新市においては、それぞれ農業を基幹産業とする３市町村の合併により、農業基盤

は確実に拡大することになることから、この規模のメリットを活用した高付加価値・高生

産性型農業の振興を図っていくほか、バイオマスによる「有機の里づくり」を進め、安心

と安全と愛情をメインとした食料生産をし、農業経営の安定化を図る等特色ある取組みを

行っていく必要がある。

また、商店街の魅力向上、地場産業の育成振興はもとより、観光産業の振興等に努める

ことで、第１次産業から第３次産業までの地域内経済循環を高め、地域経済基盤の強化を

図り「活力ある」新市を建設することが必要である。

・少子高齢社会に対応した総合保健・福祉対策の推進

長寿化と出生率の低下によりもたらされた我が国社会の少子高齢化は、世界に例を見な

い速度で進んでいる。少子高齢化は、社会経済に大きな影響を与えつつあり、これまでの

時代と異り、高齢者ばかりでなく、若者や女性、障害者等だれもが安心して生活すること

ができる仕組みづくりが重要である。

・人材の育成と文化伝統の継承

少子高齢社会においては、青少年の健全育成が特に重要であり、新市においては、青少

年が快適な生活環境の中で、次代を担っていけるよう、心の豊かな個性ある人間性を育ん

でいくことが求められる。

このため、教育環境の充実に努めながら地域社会の後継者である次世代の健全な育成を

図ることが肝要である。

また、各地域においては各々固有の培われ育っている文化伝統があるが、新市において

もこれら文化伝統の継承を図り、それぞれが影響しあうことにより新たな創造にも繋がる

よう文化伝統の香り高い新市を創造していくことが求められる。

・高度情報化社会への対応

近年の IT（情報通信技術）革命は、急速に進展し、社会・経済・生活の中に着実に浸透
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してきており、さらなる情報通信基盤の整備や通信技術の開発、情報機器の普及等により、

現在、「高度情報通信ネットワーク社会」が形成されつつある。

高度情報化社会の到来は、流通する情報量を増大させ、情報の社会的価値を高めるとと

もに住民生活や産業活動等において新たなコミュニケーションの形態をもたらしている。

ホームページによる双方向的なコミュニケーションの成立は、行政サービス面において

も、自宅に居ながらにして必要とする行政情報の提供を可能とし、また、行政体において

も、庁内ＬＡＮによる各部課相互の連携・協力の円滑化を促進する等、高度な事務処理を

可能とするほか、「情報ネットワーク」に繋がることはコミュニケーションにおける物理的

な距離を問題としないことを意味している。

このことから、新市においては、新市建設における市域の拡大による物理的距離による

制約が生じがちであるため、電子申請や届出等地域情報化を積極的に推進していく必要が

ある。

・市民参加の推進

豊かな地域社会を創造していくためには、行政のみならず市民、企業それぞれが地域社

会における役割と責任のもとに総力を結集して取り組むことが必要である。

近年の社会経済情勢の変化、住民ニーズの多様化等により、住民の協力なしでは対応が

困難である行政課題や、民間の協力を得ることにより効果が一層高まるような複雑な課題

が増えてきている。

また、高齢化社会においては、世代間で相互理解や、思いやりを大切にしながら支え合

うことがますます重要となってくるため、地域、住民、学校教育におけるボランティア精

神の高揚とともにボランティア活動支援の充実が必要である。

これらのことから、新市においては、より一層市民参加の推進を図っていく必要がある。

・行財政の効率化

地方分権、行政改革また、多様化、高度化する行政需要に対応するため、新市において

は、合併前の３市町村が厳しい財政状況下にあったことに鑑み、行政評価の導入を検討す

る等行政運営の効率化に努めるとともに、財政運営においても事務事業の一層の効率化と

事務事業の見直しを図り、支出の効果が最大限となるよう効率的な財政運営に努める必要

がある。
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２．新市建設の基本方針

（１）新市建設の基本目標

これまで述べてきたところに共通する課題の克服を図るためには、時代の潮流に

対応できる行財政システムの構築を図るとともに、新市として「豊かな自然環境の

中で、都市的なサービスとゆとりある居住環境を併せて享受できるまちづくり」の

推進を図ることが重要である。

このことを踏まえ、新市として目指すべきまちづくりの基本目標を次のとおり掲

げ、新市建設を推進する。

［新市建設の基本目標］

「活力ある・明るく住みよい豊かなまち」

（基本目標設定の背景）

少子高齢社会の進展、行政需要の多様化、分権型社会の到来、高度経済成長期の

終焉以降、厳しい地方財政状況等といった様々な要因が複合的な課題となっている

今日、市町村は、大きな転換期を迎えている。

我が国においては、戦後の復興を図るため、地方行政に際しては、機関委任事務

を配置して、中央集権型の行政の推進を図ったことにより、高度経済成長期を迎え

経済大国として復興を遂げたところである。

この過程においては、人口、産業が大都市圏に集中し、地方は、食料及び労動力

の供給基地として中央の牽引力に支えられながら発展し、一定水準の社会資本整備

が国土の隅々まで一定水準行き渡ったことは、高く評価されている。

しかしながら、高度経済成長期においては、大都市圏に象徴されるように産業・

生活面において機能型の国土づくりが重視され、この時期における地方都市発展の

過程に自立的発展の観点が十分でなかったことにより、中央の牽引力が減衰期に入
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った時点で、地方においては、人口の減少や少子高齢化の影響を色濃く受けること

となり、合併等による行財政基盤の強化が現実的な課題となっている。

これらのことから、新市建設においては、行財政基盤の強化とともに本地域の自

然の持つ潤いやゆとりを大切にしながら、都市の文化的で豊かな生活の質を高めつ

つ、個性ある地域文化の創造を重視した、そこに生活する者の満足と訪れる人達が

住んでみたいと実感できる都市づくりを進めて、地域の存続を図っていくことが重

要であると考える。

このため、新市建設の目標としては、この「住み良さ」を創造していくため、こ

れを支える「活力ある」個性的な生活文化並びに産業の振興を図ることにより、「豊

かな」生活の質を求めつつ、将来への持続的発展への展望に満ちた「明るい」新市

建設を目標として、標記のとおり新市建設の基本目標を掲げるものである。



- 29 -

(２）新市将来像

新市建設の基本目標の実現を図るため、次の６項目を新市の将来像として掲げる

ものとする。

［基本目標］ ［新市まちづくりの将来像］

活 ○安全で快適な住みよいまち －居住環境の整備－

力

あ

る ○健やかで潤いのあるまち －保健・医療・福祉の充実－

・

明

る ○活力と魅力のあるまち －産業の振興－

く

住

み

よ ○次世代に誇りをもって引き継ぐまち －都市基盤の整備－

い

豊

か ○心豊かでたくましい人づくり －教育文化の振興－

な

ま

ち ○共に支え合う開かれたまち －参画と協働－
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(３）まちづくりの基本方針

各将来像におけるまちづくりの基本方針については、次のとおりである。

［将来像：安全で快適な住みよいまち ．．．．．居住環境の整備]

（基本方針）

生活の安全性、利便性、快適性を高めるとともに、山、川、湖沼等の豊かな自

然や地域の歴史文化を保全・継承しつつ、地域に住む人々が、これら自然との多

様な関わりの中で、自然の持つ潤いやゆとりといった自然の恵みを享受し、そこ

に住むことに喜びを感じることのできる自然、集落、市街地の調和のある住環境

の創出を図る。

[将来像：健やかで潤いのあるまち ．．．．．保健・医療・福祉の充実]

（基本方針）

本地域においても出生率の低下による年少人口の占める割合が減少する一方、

平均寿命の伸長による高年齢人口の占める割合が高くなっており、こうした少子

高齢化の問題を社会全体の課題と捉え、高齢者、障害者、児童及び親といった住

民すべてを対象とした総合的な保健・福祉施策の推進を図る。

[将来像：活力と魅力のあるまち ．．．．．産業の振興]

（基本方針）

産業の振興は、新市に活力を与えるとともに、若年層の定住促進においても重

要な課題となっている。このため、新市の基幹産業である農林水産業の振興を基

盤とし、中心市街地商業の活性化を図ることで、新市に活力と魅力の創出を図っ

ていく。

また、雇用の場の確保及び産業の高度化を図るため、先端技術型産業を中心と

する工業の導入に努めていく。さらに、商店街の魅力向上、地場産業の育成振興

はもとより、観光産業の振興等に努めることで、第１次産業から第３次産業まで

の地域内経済循環を高め、地域経済基盤の強化を図っていく。
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[将来像：次世代に誇りをもって引き継ぐまち ．．．．．都市基盤の整備]

