新 町 建 設 計 画
( 平 成 2 6 年 1 2 月 改 定 )
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ĦƑħýܽૈ͆
¸ࡆۤଭ½ஔյƶ ' ଭƷ¹ೄশનϱਕƓǑ༝இƳǊ¹ޤډ¹ؐА½൫
Ҡ¹িԩƶƯǊ؊ƌڤƻƬƕǚƟƮƕǆƟƧº
¸ฯ࠲ '' ైƶࠅরଭরࠍ݉ƳǐǒஔյƷŒȰǚݜ൮ƟƮরǚࠍ݉¹ࡆ
ۤƷฯ࠲ (* ైƳଭরǚࠍ݉ƟࡆۤଭưƲǒ¹۔ƳࠛƫƮƌǆơƔ¹ƛǔǆƯ
ƶ༝இډЅƓǑ¹ƥǔƦǔƶ૰Џࢨภƶ܉໙ƔԩದƳ݉Ǘǔ¹૰ЏƶГઑՕƶ
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¸ƟƓƟ¹ైؼƶ૰ධൟڹƶॳ¹ࣺࠃ½ݗ༛ҠࡡӔƶॳக¹ێƟƌশीؒ
ưƛǔǑƳപঘơǓॠƧƲ݉শӀભǀƶઓ҃ƲƱ¹ࠅଭǚࡷǒՋƗգ؈Ɣપƕ
ƗҠƟƮƕƧƛưƓǑ¹ࣸີưǊࡐƶݗƌ݉শǰÓȎǴƶЄ½ܕरƶԏඐư
শ֏ƶԏ໔ƔইǔǓǊƫưǊܑƲࡹ૫ưƟƮ¹ࠅଭݜ൮ƔڸƝǔǓƛ
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ƶೆ϶Ʒ¹ଭƶདǚѠƐƮܢЏஇƳகӬƝǔƮƌǆơº
¸ǆƧ¹ࢨภƶȆÓǵǊંບҠ½ݗஶҠǚ੶ƙƮƒǒ¹றࠅ֏ǌিԩգ؈¹ൔ
ࠔ¹ؐА¹߫أƶࢨภিԩǚࡷǒՋƗບÐƲൟƳƒƌƮǊ¹ǆơǆơܢЏஇ
ƲࡷǒਭǇƔഁưƲƫƮƕǆƟƧº
¸ƛƶǐƎƲƛưƓǑ¹ōଭƶ݉শƔГઑưƲƫƮ؊Ʋ݉শӡԘưܑ໓இ
Ʋ݉শƶфщƳவǉ¹ܢЏஇࠜƳ໔Ʃ¹ǐǒࢩࡑƟƧƕǉެƓƲࢨภǰÓȎ
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ӔƶॳகǌݗஶऻඦҠࡡӔƳஇԏƳઓ҃ơǓƧǉƳǊশ֏ƶ؊ҠƔࢲƲӀ
ભưƲƫƮƕǆơº
¸Гධ¹ࢨภƳॱؼƲ݉শƷ૰ධ࠺࠲ઑƔࡶઑஇƳࡑࠍƟƮƌƓƲƙǔƸƲǑƲ
ƌưƌƎ૰ධൟڹƶࢀࠎǚǆƐ¹࠺࠲ઑƶǐǒГƶ݉শౖƶܕरƔמǉǑ
ǔƮƌǆơº
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このためには、２町村が合併し地方分権の担い手として、行政サービスの向上
に努めるとともに効率的な行財政運営と行政能力の強化を図り、自治能力の高い
新町を築いていかなければなりません。
また、単独の町村では効果的な展開が難しかった、東北新幹線七戸十和田駅の
開業や上北自動車道及び下北半島縦貫道路等の整備による都市計画や地域開発も
合併によって可能となり、都市機能の充実や地域産業の集積化など、地域の活性
化に大きなインパクトを与えることができます。
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計画策定の方針

（1） 計画の趣旨
ࠉࡇࡢィ⏬ࡣࠊྜే≉ἲ➨᮲ᇶ࡙ࡁࠕᡞ⏫࣭ኳ㛫ᯘᮧྜే༠㆟ࠖࡀసᡂ
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᡞ⏫ኳ㛫ᯘᮧࡢྜేᚋࡢ㨩ຊ࠶ࡩࢀࡿ᪂⏫ࢆ㐀ࡍࡿࡓࡵ
ࡢᇶᮏ᪉㔪ࠊࡇࢀᇶ࡙ࡃࡲࡕ࡙ࡃࡾィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋࠊࡑࡢᐇ⌧ࢆᅗࡿࡇࡼ
ࡾࠊᡞ⏫ኳ㛫ᯘᮧࡢ㏿ࡸ࡞୍యࢆಁ㐍ࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢᆒ⾮࠶ࡿⓎᒎఫẸ
⚟♴ࡢྥୖࢆᅗࢁ࠺ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ

（2） 計画の構成
ࠉࡇࡢィ⏬ࡣࠊᡞ⏫ኳ㛫ᯘᮧࡢྜేᚋࡢ㨩ຊ࠶ࡩࢀࡿ᪂⏫ࢆ㐀ࡍࡿࡓࡵࡢ
ᇶᮏ᪉㔪ࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾィ⏬ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ⟇ࠊබඹⓗタࡢ㐺ṇ㓄⨨ᩚ
ഛཬࡧ㈈ᨻィ⏬ࢆࡶࡗ࡚ᵓᡂࡋࡲࡋࡓࠋ