（基本方針）

自立した都市づくりにおいては、ゆとりある居住環境や豊かな自然と併せて都

市的サービスを享受できることが重要である。

このため、すでに市街地が形成されている地域を中心として、良好な市街地の

形成と高次な都市機能の集積に努めながら、誇りの持てる個性あるまちづくりを

推進することで、若年層等、人口定住の促進を図っていく。

[将来像：心豊かでたくましい人づくり ．．．．．教育文化の振興]

（基本方針）

活力ある地域社会を築いていくためには、これを担う次世代に対し、人間の尊

厳に満ちた主体的に生き抜いていける心豊かでたくましい人間形成を図っていく

ことが重要である。

このため、学校教育における教育環境の整備・充実を図るとともに、少子化に

よる核家族化の進行に対応するため、家庭・学校・地域社会が連携した教育機能

の一層の充実を図っていく。

また、地域における伝統文化に根ざした芸能文化活動が多数見受けられるため、

この継承を図りつつ、身近に文化に触れる機会の創出や創造的な文化活動の支援

を行うなど文化の振興を図っていく。

[将来像：共に支え合う開かれたまち ．．．．．参画と協働]

（基本方針）

社会経済の変化により住民ニーズは、ますます多様化、高度化していることに

加えて、分権型社会が到来したことで、豊かで住みよい地域社会の創造を図って

いくには、行政のみでは対応が不十分である場合がしばしば見受けられている。

このことから、市民一人ひとりが自治の担い手としてより一層まちづくりに主

体的に参加し、行動していくなど、行政、企業、住民など地域が一体となってそ

れぞれの役割と責任のもとにおいて参画と協働を推進し、個性あるまちづくりに

取り組んでいく。
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３．都市構造及び土地利用構想

（１）都市構造

（基本的な考え方）

各地域の位置付けを見ると、五所川原地域は、津軽西北五地域広域市町村圏の中

心都市で、金木地域及び市浦地域は、五所川原地域を囲んで生活圏を構成する地域

の一部であり、農林漁業が基幹産業である。

昭和５０年代半ばまで、五所川原地域は、周辺町村間においては、市場、物流、

買い物、就業及び医療等といった社会経済面における緊密な関係を保てたことで、

名実ともに生活圏の中心都市として機能していたが、周辺町村の生活依存度が、モ

ータリゼーションの進展により、青森市などの地方中核都市へシフトしていくにつ

れて、その求心力は次第に弱まってきている。

近年、地方中小都市において中心市街地の空洞化が数多く見受けられることの背

景には、郊外の大型店舗の立地にも一因はあるものの、根本的には、前述したとお

り圏域の中心都市としての求心力の低下によるところが大きいものと考えられる。

このことから、新市建設にあたっては、五所川原地域、金木地域及び市浦地域の

社会経済における関係性を同一行政区域内で、より緻密なものとして相互補完的に

支え合えるよう都市構造の再構築を図ることが重要である。

そのためには、都市的サービスとゆとりある居住環境、豊かな自然といった要素

を併せて享受できることが肝要であり、このことの具体化とともに、新市の自立的

な歩みを可能とするような都市構造の確立に努めるものとする。

［都市構造のイメージ］

主要な幹線道路である国道３３９号、国道１０１号や津軽半島を横断する県道青森五所川原

線、県道屏風山内真部線及び県道鰺ヶ沢蟹田線を都市骨格を形成する都市軸とし、現行の各種

土地利用を基本に有機的関連を持たせることで良好な都市環境の形成を図る。
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（２）地域別整備の方針

それぞれの地域の個性を活かしつつ、新市全体の均衡ある発展を図るため、新市

を旧市町村単位とする３地域に区分し、各地域毎に生活機能の整備や総合的な居住

環境の整備、交流を支える広域交通網の整備、自然環境の一体的な保全・活用を進

めるとともに、次のような整備を重点的に実施するものとする。

［五所川原地域］

中心市街地の再生による高次の生活文化を楽しめる広域商業文化拠点の形成を図

り、商業、観光、文化、医療、福祉、情報サービス及び行政等の都市機能の集積及

び連携による多様な都市的サービスの提供並びに高度な生活創造機会の創出を目指

す。

基幹産業である農業については、これまでの投資による生産基盤としての優位性

を存分に活用し、優良農地の保全整備のほか、遊休農地の集約利活用による特産物

の研究及び開発の推進を図る等、通年型農業の確立と担い手の育成に努めていく。

また、産業の高度化を図るため、農村地域工業等導入促進法に基づく先端産業を

中心とする企業誘致に引き続き努めていく。

なお、当中心市街地が交通の要衝に位置し、発展してきた地勢的条件から、新市

が今後とも西北津軽全体の発展に資するためにも、当中心市街地を基点とする広域

道路ネットワークの整備を促進し、ネットワーク機能の強化を図っていく。

［金木地域］

水稲、野菜、花き、葉タバコ等の複合経営を中心とした農業の振興を図る。特に

東部丘陵地帯は、肥沃で面積も広く魅力ある土地資源となっていることから、これ

を生かすための基盤整備と体制づくりを促進する。

また、作家太宰治の生家として全国的に有名な「斜陽館」や「津軽三味線会館」、

「芦野公園」などは年間を通じて観光客が見込めることから、引き続き周辺環境や

関連施設の整備を進めていく。

さらに、県の出先機関や金木病院が立地していること、商業の集積が進んでいる

こと等を活かし、新市の副次的な都市的サービスの拠点として重点的な整備を進め

る。
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［市浦地域］

水稲、野菜等を基幹作物とした農業の振興やバイオ技術を活用した有機農業の振

興により、「農とみどりの工場特区構想」を目指すとともに十三漁港の整備による

沿岸漁業の振興や十三湖のしじみ、青森ヒバ、市浦牛などブランド化をさらに推進

していく。

また、中世の国際港湾都市十三湊遺跡及び周辺の遺跡発掘を継続し、歴史文化に

根ざした観光づくりを行うために、地域に新たな魅力を創造し、個性豊かな歴史文

化の拠点整備を進めていく。

加えて、海洋型健康増進施設（タラソテラピー）「し～うらんど海遊館」周辺に

ついては、健康づくり、機能回復、スポーツ医科学、健康保養型滞在施設等の関連

施設の充実とともに、観光との連携を図りながら整備を進めていく。
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（３）ゾーン毎の土地利用方針

生活機能等の整備においては、地域の特性等から旧市町村単位の地域を整備の基本

とするが、さらに新市として一体的な役割分担を図るため、次のゾーンを設定して新

市域内の機能的な連携を図っていく。

①市街地地域

市街地ゾーンとして、五所川原地域の中心市街地及び唐笠柳地区、金木地域の

金木地区の市街地をそれぞれ設定する。

五所川原地域の中心市街地及び唐笠柳地区は、ＪＲ五所川原駅、国道１０１号

及び３３９号と両国道を結節する都市計画道路３・３・１号が交差する交通の要

衝に位置し、国の出先機関のほか、行政、医療、教育、商業等の都市機能の集積

が高く、新市の玄関口・中心部として引き続き、都市機能の集積に努めていく。

金木地区については、新市の北の玄関口、さらには、津軽北部一帯の商業拠点

として副次的な都市的サービスの提供を図るほか、斜陽館、芦野公園、物産館、

三味線会館等の施設を中心に津軽半島観光拠点としての機能拡充を図っていく。

②中南東部地域

本地域は、五所川原地域の南東部地域を中心とする地域で、米とりんごの高次

農業生産地帯として高生産性作物の栽培や高付加価値な製品開発を図っていく。

また、集落部と農用地との環境の調和を図りながら、合併浄化槽の設置促進

等、農村集落の居住環境の整備を図っていくとともに農村風景とりんご園を活用

したグリーンツーリズムの振興に努めることで、市街地に近接した都市農村交流

ゾーンとしての整備を図っていく。

また、津軽自動車道五所川原東ＩＣ周辺については、同ＩＣが市街地部と農村

部の接点に位置し、ＪＡごしょがわら市の農産物流通施設に近接していること等

から、高次農業生産地帯を支える各種物流ターミナルの拠点としての機能向上に

努めていく。

③中北部地域

本地域は、五所川原地域北部及び金木地域を中心とする地域で、広大な田畑が

連たんしている地域である。高生産性を目指し未整備水田の整備促進等の生産基
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盤の整備を進めながら、水稲及び野菜の高次農業生産を基礎とする田園都市ゾー

ンとして、水稲、野菜等の複合経営化を図る等、生産性と農家所得の向上を図っ

ていく。

また、農業者がゆとりある生活を営む環境づくりとして、農村公園、農業集落

排水施設や農業集落道、集落防災安全施設等の整備を図っていくほか、より一層、

住民意識の高揚と地域コミュニティの形成に努めながら、広大な田園風景を活用

して、農山村コミュニティを介在させた都市と農村交流の促進に向けた整備を図

っていく。

さらに、津軽自動車道五所川原北ＩＣ周辺については、広大な田園地帯を後背

地とすることを背景として、農作物を中心とする物流拠点としての整備に努め、

新市の核となる高次農業生産地帯としての機能強化を図っていく。

④北部地域

本地域は、市浦地域を中心とする地域で、山、川、海、湖を擁した自然景観に

特色ある地域で、ヒバ、しじみ、海岸、森林等豊富な健康資源、中世国際港湾都

市十三湊等の歴史文化資源にも恵まれている地域である。

このことから、相内、脇元、十三の基幹集落の生活環境整備や消防防災等の生

活面での安全の確保を図りつつ、基幹産業である農業におけるほ場整備等生産基

盤の整備を進め、その生産性を高めつつ、しじみ、市浦牛等の特産品の生産安定

化と販路の整備により生活基盤の確立を図っていく。

さらには、海水型温浴施設といった健康文化の拠点施設を核とした健康づくり

と観光融合の推進を図りつつ、健康産業の誘致、バイオマスコミュニティ構想へ

の取組みを推進し、特色ある健康保養型交流ゾーンとしての整備を図っていく。
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Ⅴ．新市の施策

１．安全で快適な住みよいまち ．．．．．居住環境の整備

重点的に取り組む視点］

○ 豊かな自然とゆとりある居住環境を併せて享受できるよう、農山漁村集落にお

ける公園、上下水道、衛生施設、生活道路等の生活環境整備を一層推進するとと

もに、その整備にあたっては、雪国での生活に配慮し、また、農山漁村景観や水

辺環境、歴史景観等が調和する個性ある「ふるさと景観づくり」を図っていく。

○ 豊かな自然環境の保全を計画的に進めるとともに、治山、治水対策事業等によ

る自然災害の防止や海岸保全事業等の充実を図っていく。また、環境については

ごみの減量促進とリサイクルシステムの確立を目指すほか、省資源・省エネルギ

ーの視点に立った「有機質生物資源」の活用等、環境にやさしい資源循環型社会

の形成に努めていく。

○ 自然災害の未然の防止や交通事故、犯罪のない安全な生活が強く求められてい

ることから、新市全体の視点に立ち非常時への対応力を強化するため、防災行政

無線の統合ネットワーク化等防災機能や消防、緊急体制の再編・強化を図ってい

く。

（１）快適な雪国環境づくり

除雪体制の強化を図るとともに、除雪機械の貸出しや一人暮らしで身寄りのな

い世帯に対する除雪ボランティア制度を検討する等、官民一体となった雪対策の

推進を図り、市民が協力しあうことによる快適な雪国生活の確保を図る。

（２）生活環境の保全

道路ネットワーク機能の強化や公共交通の利用促進、市街地緑化や都市公園及

び農村公園の整備等を進めていくほか、地域の状況等に対応した上水道や合併浄

化槽の設置、農業集落排水事業や下水道事業等の計画的な推進を図ることで、生

活環境の保全・整備を進めていく。

また、芦野公園や十二本ヤス、十三湖や堺野沢ため池といった豊かな自然景観

や由緒ある歴史景観等と調和した街並み整備の推進を図り、住民主体の花と緑の

まちづくりを進め、清潔で特色あるふるさと景観の形成に努めていく。
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（３）良好な住環境の整備

市民が、自然等の環境条件を利活用しながら、都市的で安全かつ快適に暮らせ

るよう、五所川原地域、金木地域及び市浦地域において良好な住環境の整備が望

まれる地区については、道路、上下水道等の生活環境整備に配慮しながら、計画

的に老朽化した公営住宅の建替えや高齢化社会に対応した住宅の整備を進める等

良好な住環境の整備を図っていく。

（４）自然環境の保全

新市最大の地域資源である自然環境の保全を図るため、環境保全条例の制定等

を検討する。また、河川の汚濁防止、動植物の生態を把握し及び保護に努めてい

くほか、山林、水辺、海岸等の環境保全事業の充実を図っていく。

また、住民、事業者、行政が一体となり地域エネルギーの活用や省資源・省エ

ネルギーの視点に立った「有機質生物資源」の活用等エコライフの普及啓発に努

め、資源循環型社会の形成に努めていく。

（５）環境衛生の維持・確保

ごみの減量・リサイクル体制の確立を図るとともに、市民との協力体制づくり

を進めながら、ごみ分別収集の効率化・徹底化を図っていく。

ごみ・し尿処理施設については、西北五環境整備事務組合で管理運営している

ところであるが、構成市町村と協力し、ダイオキシン類の排出基準への対応や資

源リサイクル施設との効率的な処理を図っていくとともに、老朽化が顕著である

し尿処理場の改修整備を図り、公衆衛生の維持・確保を図っていく。

（６）防災・消防・救急対策の充実

新市誕生により市域が拡大することに伴い、地域防災計画の策定やハザードマ

ップの作成を早期に実施し、総合防災体制づくりを推進していく。

また、常備・非常備消防の組織及び庁舎・詰所等の再編強化、救急医療体制の

充実、消防水利施設の整備促進、防災行政無線の統合化等を図り、防災・消防・

救急体制の充実強化を図っていく。

（７）防犯・交通安全等生活安全対策

市民が安心して暮らせるように防犯灯、街路灯の効果的・効率的設置など犯罪

の被害に遭いにくい環境設計に努めていくとともに、地域全体で防犯体制の強化

や防犯意識の啓発に取り組み、安全な生活環境づくりを進めていく。

また、安全な消費生活の確保を図るため、クーリングオフ等契約上の保護対策

や商品に対する消費購買知識の向上を図り、消費生活上の問題を未然に防止する
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よう努めていく。

交通量の増加に対しては、冬期間や危険箇所の安全性を高めるため、計画的に

交通安全施設整備を推進していくとともに、交通安全関連イベントの実施による

交通安全意識の向上に努めていく。

さらには、学校、交通安全団体、防犯団体、消費者団体間の連携を密にしなが

ら地域社会と行政が連携して生活安全対策の強化に努めていく。
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［主要な事業］

（１）快適な雪国環境づくり

・除雪体制の再編成及び充実強化

・主要な幹線道路における防雪柵の設置

・除排雪機械の充実

・防雪拠点施設の整備

・流雪溝の整備

（２）生活環境の保全

・水資源の保全、育成と上下水道の整備

・公共下水道の整備促進

・中心市街地内堰の統廃合及び親水空間としての環境整備の促進

・合併処理浄化漕、農・漁村集落排水事業の計画的推進

・地区計画、建築協定の奨励

・児童、近隣公園及び農村公園等の計画的な整備推進

・集落道等生活道路の整備

・ワラ焼き公害等ダイオキシン対策の促進

・花いっぱい運動等環境美化運動の推進

（３）良好な住環境の整備

・公営住宅の計画的な建設・建替事業の推進

・高齢者住宅の整備並びに街中居住の促進

・積雪寒冷地対応型住宅の建設

（４）自然環境の保全

・自然環境の保全並びに整備総合計画の策定と環境保全条例の制定検討

・芦野池沼群県立自然公園の保全・整備事業の推進

・津軽国定公園の保全・整備事業の推進

・岩木川等河川浄化運動の推進
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（５）環境衛生の維持・確保