（3） 計画の期間
ࠉࡇࡢィ⏬ࡢᮇ㛫ࡣࠊᖹᡂ㸯㸵ᖺᗘࡽᖹᡂ㸱㸯ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㸯㸳ࣧᖺᗘࡿ
ࡶࡢࡋࡲࡋࡓࠋ

（4） 計画の留意点
ࠉࡇࡢィ⏬ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿྛ✀ᴗࡣࠊ᪂⏫ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊ
≉㔜せᛮࢃࢀࡿ⟇ࢆ㔜Ⅼ⟇ࡋ࡚ࠊ୧⏫ᮧࡢ㛗ᮇィ⏬ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᴗࢆಶูᴗࡋ࡚ᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡢྛ✀ᴗࠊ≉⟇ࡢ᪉㔪
ࢃࡿᴗᐇ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ๓ࡑࡢෆᐜࢆ⢭ᰝࡍࡿࡶࠊᅜࠊ┴ཬࡧ
㛵ಀᅋయ➼ศ༠㆟ࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡲࡍࠋ
ࠉ࡞࠾ࠊྜేᚋ࠾ࡅࡿࠊࡼࡾヲ⣽ࡘලయⓗ࡞ᴗෆᐜ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂⏫
࠾࠸࡚సᡂࡉࢀࡿ⥲ྜ㛤Ⓨィ⏬ࢆᇶᮏࡋࡓᐇィ⏬ጤࡡࡽࢀࡿࡇ࡞ࡾࡲ
ࡍࡀࠊྛᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊᴗࡢᚲせᛶࠊ⥭ᛴᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ୧⏫ᮧ㛫࡛ᆒ⾮ࡀ
ಖࡓࢀࡿࡼ࠺ఫẸࡢពぢࡶ㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽᐇࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
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第2章
新町の
概 況
（１） 位置と地勢

上北自動車道

新町は、青森県の東部に位置し、東は上北町、西は青森
市に、南は十和田市、北は東北町にそれぞれ接する内陸部
の町となっています。
新町には、国道４号が南北に縦断、394号が4号と交差し
て東西に横断しており、また、みちのく有料道路で青森市
と結ばれているほか、主要地方道や県道が放射線状に近隣
町村に延び、広域交通条件に恵まれた地域といえます。
更に、新町のほぼ中央に東北新幹線七戸十和田駅の開業
や上北自動車道及び下北半島縦貫道路等が整備されるなど
交通の要衝地域となり、地理的条件から一体的な県土整備
の要となることができます。
地勢を概観しますと、西側一体は広大な国有林野で、標
高1,000ｍを超える八甲田山系が連なり、山麓から東に伸び
る丘陵は高低差が少なく、広大な水田地帯を形成していま
す。

（２） 気

七戸十和田駅

候

新町の気象は、一年を通じて変化が激しく、なかでも6月、7月には霧雨を伴っ
たヤマセ（北東風）のため気温の低い状態が続き、夏は短く、11月から4月にかけ
ては北西の強い季節風が吹き、曇天、降雪の日が多くなっています。
気温は、平成23年の平均で約10.5℃、最低気温は−13.5℃、最高気温は35.5℃を
記録しています。降水量は約1,200㎜／年前後で夏季から秋季にかけて多く、春季
は比較的少ない状況となっています。
初雪は平年では11月上旬から中旬に見られ、積雪量は地域によってかなりのば
らつきがあり、平坦部では40㎝から１.5ｍ、地域によっては最深積雪が2ｍを越え
る内陸型の豪雪地帯といえます。

（３） 面

積

新町は、東西約31㎞、南北約26㎞のやや長方形状で、広さは337.23㎢の面積を
有します。
土地の利用区分を見ると、総面積の約65％が山林（219.07㎢）で占められてい
るほか、農用地が78.65㎢、宅地が5.37㎢となっている自然環境が豊かな地域とな
っています。
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（４） 人口と世帯
ࠉᖹᡂᖺࡢᅜໃㄪᰝࡼࡿᡞ⏫ࡢேཱྀࡣே࡛ࠊᖹᡂᖺࡢᅜໃㄪᰝ
ேཱྀࡢேẚ㍑ࡋࠊே㸦ڹ㸣㸧ῶᑡࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉࡲࡓࠊୡᖏᩘࡘ࠸࡚ࡣேཱྀῶᑡࡢ㐍ᒎక࠸ࠊᖹᡂᖺࡢᅜໃㄪᰝ࡛ࡣ
ୡᖏ࡛ࠊᖹᡂᖺࡢᅜໃㄪᰝࡢୡᖏࡼࡾࡶୡᖏῶᑡࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࠉڧேཱྀ࣭ୡᖏᩘࡢ᥎⛣

分

昭和55年 昭和60年

平成2年

平成7年

平成12年 平成17年 平成22年

総 人 口

22,707人 22,342人

21,237人

20,209人

19,357人

総世帯数

5,760世帯 5,850世帯

5,730世帯

5,781世帯 5,938世帯 5,823世帯 5,713世帯

区

1世帯当り人員

3.94人

3.82人

3.70人

3.50人

3.26人

18,471人 16,759人

3.20人

2.90人

㸦㈨ᩱ㸸ᅜໃㄪᰝ㸧

（５） 産業
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□

耕地面積

区
耕
地
面
積

分

平成2年

平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

4,910ha

4,699ha

4,557ha

4,476ha

5,490ha

田

3,783ha

3,554ha

3,557ha

3,203ha

3,206ha

畑

1,096ha

1,121ha

1,049ha

1,272ha

2,269ha

31ha

24ha

14ha

1ha

15ha

樹園地

（資料： 耕地及び作付面積統計）
□

農作物作付(栽培)延べ面積及び耕地利用率

区分

平成2年

平成７年

作付面積

作付面積

単位：㏊

単位：㏊,t

平成１２年 平成１７年
作付面積

作付面積

区

分

平成２２年
作付面積

収穫量

水

稲

3,057

2,967

2,240

2,080

水

稲

2,040

麦

類

36

24

22

2

小

麦

－

かんしょ

66

0

大

豆

102

61

雑

穀

24

11

15

62

そ

ば

61

33

豆

類

270

168

195

164

果

樹

54

41

22

19

野

菜

917

786

620

554

工芸農作物

24

29

桑

2

0

2,461

2,103

107

作付延べ面積
耕地利用率(%)