・新市廃棄物処理計画の策定

・広域的連携によるごみ焼却施設、し尿処理施設の整備更新の推進

・ごみ最終処分場及び資源リサイクル関連施設の整備

・市民参加によるごみ分別収集・リサイクル運動や清掃活動の推進

（６）防災・消防・救急対策の充実

・ハザードマップの作成と総合防災訓練の実施

・消防体制・消防団組織の再編成と消防水利施設の整備推進

・常備消防庁舎の整備による機動力の強化充実

・高規格救急自動車の配備

・防災行政無線のデジタル化とネットワーク化の整備推進

・津波避難所の整備

・広域防災体制のネットワーク化

（７）防犯・交通安全等生活安全対策

・交通安全施設の計画的整備、街路灯、防犯灯の効果的・効率的な設置

・生活安全のための専門的な相談窓口の設置

・ＰＴＡ活動等による非行防止対策の充実

・交通安全団体、防犯団体、消費者団体等の連携の強化
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２．健やかで潤いのあるまち ．．．．．保健・医療・福祉の充実

［重点的に取り組む視点］

○ 少子高齢社会においては、保健・医療・福祉の充実が最大の課題であるため、

新市の住民がともに助け合い、支え合うことのできる心に潤いのある福祉コミュ

ニティの形成に努める。

○ 生涯を通じた総合的な健康づくり対策を推進し、全ての年代における健康管理

や健康意識づくりに努めながら、高齢者の介護予防や社会参加の問題を含めて、

生涯健やかな生活を送れるよう支援に努めていく。

○ 新市全体の視点に立って保健・医療・福祉包括ケアシステム構築を図り、地域

住民が安心して生活できる支援体制の確立と生きがい対策の充実を図る。

○ 児童の健全育成を図るため、保育所や学童保育施設の適正配置を図るとともに

子育て支援の充実や地域全体で子育てを支えていけるよう体制づくりに努めてい

く。

○ 低所得者等生活保護世帯については、今後とも生活保護法の目的とする原理・

原則に則り制度の適正運用に努めていく。

（１）保健・医療・福祉包括ケアシステムの構築

新市においては、誰もがいつでも必要な時に必要なサービスが受けられるよう

関係機関相互のネットワーク化を促進し、保健・医療・福祉の包括ケアシステム

の構築を図っていく。

（２）福祉のまち政策の推進

本格的な少子高齢社会を迎え、高齢者、障害者、児童を含む全ての市民が住み

慣れた地域の中で、共に助け、支え合いながら安心して快適に暮らせる福祉のま

ちづくりを推進するため、新市地域福祉計画を策定するとともに、「福祉あんし

ん電話」や「テレビ電話」貸出しサービス等による一層のサービスの質の向上を

図るとともに社会福祉協議会やボランティア団体等のネットワーク化の推進、さ

らには、新市における活動拠点として総合保健福祉センターの整備等を進め、各

市町村毎に行ってきた各種保健福祉施策の総合的な実施に努めていく。
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（３）地域医療体制の強化

西北五地域保健医療圏における医療資源の適正かつ有効な活用をはじめ、高度

医療や救命救急医療機能の整備並びに圏域における医師の確保等、地域医療体制

の強化のため、当医療圏構成市町村との連携のもと平成１４年１２月に圏域の１

４市町村長で了承された自治体病院機能再編成計画の着実な推進を図る。

また、市立西北中央病院については、当医療圏における医療の中心的な役割を

担う総合病院として高度・専門医療を中心とする急性期医療を担い、また二次救

急医療機関としての機能充実を図りながら、自治体病院機能再編成計画に位置づ

けられた圏域の中核病院の母体として、その体制整備に努める。

公立金木病院については、西北中央病院と連携を図りながら、地域に密着した

医療機関として、地域住民への医療サービスを提供するとともに、自治体病院機

能再編成計画の進捗に併せ、内科、外科を中心に回復期のリハビリテーションや

訪問看護機能などを有する後方病院として、中核病院との緊密な連携のもと、地

域医療体制の重要な役割を担う。

市浦診療所については、西北中央病院や公立金木病院と連携を図り、内科を中

心に在宅医療を含む初期医療を担うとともに、自治体病院機能再編成計画の進捗

に併せ、中核病院との緊密な連携のもと、地区で唯一の医療機関として日常の健

康管理や在宅医療の中心的な役割を担う。

また、休日・夜間の対応について、二次救急医療機関としての西北中央病院の

負担を軽減していく観点から、医師会との連携を図りながら一次救急体制の整備

を進めていく。

（４）高齢者福祉の充実

高齢者が自らの意志に基づき、自立した生活を尊厳をもって送ることができる

よう、新市としての老人保健福祉計画及び介護保険事業計画を策定し、これに基

づいた在宅及び施設サービスの供給体制の計画的な再配置・整備を推進しながら

、介護サービスの質の確保・向上を図っていく。

また、介護予防施策の推進と高齢者福祉のサービスの質の向上を図るとともに、

高齢者に対する新たな学習機会の創出やシルバー人材センター事業への支援等、

高齢者の生きがい対策の充実を図っていく。

（５）児童福祉の充実

女性が安心して、子供を生み育てることができる環境が求められていることか

ら、多様化する保育ニーズに対応するため、保育所の適正配置をはじめとする保

育サービスの充実や子育て支援サービス、母子自立支援、学童保育の充実等を図

っていく。
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また、核家族化の進展により、世代間コミュニケーションの欠如等による子供

の社会性の育成等扶養能力の低下が指摘されており、母子保健活動の充実や子育

てに関わる学習・交流機会の拡充、情報提供などに努め、地域全体で協力しあい

ながら総合的な子育て支援の強化を図っていく。

（６）障害者福祉の充実

障害者福祉については、ノーマライゼーションや障害者の自己決定の実現が求

められており、国においては、措置制度から契約制度、知的障害者及び障害児福

祉に関する事務の市町村への委譲や障害者施設訓練等事業、障害者居宅介護事業

等の支援制度を平成１５年度から施行しているところである。

新市においてもこれらのことを踏まえながら、「新市障害者計画」を策定し、

これを基本としてディサービス、ホームヘルプサービスなど在宅サービスの充実

等に努めていくとともに、障害者の社会参加の促進を図っていく。

（７）低所得者対策の充実

新市の誕生により、現行の福祉事務所の所管する区域が拡大するため、これに

対応した組織体制の整備を図るとともに、今後とも生活保護法の持つ原理・原則

に基づき、制度の適正実施に努めていく。

（８）社会保障制度の充実強化

国民健康保険及び介護保険については、より効率的かつ公平適正な運用に努め

るとともに、国民健康保険税並びに介護保険料の収納率向上に取組みながら、制

度の円滑な運営に努めていく。

（９）保健施策の充実

市民の生涯を通じた総合的な健康づくり対策の推進を図るため、個々の健康管

理意識・知識の普及啓発活動を推進するとともに、新市においても市民のニーズ

に応じた基本健診やがん検診等の各種健診体制整備に努めていく。

また、保健センター、コミュニティセンター、公民館、集会所などの生活に密

着した場において気軽に健康相談を受けられるよう努めていくとともに、保健、

医療、福祉の連携を図ることで、総合的な観点からの健康づくり対策の推進を図

っていく。
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［主要な事業］

（１）保健・医療・福祉包括ケアシステムの構築

・保健、医療、福祉等関係機関ネットワークの構築

・保健、医療、福祉包括ケアシステムの整備、充実

・健康文化のまちづくりの推進

（２）福祉のまち政策の推進

・新市地域福祉計画等の策定

・社会福祉協議会やボランティア団体等の再編・ネットワーク化の推進

・新市における保健福祉活動拠点（総合福祉センター）の整備

・医療施設と各保健センターとの連携強化による保健・医療・福祉の総合的なサ

ービス提供の充実

・福祉あんしん電話貸し出しサービス等の充実

（３）地域医療体制の強化

・自治体病院の機能再編（中核病院、後方支援病院、診療所の整備）の推進

・在宅当番医制度の充実

・救急、休日、夜間における医療サービス体制の確立

（４）高齢者福祉の充実

・老人保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定

・新市における基幹型在宅介護支援センターと地域型在宅介護支援センターのネ

ットワークの構築及び整備の推進

・高齢者健康増進施設の整備

・生きがいディサービス、配食サービス等在宅福祉事業の充実

・高齢者の生きがい活動支援やシルバー人材センター活動への支援等高齢者生き

がい対策の拡充
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（５）児童福祉の充実

・新市母子保健計画の策定

・保育所の適正配置及び０歳児保育、延長保育等子育て支援事業の充実

・仕事と家庭の両立を図るための子育て支援の充実

・学童保育施設の整備充実・ネットワーク化

・母子保健活動や子育てに関する学習会、ふれあい交流事業の実施

（６）障害者福祉の充実

・新市障害者計画の策定

・デイサービス、ホームヘルプサービス等在宅サービスの充実

・障害者のための専門相談指導体制の確立

（７）低所得者対策の充実

・福祉事務所に係る体制整備

・生活保護の適正な実施並びに担当職員研修の充実

（８）社会保障制度の充実強化

・国民健康保険制度の充実

・介護保険制度の充実

（９）保健施策の充実

・各種健診体制の充実

・健康管理意識啓発事業の充実

・保健、医療、福祉の連携による疾病予防対策の強化

・健康増進のための地区組織の構築とまちぐるみ健康運動の推進
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３．活力と魅力のあるまち ．．．．．産業の振興

［重点的に取り組む視点］

○ 第１次産業は、本地域の基幹産業であり、最近の農業を取り巻く環境には、誠

に厳しいものがあるが、地域においては、これまでの発展の礎であり、基盤整備

による社会資本としての優位性も高く、高生産性・高付加価値型の農林業、育て

る漁業への積極的転換を図り、農業、林業及び漁業所得の向上を図っていく。

○ 商業については、多様化する消費者ニーズへの適切な対応に努めるとともに、

魅力ある商業環境の創出を図り、市民並びに来街者に利便の高いサービスの提供

提供に努めていく。工業については、産業の高度化を図るとともに若年層、離農

者に対する雇用の場を確保していくため、新市の地勢的条件に適した産業の積極

的な誘致に努めていく。

また、本地域の豊かな自然、歴史文化等の観光資源のネットワーク化を図ると

ともに受け入れ体制の充実整備に努めながら観光産業の振興を図っていくほか、

地場産業の育成振興を図ることで、第１次産業から第３次産業までの地域内経済

循環を高め、地域経済基盤の強化を推進していく。

○ 産業全体の高度化及び資源循環型産業への転換を図っていくため、有機質生物

資源の活用等について取り組みを推進していく。

（１）農業の振興

農業従事者の高齢化や後継者不足への対応及び農業所得の向上を図るため、国

の構造改革特区制度等の活用を図りながら、法人経営等地域で支え合う等、多様

な担い手の確保育成を図っていく。

また、優良農地については、その保全・整備を図り安定した生産性の確保に努

めるとともに、遊休農地の集約、利活用による地域特産物生産の取り組みを進め

ていくほか、有機農業や冬の農業の推進等により、特色と競争力ある農業の推進

を図っていく。

さらに、近代的な農業経営力の向上に資する情報化や研修機会の充実に努めな

がら、販路拡大と地産地消の促進に努め、これらの活動の中で特産品のブランド

化を推進していく。
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（２）漁業の振興

新市の漁業については、市浦地域の海面漁業並びに十三湖を中心とする内水面

漁業が中心となっている。限りある水産資源の中で漁業の振興を図っていくため、

十三湖前潟の養殖事業や休耕田を利用した陸上養殖事業の推進に努めていくとと

もに、しじみにおいては、十三湖の環境保全としじみの資源保護を図っていく。

また、海面漁業については、漁港を整備拡張し、漁船等の安全係留を図るとと

もに、施設整備を推進し、漁港機能の充実を図っていく。

（３）林業の振興

計画的な育林や林道整備等振興基盤の整備を推進し、森林が持つ災害防止等の

公益的機能の保持に努めるとともに、観光・交流の場としての活用やヒバ等地元

産材の活用、さらには、特用林産物を活用した特産品の開発等にも積極的に取り

組み、林業経営基盤の強化を図っていく。

（４）商業の振興

来街者にとって、憩い楽しめる商業空間づくりを推進するため、中心市街地の

魅力ある商業空間としての再生を図っていくとともに、中心市街地商業において

は、地元商店主の支援・参画のもとＴＭＯ（まちづくり機関）を中心に商店街環

境改善や新たな顧客誘導に努めていく。

また、金木地域の中心部については、フリーマーケット、出張朝市等の誘客イ

ベントの実施やまち中観光と連携した特色ある商店街づくりの推進を図っていく

ほか、魅力ある業種業態の誘致に努めながら地域内での消費活動を高めていく。

（５）工業の振興

これまで、青森ハイテク工業団地漆川の整備並びに積極的な企業誘致活動の推

進に努めてきたところ、製造品出荷額においては、平成元年では３７３億６，２

３４万円であったものが平成９年には、１，５１５億６，１３３万円で県内２位

となり、伸び率では国内有数の高い数値を示したところである。

平成１０年以降、景気の低迷により出荷額は落ち込んではいるが、平成１４年

においても県内３位と依然として上位に位置している。

このことから、企業誘致環境は厳しいものの、引き続き企業誘致に取り組んで

いくとともに、金木地域及び市浦地域についても、地勢的条件に合った企業の立

地促進を図っていく。
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（６）観光物産の振興

基幹産業である第１次産業を取り巻く情勢が依然として厳しく、企業誘致にお

いても長引く景気の低迷により企業の設備投資意欲が減退している等、産業全体

が厳しい環境に置かれている。

このような情勢においても地域の活性化を図っていくため、地域の豊かな観光

資源を活用した名物、特産品の開発を推進していくほか、交流人口の増加による

地域活性化を図るため、観光の産業化に向けて、新市内観光資源等のネットワー

ク化を図るとともに、観光プログラムの積極的な提案を含めた観光客受け入れ体

制の充実整備に努める等、積極的な観光産業の振興を図っていく。

また、「立佞武多の館」については、新市観光の玄関口及び広域観光の拠点と

して情報発信機能の充実を図っていくこととし、津軽国定公園「十三湖」と国指

定史跡「十三湊遺跡」やタラソテラピーを有する市浦地域については、「歴史と

癒しの郷づくり」を進めていく。

（７）津軽半島観光の振興

金木地域においては、芦野公園、太宰治の人文資源、斜陽館、津軽三味線発祥

の地、三味線会館や物産館といった津軽半島の中でも有数の観光資源を有してい

ることから、これまで、県外からの観光客の受け入れ等に際しては、津軽半島観

光の玄関口として機能してきたところである。

今後とも、より一層、津軽半島観光の中心性を高めるため、「立佞武多の館」

等の新市内の観光資源との有機的なネットワークの構築はもとより、津軽半島観

光の拠点施設整備を計画的に推進していくほか、通年滞在型観光の振興、観光就

労の場づくり等の施策についても計画的な取組みを進めていく。

（８）有機質生物資源の導入・活用

本地域の基幹産業である第１次産業やその加工製造過程における生産物は、有

機質生物資源として、近年新たに着目されている資源である。この有機質生物資

源は、第１次産業の高度化や資源循環型産業への移行を可能とするとともにエネ

ルギー供給源にもなる等、多目的かつ総合的な活用が可能な資源であることから、

その導入及び活用について計画的に検討を進めていく。

（９）雇用対策の充実

長期に亘る景気の低迷により完全失業率が４％を超える等雇用環境は非常に厳

しい状況になっており、特に津軽西北五地域は、全国でも厳しい状況に置かれて

いる。

このため、「青森職業能力開発短期大学校」や「五所川原市民学習情報センタ
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ー」等の機関を活用した職業能力の開発向上に努めるとともに国、県、関係団体

との連携を深めながら地域産業の活性化を図り、雇用の創出に努めていく。

また、企業間の連携や異業種交流の促進、新たな商品開発や就業機会の拡大に

資する基盤整備の推進を図ることにより、経営の健全化やベンチャー企業の設立

育成環境の整備を進め、雇用機会の拡大を図っていく。
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［主要な事業］