飼肥料作物
そ

□

の

他

－

－

31

なたね

－

－

分

－

（資料:農作物統計）

29

※平成２２年は、調査区
分が変更となっている。

2,840

2,750

47

84

107

7,030

6,190

6,070

5,760

※かんしょについて、平
成２年はいも類の数値を
掲載している。

95.5

84.8

－

－

81.7
78.9
（資料：農作物統計）

主要家畜飼養戸数・頭羽数

区

11,200

平成2年

平成7年

平成12年 平成17年 平成22年

飼養戸数
2
2
0
6
3
飼養頭数
28
18
16
180
150
飼養戸数
21
15
11
106
90
肉用牛
飼養頭数
470
581
583
9,180
8,965
飼養戸数
7
3
1
8
豚
飼養頭数
805
600
574
2,277
飼養戸数
3
－
－
－
採卵鶏
飼養羽数
10
－
－
－
飼養戸数
－
－
－
ブロイラー
飼養羽数
－
－
－
飼養戸数
－
－
5
馬
飼養頭数
－
－
40
（資料:青森農林水産統計年報、家畜改良関係頭羽数等調査）
単位（平成2年,7年,12年）
単位（平成17年,22年）
飼養戸数：10戸
飼養戸数：戸
飼養頭数：10頭
飼養頭数：頭
飼養羽数：100羽
飼養羽数：千羽
乳用牛
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第3章
主要指標
の見通し
1

人口

（１） 総人口
新町の人口は18,471人（平成17年国勢調査）となり、平成22年は16,759人と
1,712人(△9.3%)減少しています。また、平成32年には14,012人と人口減少社会が
さらに進むと推計されています。
このような現状を踏まえた上で、東北新幹線七戸十和田駅の開業や上北自動車道
及び下北半島縦貫道路等の整備に伴う新たな市街地整備と住宅環境の整備に加え
、新町が位置する地理的条件を考慮した人口減少対策が重要課題となっています
。

（２） 年齢別人口

年齢別人口については、少子・高齢化社会の進展を受け、現在の状況からは人
口増を予測することは困難な状況にあります。特に、生産年齢人口（15〜64歳）
の減少傾向は、結果として市町村民税の減収や地域の消費量の減少を招き、長期
的には地域産業の活力の低下を助長することとなります。
しかし、高速交通体系の圏域に組み込まれることによって、新町は総合的な社
※

会基盤の整備が促され、企業誘致やＵ・Ｉ・Ｊターン施策を積極的に推進するこ
とによって、長期的には若者超過流出の構造が改善され、定住化に伴う人口の社
会増を期待することができます。
老年人口（65歳以上）については、全国的な傾向と同様に増加することが予測さ
れており、平成32年には5,809人と人口の4割を占めるものと推計されます。
※Ｕ・Ｉ・Ｊターン
大都市で暮らす地方出身者が出身地に戻ることを「Ｕターン」、大都市居住者が地方に戻るこ
とを「Ｉターン」、田舎から大都市に出てきた人が中小都市に移住することを「Ｊターン」と
いいます。最近はさまざまな理由から地方都市に移り住むことを希望する人が増えています。

□

推計人口
区

分

平成17年
構成比

平成22年
構成比

平成27年
構成比

平成32年
構成比

平成37年
構成比

年齢別人口

0〜14歳

2,317

12.5

1,949

11.6

1,545

10.1

1,315

9.4

1,090

8.6

15〜64歳

11,261

61.0

9,657

57.6

8,214

53.6

6,888

49.2

5,952

46.9

65歳以上

4,893

26.5

5,153

30.8

5,565

36.3

5,809

41.4

5,651

44.5

18,471

100.0

16,759

100.0

15,324

100.0

14,012

100.0

12,693

100.0

合

計

（資料：H17,H22国勢調査、H27,H32,H37国立社会保障・人口問題研究所）
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（３） 就業人口
就業人口については、新町の基幹産業である第1次産業への従事者が減少し、第
2次・3次産業の就業人口が増加してきています。第1次産業の就業人口の減少は農
業従事者の高齢化と後継者の農業離れが原因と考えられ、逆に第2次・3次産業の
就業人口が増えているのは、若年就業者が第1次産業から移行しているものと考え
られます。
また、失業率は7.4％（平成22年国勢調査）となっており、国の5.1％、県の6.3
％と比較し高い傾向にあります。
地域の活性化を図るためには、産業を育成し、雇用創造を図ることが重要であ
り、魅力ある農林畜産業の基盤整備と経営改善を促進し、加えて、高速交通体系
に組み込まれる地域特性を活かした新たな産業の創出と積極的な企業誘致により
、就業者人口の増加に努める必要があります。

（４） 交流人口
余暇志向の高まり、スポーツ・レクリエーションに対するニーズの多様化、行
動範囲の広域化などにより、地域の各種行事や多彩なイベントに訪れる交流人口
が増加する傾向にあります。
今後、新町の活性化を考えるうえで、この交流人口の増加を更に伸ばしていく
ことが必要となります。近年、交流人口の意味するものは単に、訪れる人の数だ
けで判断されるものではなく、地域の人々への刺激、あるいは楽しみを生み出す
という、交流の質が注目されはじめています。
東北新幹線七戸十和田駅の開業や上北自動車道及び下北半島縦貫道路等の整備
により、都市圏域との時間的距離が短縮され交流人口の増加が期待できますが、
今後、交流の質の向上をもたらすような受け入れ体制の確立が求められます。

２

世帯
世帯数については核家族化の進展に伴い、平成12年の国勢調査では5,938世帯で
、平成7年の国勢調査の5,781世帯よりも157世帯増加していたが、平成22年の国勢
調査では5,713世帯と225世帯減少した。この背景として人口減少が影響しており
今後もこうした減少傾向が続いていくことは十分に予想されます。

□

人口・世帯数の推移（再掲）

分

昭和55年

昭和60年

平成2年

平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

総 人 口

22,707人

22,342人

21,237人

20,209人

19,357人

18,471人

16,759人

総世帯数

5,760世帯 5,850世帯 5,730世帯 5,781世帯 5,938世帯 5,823世帯 5,713世帯

区

1世帯当り人員

3.94人

3.82人

3.70人
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3.50人

3.26人

3.20人

2.90人
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東北新幹線七戸十和田駅の開業や上北自動
車道及び下北半島縦貫道路等の整備に伴う、
地域間及び他市町村とのアクセス道路の整
備が求められる。

８.文化施設・スポーツ施設などの公共施設、都
市施設が点在・偏在しており、個性化や有効
利用が必ずしも充分ではない。

２

将 来 像 を 実 現 する た め の 3 つ の 基 本 方 針
ࠉࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢᇶᮏ᪉㔪ࡣࠊゎỴࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ⏫ᮧࡢศ㔝ࡘࡢඹ㏻ㄢ㢟ࢆ
ཷࡅࠊᖹᡂᖺᗘࢆぢᤣ࠼ࡓࠕࡲࡕࠖࡢᑗ᮶ീ㸦㟷┿㸧ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡶ
ࠊ⏫Ẹ⏫ࡀඹ᭷ࡍࡿࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢ⨶㔪┙㸦ᣦ㔪㸧࡛ࡍࠋ

（1）広域連携型のまちづくり
ࠉྜేᚋࡢᗈᇦⓗࡘࠊ᭷ᶵⓗ㐃ᦠࢆࡶࡗࡓᅵᆅࡢ᭷ຠ⏝ࢆィ⏬ࡋࠊేࡏ࡚ࠊ
⎔ቃ࣭⏕ά࣭⏘ᴗ➼ࡢ⥲ྜⓗ࡞どⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㧗㏿㏻య⣔ࢆど㔝ධࢀࡓ౽
ᛶᐩࡴ㏻ᇶ┙ࡢᩚഛࡉࢀࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ

（2）地域経済自立型のまちづくり
ͤ
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㸦ḟ⏘ᴗ㸧ࡋࡓࠋ
ࠉࠉ

（3）住民参加型のまちづくり
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ࢩࢵࣉ㸦༠ാ࣭㐃ᦠ㸧ࡼࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
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３

基 本 方 針 に 基 づ く、ま ち づ くりの 重 点 施 策
新町のまちづくりにあたって基本方針とした『広域連携型まちづくり』『地域
経済自立型まちづくり』『住民参加型まちづくり』を実現するため、7つの重点施
策を定めます。

（１） 快適で彩りあふれるまちづくり （都市基盤の整備）
①利便性に富む地域間アクセスと交通手段の整備計画
②上北自動車道及び下北半島縦貫道路の整備に伴う、アクセス 道路の整備計画
③東北新幹線七戸十和田駅及び上北自動車道を考慮した新市街地及び他市町村と
のアクセス道路の整備計画

（２） 活力あふれる産業のまちづくり （産業の振興）
①主要農林畜産物のマーケティング計画
②畜産業と農業との連携による循環型農業の構築
③魅力あふれ求心力を持つ商業ゾーンの構築
④「食資源、自然的資源、歴史・文化的資源」を活用した新たな観光資源の創出

（３） 心豊かに安心して暮らせるまちづくり （健康・福祉の充実）
①地域医療拠点としての七戸病院の機能の充実
②不公平感が感じられない福祉行政の充実
③住民参加による福祉活動の機会創出

（４） 自然と調和のとれた快適なまちづくり （生活環境の整備）
①良好な住宅環境の整備計画
②自然的景観、歴史・文化的景観の保全・創出

（５） 豊かな心と文化を育むまちづくり （教育・文化の充実）
①画一化されない地域らしい教育・文化の振興
②地域の歴史・文化の継承及び検証の機会創出

（６） 一体感あふれ魅力あるまちづくり （連携・交流の促進）
①国際交流の充実と、他地域、他分野との交流促進

（７） 町民が参加する活力あふれるまちづくり （住民参加と行財政改革の推進）
①新町民に不便を感じさせない行政サービスの提供
②住民参加の機会拡大
③事務管理の近代化・合理化による行財政改革の推進
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2町村の速やかな一体化の促進に努めるとともに、

第5章
新町の施策

「潤いと彩りあふれる田園文化都市をめざして」を実現するため、新町建設に向けた
3つの基本方針を受け、7つの重点施策を定めました。

また、地域住民の連帯意識の強化や自主的なまちづくり活動を支援していくため、合併特
例債を活用した（仮称）「合併振興基金」の積み立てを行い、地域の一体感の醸成と新町の
一体的な行政サービスの展開に努めます。