（１）農業の振興

・新規農業就労者の確保、生産組織の育成・法人化等の促進

・担い手の育成と活力ある自営業者の養成

・有機農業等高付加価値型農業推進体制の確立

・農業生産基盤の整備及び農道の整備推進

・地産地消体制の充実と農産加工・地域交流型農業の推進

・バイオマス堆肥センターの整備

（２）漁業の振興

・漁港整備の促進等漁港機能の充実強化

・水産資源に係る増養殖事業の拡充

・水産鮮度保持施設の整備

（３）林業の振興

・水資源の涵養、保全

・森林保全育成事業の推進

・地元木材や特用林産物の活用等による特産品の開発

・林道の整備

・「（仮称）やすらぎの森」整備の検討

（４）商業の振興

・ＴＭＯ（まちづくり機関）設立の検討及び支援

・（仮称）中心市街地消費者交流施設の整備

・まち中観光と連携した商店街環境整備並びに空き店舗活用による既存商店街の

再生促進

・異業種交流の促進等既存企業の育成強化及び企業支援体制の確立

・地場企業活性化事業の推進
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（５）工業の振興

・企業誘致の促進

・農産物資源活用型企業の誘致

・工業団地の環境整備並びに工業用水の安定確保

・工業団地内土地利用の促進

（６）観光物産の振興

・「（仮称）ふれあいの丘」整備の検討

・グリーンツーリズムの振興とため池群活用方策の検討

・観光コンセプト及び開発整備方針の確立

・観光施設の整備及び情報発信機能の充実と観光資源ネットワーク整備の推進

・観光イベントの強化充実及び新イベント創出の促進

・特産品の開発、物産直販体制の確立

（７）津軽半島観光の振興

・斜陽館等主要施設周辺環境の整備

・津軽半島観光拠点施設の整備

・滞在型観光施設及び観光ルートの整備

（８）有機質生物資源の導入・活用

・バイオマス総合戦略計画の策定及びバイオマスプラント等の整備

・有機農業基盤の整備及び有機農産品二次加工技術の開発

・バイオマスエネルギーの活用検討

（９）雇用対策の充実

・就労の場の確保及び就業機会の拡充

・職業能力開発の推進

・就労相談等雇用対策施策の充実及びインターンシップ事業の推進
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４．次世代に誇りをもって引き継ぐまち ．．．．．都市基盤の整備

［重点的に取り組む視点］

○ 中心市街地の再生に努め、多彩な都市機能の充実と都市基盤の整備を図ること

で、地域の生活上必要とされる都市的サービスの提供を可能にするとともに、次

世代に社会資本として胸を張って引き継ぐことができる快適で魅力のある市街地

形成を推進していく。

また、それ以外の市街地においても、快適な生活環境と都市的サービスの提供

を図るため、魅力ある市街地の形成を図っていくとともに、過疎化が進んでいる

周辺地域等についても「地域活性化支援事業制度」の確立と事業の推進を図り、

コミュニティの維持及び活性化を図っていく。

○ 中心市街地は、交通の要衝に位置したことで、今日まで、鉄道、路線バス等の

交通ターミナル機能が発達し、都市の発展に寄与してきたところである。近年、

モータリゼーションの進展に伴い公共交通基盤の弱体化が顕著になっているが、

住民生活上、最低限の移動を確保すべく、その再構築を図っていく。

○ 中心市街地への交通アクセス性や圏域内交通ネットワーク機能の強化を図るた

め、高規格幹線道路等の高速交通体系をはじめ、旧市町村間を連絡する幹線道路

等の整備を推進する。

○ ＩＴ革命と呼ばれる情報通信体系の飛躍的な発展により、経済、産業そして個

人の生活にいたるまで、大きな変革をもたらすとともにインターネットは情報ツ

ールとして行政、経済及び日常生活の各活動において必要不可欠なものとなって

いる。このため、公共施設のＩＴ化の促進等地域情報基盤の整備を推進するとと

もに、情報教育の推進、情報の地域間格差の是正等に努めていく。

（１）中心市街地の整備

魅力的な中心市街地の整備を図るため、「立佞武多の館」を利活用し、まちづく

りの拠点として、地域活動や産業振興の誘導に努めるほか、大町二丁目地区におけ

る「都市再生土地区画整理事業」を推進し、魅力ある市街地環境の形成と商業集積

地としての再編整備、機能向上に努めていくとともに、ＪＲ五所川原駅前地区につ

いても駅前広場、駅東西連絡機能等の機能向上や面的整備について計画的に整備を

進めていく。
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また、金木地域及び市浦地域の市街地・基幹的集落についても、整備の基本方向を

確立したうえでバリアフリーに配慮しながら市街地内道路、商業環境、住環境等の整

備を計画的に進め、個性ある快適な市街地形成を図っていく。 

（２）都市計画道路の整備

都市計画道路は、市街地の諸機能を連絡し、市街地の骨格を形成する重要な道路で

ある。市街地内の交通循環機能の向上、都心内道路交通の円滑化や市街地防災上の観

点からも計画的に都市計画道路の整備促進に努めていく。 

（３）主要幹線道路等の整備

国道３３９号をはじめとする国・県道の改良、バイパス整備等の促進について、積

極的な働きかけを行うとともに、支所、公共施設間の連絡等旧市町村間を結ぶ主要な

道路の整備を推進していく。 

また、当圏域の重要路線である「津軽自動車道」については、整備計画区間（柏浮

田道路）の整備促進と浪岡インターチェンジ付近に残る基本計画区間の整備計画区間

への早期格上げについて要望していくとともに、県都青森市との通年での円滑な交通

を確保するため、金木地域と青森市とを直結する主要な路線である県道屏風山内真部

線の整備促進について県に強く要望していく。 

（４）電線類の地中化等の推進

魅力ある都市景観や良好な住環境の形成、また、「立佞武多」の運行経路の確保を

図るため「無電柱化推進計画」に基づき、市街地内の基幹的街路について電線類の地

中化等を推進していく。 

（５）堰の統廃合の推進

中心市街地の長年の課題である堰の統廃合については、雨水幹線の整備促進や国直

轄による消流雪用水導入事業、国道の融雪溝整備等により段階的に改善されてきてい

るが、今後とも引き続き事業の整備促進を図り、快適な市街地生活環境の整備確保を

図っていくとともに魅力ある親水空間としての再生を図っていく。 

（６）公共交通の維持・確保

住民に対する都市的サービスを提供していくうえでは、必要な最低限の移動の確保

を担保することが不可欠であるため、圏域を結ぶ広域的幹線的なバス路線の維持確保

はもとより、新市内を運行する路線バスについても、その効率的かつ効果的な運行を

図りながら住民の生活の足の確保に努めていく。 
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また、新市の誕生により新市内の基幹的公共交通としての役割が期待される津軽

鉄道についても、関係市町村との連携を図りながら、その維持存続に努めていく。

（７）情報通信基盤の整備

ＩＴ（情報通信技術）時代に対応する高度情報通信体系整備等を進め、住民生活

の利便の向上や情報技術を活用した産業の振興を図るため、さらには、情報通信技

術を活用した新市における行政サービス充実を図っていくため、公共施設のＩＴ化

を推進していくほか、地域情報通信基盤の整備を図っていく。
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［主要な事業］

（１）中心市街地の整備

・都市再生土地区画整理事業の実施

・土地区画整理事業の実施による良好な住区の形成

・都市計画の適正な実施による都市の秩序ある整備の推進

・都市公園の整備

・中心市街地内駐車場の整備

（２）都市計画道路の整備

・都市計画道路の計画的整備

（３）主要幹線道路等の整備

・市町村道の整備促進

・国道及び県道の整備促進

・津軽自動車道の整備促進

・県道屏風山内真部線の整備促進

（４）電線類の地中化の推進

・市街地における電線類の地中化

（５）堰の統廃合の推進

・中心市街地内堰の統合整備
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（６）公共交通の維持・確保

・路線バス維持確保方策の推進

・津軽鉄道の維持存続及び活性化対策の推進

・地域交通計画の策定

・行政連絡バスの導入検討

（７）情報通信基盤の整備

・地域情報化計画の策定

・公共施設ＩＴ化の促進

・電算処理システムの統合及びネットワーク化

・庁内ＬＡＮの整備

・行政情報コールセンター設置

・情報格差是正支援
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５．心豊かでたくましい人づくり ．．．．．教育文化の振興