さらに、まちづくりの総合的かつ計画的な整備促進と活性化に資す
る28の施策の積極的な展開を図ります。

基本目標

基本方針

重点施策
1.快適で彩りあふれる
まちづくり
都市基盤の整備

﹁

潤
い
と
彩
り
あ
ふ
れ
る
田
園
文
化
都
市
を
め
ざ
し
て
﹂

広域連携型
のまちづくり

2.活力あふれる産業の
まちづくり
産業の振興

施策の方針
（１）道路網の整備
（２）自然環境の保全と活用
（３）水資源の確保及び水道施設の整備
（ 4 ） 生活排水処理施設の整備

（１）農林畜産業の振興
（２）商工業の振興
（３）観光・レクリエーションの振興

個
別
事
業
︵
長
期
計
画
の
個
別
事
業
︶

基盤整備
3.心豊かに安心して暮
らせるまちづくり
健康・福祉の充実

地域経済自立型
のまちづくり
産業振興

4.自然と調和のとれた
快適なまちづくり
生活環境の整備

5.豊かな心と文化を
育むまちづくり

住 民 参 加 型
のまちづくり
健康・福祉、
教育・文化の充実

教育・文化の充実

6.一体感あふれ魅力
あるまちづくり
連携・交流の促進

7.町民が参加する活力
あふれるまちづくり
住民参加と行財政改革
の推進
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（１）保健・医療の充実
（２）地域福祉の充実
（３）対象者別福祉の充実
（４）コミュニティづくりの推進
（１）住宅の整備
（２）河川の整備
（３）公共交通機関の整備
（４）環境衛生の充実
（５）景観形成の推進
（６）防災・交通安全・防犯等の推進
（ 7 ） 情報・通信の整備
（１）学校教育の充実
（２）生涯学習の充実
（３）生涯スポーツの振興
（４）青少年の健全育成
（５）芸術・文化の振興

（１）新町内の連携・交流の促進
（２）国内の連携・交流の促進
（３）国際交流と相互理解の推進

（１）住民参加型のまちづくり
（２）行財政改革の推進
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新しい町がひとつに強く結びつき、地域の活力を維持していくためには、総合
的な道路ネットワークの整備と日常的な生活空間が便利になるような道路環境づ
くりが求められます。
このため、幹線道路網の整備促進や公共施設へのアクセス機能の強化と人に優
しい生活道路の改良促進を図ります。また、豊かな自然環境との調和を保持しな
がら、暮らしを育てる都市基盤を総合的・計画的に整備して、快適で潤いと彩り
あふれるまちづくりを目指します。

新町の経済活性化を推進し、安全で快適な生活を確保するため、広域的なアク
セスの向上をはじめ、将来的な発展動向を展望した道路網の計画的な整備を進め
ます。
基幹道路となっている国道４号、394号のバイパス等の改良工事の促進や、地域
間を連絡する主要地方道、一般県道の整備促進をはじめ、東北新幹線七戸十和田
駅や上北自動車道及び下北半島縦貫道路等へのアクセスを充分考慮した道路交通
体系の確立を国や県に働きかけていきます。
また、住民生活の利便性の向上や産業活動の円滑化を図るため、町道等につい
ては、交通量、公共施設の配置、防災機能、交通安全対策などを考慮し、計画的
な整備の推進に努めます。

□上北自動車道及び下北半島縦貫道路の整備促進の要請
□国・県道の整備促進の要請（国道4号・394号及び
主要地方道・一般県道整備促進）
□町道の整備促進（地域間・公共施設間のアクセス道路の整備）
□町内循環道路及び生活道路の整備促進
□東北新幹線七戸十和田駅・（仮称）天間林（1）インタ
ーチェンジ及び（仮称）天間林（2）インターチェンジ
へのアクセス道路の整備促進
□東北新幹線七戸十和田駅周辺の整備促進
□橋梁の整備
□除雪体制の充実
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ȥÓȮǿÓȥǵțǚୋƠ¹ԩ֡ưดƊƽǔǓǆƩƭƗǒǚ๋ࠉƟǆơº
ĝǫȥÓȮǿÓȥǵțƶ୩־
¸ƓƲ࠺ਘǌƟƌڃհ¹ۛƓƲஞ൫ҠǌॶऻฒƊƽǔǓషऺিԩƲƱ¹றӔƳƷƲƌ
¸ǎưǒưǌơǑƖǚמǉƮ¹ౙƳǎƫƗǒưઝơǓƛưǚ๋இưƟƧ݉º

Ķ܊ݎǻೱࢵķ
ĦƑħýச฿ਾܬդǻࢠՙ
¸ౙأƳƬƌƮƷ¹ౙ૰ƶԏඐ¹ౙ௶חƻౙأພ౬༲ƲƱƶౙأি߫֏
ƶষ೮ǚॳơǓưưǊƳ¹ƌࡹưি߫ࡣઑƶАǌౙأ௬ਭݜưƶ༫ځ
؊ҠƳவǉǆơº
ܮƳ¹ډщ֏ƶԏ໔ǚইǓƧǉ¹໙ୋȦÓȃƶԉࢩǚইǒ¹߫൝ƶȑȤȮ
ȄҠưݗപҦҤ૮ҠǚୋƠ¹ǝǫȥȎǳȈǴƶॳƳவǉǆơº
ǆƧ¹Ɵƌౙڃհ¹ॐƊǓౙ൫ҠǊࠢےưƟƮϳപƙ¹ౙأƶय़ؘ
ǚୋƠ¹ౙ½أিԩ½൫ҠƔГઑҠƟƧดƊǓॠଭƶ੧Ƴவǉǆơº
أƳƬƌƮƷ¹௶¹߁௶أƶি߫֏ƶষ೮ǌॢਭݜưƶ༫ځ؊Ҡǚই
ǒ¹أি߫ԩ௫ƶԩҠǚ੨ॳơǓưưǊƳ¹ࣗܕरƶƧǉƳພ߫൝ƶ
ি߫ǚ੨ॳơǓǃƓ¹ॢǚষ೮Ɵ¹ݦஷƶඐਙǌےᒞຩƲƱॢƶƬќ
இౖ֞ƶܕरư¹ƓƲॢƭƗǒǚॳƟǆơº
૽߫ƳƬƌƮƷ¹૰Ӭದưյද૰ƶԩພǚॳơǓưưǊƳ¹ϩਙƯୢ
ǮǴȃƶࠥǚԏඐơǓưưǊƳ¹ఴພתƶি߫ԉપƳவǉǆơº
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施

策

名

農林畜産業の
振興

主要事業の概要
ڧ㎰ᴗᢏ⾡㧗ᗘࡢ᥎㐍㸦㎰ᴗ㛵㐃ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᙉ㸧
⎔ڧቃಖᆺ㎰ᴗࡢ᥎㐍
ڧሁ⫧タ㸦ሁ⫧┙㸧ࡢᩚഛಁ㐍
ڧ㎰ᴗࣀ࣮࣋ࢱ࣮㸦᪂ࡋ࠸ྲྀ⤌ࡳࢆᚿࡍ⪅㸧ཬࡧ
㉳ᴗᐙࡢ⫱ᡂ࣭ᨭ
ڧ᪂స≀ࡢᑟධཬࡧὶ㏻㈍యไࡢ☜❧࣭ᙉ
㸦ࣈࣛࣥࢻࡢ☜❧㸧
ڧ㎰ᯘ␆⏘≀ࡢຍᕤᢏ⾡ࡢ㧗ᗘཬࡧຍᕤタࡢ
ᩚഛಁ㐍㸦ࠕࢢࣜࢸࢡࣀࣉࣛࢨࠖࡢタ⨨㸧
ڧ㑅ᯝ࣭ண෭࣭෭ⶶタࡢᩚഛ࣭ᣑ
ڧ㎰⏘≀ࡢ≀ὶࢭࣥࢱ࣮㸦≀ὶᣐⅬタ㸧ࡢᩚഛಁ㐍
ڧほග㎰ᅬ࣭య㦂Ꮫ⩦ᆺ㎰ᯘ␆⏘ᴗࡢ᥎㐍
㸦ࢢ࣮ࣜࣥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢᑟධ㸧
ڧ㎰ᆅࡢ㞟✚ಁ㐍ࡼࡿ⤒Ⴀᇶ┙ࡢ☜❧
ڧ㎰సᴗࡢ༠ᴗ⏕⏘⤌⧊ࡢᨭᙉ
ڧᚋ⥅⪅ᑐ⟇ࡢಁ㐍
ڧ᪂つ㎰ᴗ⪅ࡢᨭ
ڧ㎰㐨ࡢᩚഛಁ㐍
ڧ㎰ᴗ⏝Ỉ㊰ࡢᩚഛಁ㐍
⪔ڧసᨺᲠᆅ㸦㐟ఇ㎰ᆅ㸧ࡢά⏝ಁ㐍
ڧᯘ㐨ཬࡧసᴗ㐨ࡢᩚഛಁ㐍
ڧ㝖㛫ఆཬࡧୗสࡾࡢಁ㐍
⏝≉ڧᯘ⏘≀⏕⏘ࡢಁ㐍
ͤ

ڧ㎰␆⏘≀ࡢᆅ⏘ᆅᾘࡢ᥎㐍

ͤᆅ⏘ᆅᾘ
ࠉࠉࠉࠉࠉᆅሙ⏕⏘࣭ᆅሙᾘ㈝ࢆ┬␎ࡋࡓゝⴥ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡘࡲࡾࠊᆅඖ࡛⏕⏘ࡉࢀࡓࡶࡢࢆࠊ
ᆅඖ࡛ᾘ㈝ࡍࡿ࠸࠺ព࡛ࠊᰤ㣴౯ࡢ㧗࠸᪪ࡢ⏘≀ࡀ㣗ࡽࢀࡿࡓࡵࠊᾘ㈝⪅ࡢホ౯ࢆ
ࠉࠉࠉࠉࠉᚓ࡚࠸ࡿࡇࡸࠊᆅᇦ㎰ᴗࡢ⯆ࠊ㣗ᩱ⮬⤥⋡ࡢྥୖ࡞ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊྛᆅ࡛ᵝࠎ࡞
ࠉࠉࠉࠉࠉྲྀࡾ⤌ࡳࡀࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉࠉࠉࠉࠉࢱࣜࡢࢫ࣮ࣟࣇ࣮ࢻ㡑ᅜ࠾ࡅࡿ㌟ᅵࡣྠពㄒ࡛ࡍࠋ

ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
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（2） 商工業の振興
商業については、魅力ある商業空間の形成を図るため、個性と伝統を活かした
既存商店街の振興と地域ごとに都市的機能の充実を図りながら、商業機能の集積
を図ります。
また、東北新幹線七戸十和田駅の開業や上北自動車道及び下北半島縦貫道路等
の整備を視野に入れた新たな商業ゾーンの形成については、既存商店街との調和
を図りながら、新たな商業振興施策の展開を促進します。
工業の振興については、東北新幹線七戸十和田駅の開業や上北自動車道及び下
北半島縦貫道路等の整備によって、新町は地理的条件からも一体的な県土整備の
※1