［重点的に取り組む視点］

○ 心の豊かさを育むゆとりの教育とともに、良好な教育環境の整備を進めながら

基礎学力の習得、基礎応用力の研鑽に努め、知、徳、体の全人的な人格の形成を

図り、時代を担うたくましい人材の育成に努めていく。

○ 個人の価値観の多様化に伴う生涯学習・スポーツ等の需要の高まりに対応する

ため、生涯学習施設の整備・充実や学習機会の提供、スポーツ施設の整備・充

実に努めていく。

○ 社会経済情勢の急激な変化とともに、ますます多様化・複雑化する傾向にある

青少年問題について、家庭教育の充実を図るとともに健全な社会環境づくりに努

めながら青少年の健全育成を図っていく。

○ 地域文化の継承と文化芸術活動の推進を図るため、歴史遺産や指定文化財の整

備を行い、住民の触れあう機会の創出に努めていく。

また、地域の伝統芸能について触れあう機会の創出を図るとともに、継承者の

育成等について支援を行っていく。

（１）学校教育の充実

次代を担う子供たちが、優れた知性とたくましい実践力のある人間に育つよう努

めるとともに、「総合的な学習の時間」の充実等による地域に根ざした特色ある学

校づくりを推進していく。

（２）教育環境の整備

老朽化が顕著である小・中学校については、少子化への対応等も視野に入れ、通

学区域の見直し、学校施設の適正配置及び通学路の安全確保やスクールバスの運行

等について検討しながら、老朽校舎の建替え・改修等を計画的に進め、良好な教育

環境の整備・充実を図っていく。

また、学校給食センター施設については、学校施設の配置状況等を踏まえながら、

老朽化が顕著である施設の建替整備も含め、新市における管理運営について検討整

備を図っていく。
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（３）生涯学習環境の充実

成熟社会の到来とともに、個人の価値観が多様化し、生きがいや社会貢献等から

生涯学習需要はますます高まり、学習の範囲も多岐の分野に拡大する傾向にある。

このため、個々の学習意欲に応じた学習プログラムの整備とともに、公民館・コ

ミュニティセンター、図書館等の生涯学習の場となる施設の機能の充実及びネット

ワーク化を図りながら、学習機会の提供等生涯学習環境の充実に努めていく。

（４）青少年の健全育成

少子化や核家族化の進展による家庭の教育力の低下が危惧されている中で、社会

経済情勢の急激な変化とともに、青少年問題は、ますます多様化・複雑化する傾向

にある。

このため、家庭教育の充実を図るとともに健全な社会環境づくりや子育てサポー

ト体制の充実に努め、地域ぐるみで青少年の健全育成の推進を図っていく。

（５）スポーツ活動の推進

健康づくりや余暇時間の増大等により住民のスポーツに対する関心は高まる傾向

にあり、スポーツは、体力の保持・増進のみならず団体行動や人と人との交流の中

から心の健康や生きがいを見い出す等多面的な効用を持つことから、スポーツ施設

の整備、充実や体育祭など各種スポーツイベントの実施に努め、新市におけるスポ

ーツ振興を図っていく。

また、総合型地域スポーツクラブ設立促進など、住民が利用しやすい施設運営方

法についても検討していく。

（６）文化の振興

新市には、太宰治の生家、旧平山家住宅、須恵器窯跡群、中世国際港湾都市十三

湊遺跡といった多数の指定文化財や無形民俗文化財、虫送りなどの伝統行事、立佞

武多や郷土芸能等といった独自の豊かな文化を有している。

このため、専門職員の充実等を図り、歴史遺産等文化財の適切な保存、保護に努

めていくとともに文化財についての学習機会の提供を図っていく。

また、住民が地域の伝統文化・郷土芸能等を体験し、触れあうことのできる機会

の創出に努め、伝統文化の継承に努めていくとともに、世代や分野にとらわれない

住民の自主的な芸術文化活動の展開を図る等地域の文化の振興を図っていく。
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［主要な事業］

（１）学校教育の充実

・通学区域の見直し、学校施設の適正配置の検討

・スクールバスの運行

・地域に根ざした特色ある学校づくりの推進

・地域と一体となった開かれた学校運営の推進

（２）教育環境の整備

・老朽化した小、中学校校舎等施設の計画的な整備、耐震化整備の推進

・グラウンド等学校周辺環境の整備

・学校施設の適正配置に対応した給食センターの整備及び運営体制の確立

・学習資源のデジタル化の導入

・少子化、過疎化に対応した教育環境の整備

・幼児の教育環境の整備

（３）生涯学習環境の充実

・生涯学習施設の整備、公民館等施設のネットワーク化促進

・図書館の機能拡充及びネットワーク化の促進

・コミュニティセンターの利用及びネットワーク化の促進

（４）青少年の健全育成

・子育てサポート体制の充実

・青少年健全育成運動の推進

（５）スポーツ活動の推進

・スポーツ施設管理運営体制の再構築
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・スポーツ施設の整備充実

・体育祭等スポーツイベントの実施

（６）文化の振興

・ふるさと学習活動機会の提供

・地域の文化芸術活動の振興及び文化芸術団体の育成

・伝統文化の保存及び伝承活動の推進

・歴史、文化遺産の保存及び整備の推進

・歴史文化の拠点整備

・専門職員の充実による歴史・文化遺産の適正な管理及び学習機会の提供
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６．共に支え合う開かれたまち ．．．．．参画と協働

［重点的に取り組む視点］

○ 地方分権時代に対応するため、効率的で機動的な組織・機構の構築や行財政基

盤の強化を図るほか、参画と協働のまちづくりの推進、地域のコミュニティの維

持存続を図っていく。

○ 新市においては、現庁舎の活用等による本庁舎、支所の再配置を行う等機能の

充実を図り、新市の均衡ある発展を図っていくとともに、住民の声が届きやすい

仕組みを構築していく。

○ 少子高齢化が急速に進む中で、社会全体の活力の維持を図るため、個性と能力

を十二分に発揮できるよう男女共同参画社会の推進を図っていく。

○ 活発な交流による地域活力の創出を図るため、これまでの交流実績を踏まえ、

国内の市町村との地域間交流を推進するとともに、新市の一体性を図るため、地

域内交流に取り組んでいく。また、合併市町村振興基金積立事業による地域住民

連帯強化に努めていく。

（１）行財政運営の効率化と市民参加の促進

地方分権時代に対応するため、効率的で機動的な組織・機構の構築を図るととも

に積極的な行財政改革を推進し、行財政基盤の強化を図る。

財政面においては、新市建設に係る事業効果等を総合的に勘案し、限られた財源

の計画的かつ効率的な執行に努めていく。

また、官民連携の施策の展開を図り、市民参加を促進していくため、情報公開の

徹底と広報広聴活動の充実に努めるほか、行政手続の一層の透明化を図り、参画

と協働のまちづくりの推進を図っていく。

さらに、地域のコミュニティの維持存続を図るため、住民主体のコミュニティ活

動に対する支援及び情報の提供を図っていくほか、幅広い住民のボランティア活動

への支援やＮＰＯ法人活動との協働に努めていく。

（２）行政体制の整備

新市においては、現庁舎の活用等による本庁舎、支所の再配置を行うとともに、

支所については総合支所としての機能の充実を図り、新市の均衡ある発展を図っ
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ていく。また、地域審議会の設置等、住民の声が届きやすい仕組みについてもその

構築を図っていく。

（３）男女共同参画社会の確立

少子高齢化が急速に進む中で、社会全体の活力の維持を図るため、男女が互

いにその人権を尊重し、個性と能力を十二分に発揮できる社会を創造していくため、

男女共同参画社会の推進を図っていく。

（４）地域間交流の推進

これまでの実績を踏まえながら、国内市町村との交流を推進し、多様で活発な交

流の中で、地域活力の創出を図っていく。

また、行政のみならず住民間の交流を推進していくため、交流活動を推進する住

民団体の設立や育成、交流活動への支援を図っていく。

（５）地域住民の連帯強化

新市においては、合併市町村振興基金の造成を行うとともに、この運用益を活用

した新市における旧市町村を単位とした基礎的な活力の創出や新市の一体感の醸成

に資するソフト事業を実施し、新市における地域住民の連帯強化に努めていく。
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［主要な事業］

（１）行財政運営の効率化と市民参加の促進

・情報公開の徹底及び広報広聴活動の拡充

・行財政改革の推進と健全な財政基盤の確立

・コミュニティ活動に対する支援

・ボランティア活動への支援及びＮＰＯ法人との協働

（２）行政体制の整備

・本庁舎分館の整備

・支所の再配置及び総合支所機能の充実

・地域審議会の設置

（３）男女共同参画社会の確立

・新市男女共同参画社会基本計画の策定

・男女共同参画社会推進体制の整備

・男女共同参画に係る情報並びに学習機会の提供

・行政委員会等への女性の積極的な登用

・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護」の取組みの推進

（４）地域間交流の推進

・地域間交流事業の実施

・住民交流団体の育成及び交流活動に対する支援

（５）地域住民の連帯強化

・合併市町村振興基金の積立て

・合併市町村振興基金運用益を活用したソフト事業の実施
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Ⅵ．新市における県事業の推進 