※2

要となり、環境・エネルギー産業創造特区計画 や新むつ小川原開発基本計画 、
※2

県南・下北地域基本計画 の集積区域に指定され、地域環境融合型新産業の創造拠
点としての可能性も高く、環境・エネルギー関連産業や食品関連産業等の企業誘
致の積極的な推進に努めます。
※1 環境・エネルギー創造特区
地域のポテンシャルを最大限に活かし、環境・エネルギー分野における幅広い実証やノウハウの
蓄積を図り、新たなビジネスや新産業の創出を促進することにより、地域の経済活性化や雇用の創
出を図る。
・地域範囲：八戸市、十和田市、三沢市、むつ市、平内町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、
東北町、六ヶ所村、おいらせ町、東通村
※2 新むつ小川原開発基本計画
むつ小川原開発地区において、環境、エネルギー及び科学技術分野における研究開発機能の展開
と成長産業等の立地展開を図るとともに、森と湖に囲まれた、アメニティあふれる新たな生活環境
を整備し、多様な機能を併せ持つ、世界に貢献する新たな「科学技術創造圏」の形成を進め、むつ
小川原地域の振興を図る。
・地域範囲：十和田市、三沢市、むつ市、平内町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、
六ヶ所村、おいらせ町、東通村
※3 県南・下北地域基本計画
企業立地促進法に基づき、ゼロエミッションシステム、新エネルギー実証研究等の研究成果活用
により、環境リサイクル・エネルギー技術開発の拠点形成を推進するとともに、エレクトロニクス
等先端技術産業の一層の集積を図る。
・地域範囲：八戸市、十和田市、三沢市、むつ市、平内町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、
東北町、六ヶ所村、おいらせ町、東通村、三戸町、五戸町、南部町、階上町
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ݎý܊ý൮

࠲ٟդǻࢠՙ

ݨդǻз
ėࣱӺƶԩҠࠧأƶ੨ॳ
¸áࣱأգ؈ƶষ೮½ݗ༛ࡣƳƟƌࣱӺƭƗǒâ
ėࣱډأщؼનҠƶ੨ॳ
ėࣱأઑƶАࠊѬ½؊Ҡ
ė֬أҫƶАࠊѬƶ੨ॳ
ėॠՓਅѝࢍඈƶষ೮ư۲ພ֞Ӕƶԉપ
ė૰Џգ؈உأ֊ٸݜƶ੨ॳáॠ߫أƶࢽâ
ė໔૰֊أǀƶরஶáٓਡâƶԉࢩ

Ħ1ħýұُĂɬȯɪȨĘȷɧɳǻࢠՙ
¸հ½ȧǪȥǣÓǲȢȮƳƬƌƮƷ¹ǔƧ࠺ਘஇࠢے¹༝½൫Ҡஇࠢے
ǚհࠢےưƟƮܑƳԩພƟƮƌƗƧǉƳ¹ॠՓਅѝǚׯưƟƧॠƧƲհ
ǹÓȮƶٺǚڸơǓưưǊƳ¹հय़ڐؘӋƶ߉୩Ƴவǉǆơº
¸ǆƧ¹ંޟƲǟȔȮȃӬޘƶࢍ૯ư૯อஶƶܕरǚইǓƧǉ¹ંບƲऻඦದॗ
Ƴவǉ¹றࠅڰЏưƶئஇƲ܉໙ǚॳƟ¹ॠƧƲհࠢےƶӬದƳவǉǆơº

ݎý܊ý൮

ұُĂɬȯɪ
ȨĘȷɧɳǻࢠՙ

ݨդǻз
ėհय़ڐؘӋƶ߉୩
ėଭఝհȦÓȃƶষ೮
ėࢪཋۧ½ҟෝವưƶܢЏհȈǾȃȪÓǪҠ
¸ƶٺ
ėઝٸհॳƶƧǉƶࢶಊࠍ০ƶষ೮
¸áҜຮࠍ০ƶԩພâ
ėǟȔȮȃƶ௬ӬޘáȥȧÓӬޘâƶ੨ॳ
¸áळܑүƳǐǓԩҠâ
ė֥հय़߉ؘƶڸáǥȐǲÓǵȮઓ߉â
ėಣܸҫੵ݉ưஔյǻțॢѥƶ༫חځƻ
¸ౖ֞ƶࢩࡑ
ėమ࠰܉ୋઓ߉ƶڸáհǺǪǲÓ½հá࣑Ӗâ
¸ȋǴф݉ƶڸâ
ėհȗȤȮȁǞǝǧǟȄƶАࠊѬ

00

Ɠý࢞ǘǸ̪࢞ǤǳȖǨȘȋǮǲǜȗýĦ٥Ăಕݕǻߪޒħ
ĶӐമೱٖķ
¸ګਙƲࢨภিԩǚࠊƐǓ֏෭Ʒ¹షݵƓǑƶܤګը໊ƳƊǓưƌƐǆơºǆƧ
ࣺࠃ½ݗ༛ҠࡡӔƳƊƫƮƷ¹ࠃƱǊƓǑݗ༛ࡣǆƯিƕƌƕưϩढ़ƟƮඞǑƣ
Ǔিԩգ؈ƭƗǒƔӀભưƲǒǆơº
¸ƛƶƧǉ¹Ќ¹ඐګ¹ൔࠔǰÓȎǴƶГઑҠǚইǒ¹ǐǒંƗƶॶƔϩढ़Ɵ
ƮܤګƲিԩƔƒƗǔǓǐƎƳவǉǆơºǆƧ¹૰ЏࢨภƔࡶઑưƲƫƧǆƩƭ
ƗǒƶॳưࠈƌǌǒƳƊƽǔƧ૰ЏǮȚȠȆȁǞƶٺǚ੨ॳƟ¹ࢨภ࠺ǑƔ
ܤګƶЄ½ॳԩ௫ƳࡷǒਭǇ¹ढ़ƓƳϩढ़ƟƮඞǑƣǓǆƩƭƗǒǚ๋ࠉ
Ɵǆơº