１．青森県の役割 

青森県は、新市の一体性を高め、均衡ある発展を図るための事業を支援・推進する 

ため、幹線道路の整備、河川改良、農業生産基盤整備、漁港整備、砂防事業等の基盤 

整備に取り組んでいくこととしている。 

２．新市における青森県の事業 

（自然環境の保全） 

・治山事業（生活環境保安林整備事業）

・十川広域河川改修事業

・旧十川広域河川改修事業

（地域産業振興基盤） 

・県営かんがい排水事業（岩木川左岸、岩木川左岸２期地区、福舘放地区）

・県営基幹水利施設補修事業（第３西津軽地区）

・県営地域水田農業支援排水対策特別事業（長富地区）

・緊急農地集積ほ場整備事業（相内地区）

・ため池等整備事業（大泊地区、白山地区、外ヶ沢地区）

・ふるさと農道緊急整備事業（中泉地区、金木町南部地区、今泉実取地区）

・市浦地区広域漁場整備事業

・十三地区地域水産物供給基盤整備事業（特定漁港漁場整備事業）

（道路の整備） 

・国道３３９号道路改築事業（今泉～太田工区）

・主要地方道屏風山内真部線道路整備事業

（その他） 

・新市人材育成支援事業
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Ⅶ．公共施設の統合整備

公共施設統合整備の基本的考え方については、次のとおり整理する。

○ 小・中学校や保育所、幼稚園等の育児・教育施設については、少子化や地域の特

性を考慮しながら、今後のあり方を検討するものとする。

○ 福祉施設、スポーツ施設等の各種公共施設の統合整備については、住民生活に急

激な変化を及ぼさないよう十分配慮し、地域の特殊性やバランス、さらには新市の

財政事情等を考慮しながら公共施設の整備や統合等について逐次検討していく。

○ 合併に伴い支所となる旧役場庁舎等については、住民窓口サービスの低下を招か

ないよう十分配慮し、電算処理システムのネットワーク化等必要な機能の整備を図

る。

なお、新市の庁舎については、当分の間、旧庁舎を活用するものとするが、庁舎

機能の拡充等により新庁舎の必要性等の是非を含めた将来の方向性については、住

民利便性等の必要に応じ、新市において検討するものとする。
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Ⅷ．財政計画 

１．基本的考え方 

 財政計画は、平成１７年度から令和６年度までの２０年間について、健全な財政 

運営を行うことを基本として、歳入・歳出の各項目ごとに過去の実績や今後の国・県 

の方針及び財政支援措置等を考慮することにより、普通会計ベースで策定する。 

２．主な項目の推計条件 

〔歳入〕 

①地方税

市税は、現行制度を基本として過去の実績及び将来人口推計を考慮して見込んで

いる。 

②地方交付税

普通交付税については、普通交付税の算定の特例（合併算定替）及び合併に係る

交付税措置額等を見込んでいる。 

③分担金及び負担金

分担金及び負担金については、過去の実績を考慮して見込んでいる。

④国庫支出金、県支出金

国庫支出金及び県支出金については、直近の国、県の方針及び財政支援を考慮し

て見込んでいる。 

⑤地方債

地方債については、新市建設計画における主要事業の実施に想定される地方債及

び合併特例債を見込んでいる。 



- 71 -

〔歳出〕

①人件費

人件費については、合併後、退職者の補充を抑制することにより、一般職職員の

削減及び合併による特別職職員の減を見込んでいる。

②扶助費

扶助費については、過去の実績及びに老年人口推計を考慮して見込んでいる。

③公債費

公債費については、これまでに借り入れた地方債に係る償還予定額に、今後の借

り入れ予定の地方債に係る償還見込み額を加算して見込んでいる。

④物件費

物件費については、合併による事務経費の減を見込んでいる。

⑤補助費等

補助費等については、過去の実績及び合併による効果を見込んでいる。

⑥積立金

積立金については、新市の振興のための「合併市町村振興基金」への基金積み立

てを見込んでいる。

⑦繰出金

繰出金については、国民健康保険事業、老人保健事業、介護保険事業等への繰出

金を見込んでいる。

⑧普通建設事業費

普通建設事業費については、新市建設計画に位置付ける主要事業及びその他新市

において必要な普通建設事業を見込んでいる。
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３．財政計画 

普通会計財政計画

〔歳入〕 (単位：百万円)

区　　分 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

地 方 税 4,971 4,942 5,356 5,532 5,227 5,145 5,221 5,139 5,262 5,155 5,069 5,148 5,190 5,159 5,139 5,039 4,912 4,850 4,775 4,651

地 方 譲 与 税 等 1,401 1,565 1,101 1,052 1,018 1,040 968 887 895 969 1,375 1,252 1,295 1,360 1,461 1,604 1,609 1,615 1,621 1,628

地 方 交 付 税 10,475 10,323 10,628 10,848 11,154 11,935 12,278 12,016 11,646 11,490 11,617 11,340 11,390 10,992 11,116 11,275 11,382 11,472 11,608 11,721

分担金・負担金等 830 764 790 793 761 759 744 738 756 718 527 490 496 490 428 421 420 420 420 420

国 ・ 県 支 出 金 5,207 5,599 4,781 6,188 6,724 6,755 6,593 6,876 6,326 6,849 7,758 7,673 7,196 7,853 9,310 7,766 7,815 7,548 7,779 7,591

繰 入 金 748 582 383 239 184 115 1,207 736 725 827 407 916 1,365 1,000 815 295 201 202 256 340

地 方 債 2,770 3,738 1,801 1,934 3,673 4,800 5,237 6,340 9,715 3,888 5,952 4,094 7,747 2,897 4,900 4,137 2,726 2,307 3,243 2,016

そ の 他 歳 入 1,203 1,202 1,325 604 1,791 611 744 744 725 844 627 803 742 855 709 600 600 600 600 600

歳 入 合 計 27,605 28,715 26,165 27,190 30,532 31,160 32,992 33,476 36,050 30,740 33,332 31,716 35,421 30,606 33,878 31,137 29,665 29,014 30,302 28,967

〔歳出〕 (単位：百万円)

区　　分 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

人 件 費 4,484 4,353 4,043 3,862 3,917 3,964 3,926 3,773 3,596 3,620 3,422 3,386 3,373 3,198 3,202 3,657 3,626 3,618 3,582 3,590

扶 助 費 4,792 4,827 4,952 5,034 5,349 6,314 6,621 6,777 6,777 7,268 7,366 7,978 7,760 7,792 7,890 7,990 8,023 8,050 8,078 8,100

公 債 費 4,407 4,612 4,769 4,949 4,867 5,038 4,854 4,815 4,642 4,799 4,697 4,654 4,818 4,645 4,621 4,793 4,869 4,841 4,996 5,057

物 件 費 2,146 1,971 2,312 2,329 2,649 2,814 3,012 2,801 2,985 3,001 3,142 3,273 3,147 3,235 3,533 2,829 2,836 2,879 2,846 2,822

維 持 補 修 費 631 267 368 364 482 756 953 843 614 775 714 619 796 611 628 568 568 568 568 568

補 助 費 等 4,046 4,012 3,566 3,389 4,452 3,795 6,327 5,384 5,364 3,954 4,107 3,942 4,039 4,278 4,591 5,077 3,740 3,765 4,021 3,821

積 立 金 7 7 7 69 527 503 507 539 106 159 129 75 205 242 209 100 100 100 100 100

繰 出 金 2,373 2,499 2,517 2,800 2,937 2,903 2,337 2,406 2,320 2,422 2,580 2,482 2,530 2,431 2,472 2,433 2,460 2,492 2,525 2,555

繰 上 充 用 金 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

普 通建設事業費 3,700 5,731 2,835 2,776 4,299 3,870 2,285 3,523 3,027 3,662 5,905 4,175 7,904 3,053 6,244 3,123 2,928 2,172 3,095 1,863

そ の 他 歳 出 536 504 385 151 408 505 1,169 1,873 5,944 591 450 335 337 376 488 479 458 487 491 491

歳 出 合 計 27,122 28,783 25,822 25,723 29,887 30,462 31,991 32,734 35,375 30,251 32,512 30,919 34,909 29,861 33,878 31,049 29,608 28,972 30,302 28,967

※平成17年度から平成30年度までは決算額、令和元年度以降は決算見込額。
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