Ķ܊ݎǻೱࢵķ
ĦƑħ
ýĂ͍ัǻߪޒ
¸ܤګƯϩढ़ƯƕǓিԩƶࡑ۔ư¹ЌǰÓȎǴƶܕरǚইǓƧǉ¹૰ЏƳธଆ
ƟƧЌǲǴȁțƶԏ໔ưඐګЌǴǺǾȐƶԏඐƳவǉǆơº
¸ǆƧ¹ຊේઑরǌԇࡾڸ॰ƶࢩࡑǚইǒ¹ࡏഗƶ֛ದۂ¹֛࠲ઑরǚ
ԏ໔ơǓưưǊƳ¹ԇ૰ЏƳ০ƝǔƮƌǓඐګǶȮǺÓ½ൔࠔǶȮǺÓ൵ƻƳ
ཀॶඐࠍګ০ǌൔࠔࠍ০ưƶ༫ځ؊Ҡǚ੨ॳƟ¹ࢨภߣҦƳǐǓ৯ॳஇƲൔࠔǰ
ÓȎǴڰЏƶٺƳவǉǆơº

Ķݨդǻзķ
ݎý܊ý൮

Ă͍ัǻߪޒ

ݨդǻз
ė૰ЏЌȎǳȢȮ߉୩ƶॳ
ė໔ࡆۤഗЦƶౖ֞ƶࢩࡑ
ėԇࡾڸ॰½ܤګ૭ƶॳઑরƶࢩࡑ
ėЌ½ඐ½ګൔࠔƶȈǾȃȪÓǪǲǴȁțƶԏ໔
ėୋЦƶƧǉƶ܉ୋࡹ૫ƶԏඐ
¸
á༲ਅȋǴƶԏඐ½ܢЏǮȚȠȆȁǞȋǴƶф݉â
ėЌ½ൔࠔൟƶ৳๖ҫຩ֞շ০ƶڸ੨ॳ
ėЌরஶƶࢩࡑ
ėඤԨǬǝǲǴȁțƶষ೮

01

Ħƒħý͐ಕݕǻߪޒ
¸૰ЏൔࠔƶࢩࡑǚইǓƧǉ¹ࢫີ¹ōଭƯࡑࠍƟƮƕƧൔࠔࠍ߉ƶຈݜǚই
ǒƲƔǑ¹ݜஇ¹ГઑஇƲൔࠔǰÓȎǴƶܕरƳவǉǆơº
¸ǆƧ¹շ֞ٱշưƶ༫ځǚ؊ҠƟ¹ݗ༛ࡣǌमӳࡣƶӓࡣ܅ƶ֛ದۂƓ
Ǒӓ܅¹ࠊѬƳࠛǓǆƯ¹Ќ½ඐ½ګൔࠔƶ༫ځƶưǔƧǰÓȎǴƶ୲ǚঀ
ੱƓƬГઑஇƳ੨ॳƟƮƌƕǆơºƝǑƳƷ¹૰ЏൔࠔƶࢩࡑǚইǓƧǉ¹ǟȔ
ȮȃӬޘƳǐǓൔࠔϼࡀƶݗຕƳவǉǓưưǊƳ¹ൔࠔȗȤȮȁǞǝƶА½
ࠊѬưൔࠔȈǾȃȪÓǪǲǴȁțƶԏ໔ǚইǒǆơº

ݎý܊ý൮

͐ಕݕǻߪޒ

ݨդǻз
ėൔࠔࠧยࣗưƶ༫ځ؊Ҡ
ėЌ½ඐ½ګൔࠔƶȈǾȃȪÓǪǲǴȁțƶԏ໔
ėળӓ܅ǰÓȎǴ֏ƶࢩࡑ
ėࠍ০ӓ܅ǰÓȎǴ֏ƶࢩࡑ
ė૰ЏൔࠔǶȮǺÓƶౖ֞ࢩࡑư༫ځ
ĝ
ėȋȥǝȐȥÓҠƳǐǓǆƩƭƗǒ
ėൔࠔȗȤȮȁǞǝƶА½ࠊѬưȈǾȃȪÓǪ
¸ǲǴȁțƶԏ໔

¸¸¸¸¸¸¸¸¸ĝȋȥǝȐȥÓ 7Vgg^Zg"[gZZ ƶ୩־
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ݗ༛ࡣ¹मӳࡣƔૼڳ൝ǚ߹ƒƎưƟƧưƕƳࡨෳƳƲǓƝǆƞǆƲȋȥǝ  मർ  ǚࡷǒ
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ࣩƛƎưƌƎ݂Ɛº
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

ĦƓħýࡩޤೀಕݕǻߪޒ
¸ݗ༛ࡣƔিƕƔƌǚǊƩ¹ࢨǇՖǔƧ૰ЏƯিƕƌƕưিԩƔƯƕ¹ԩƊǓ
ସࢆࡡӔǚ๋ࠉơƧǉƳ¹ળǌࠍ০ƳƒƙǓӓ܅ǰÓȎǴ֏ƶԏ໔Ƴவǉǆ
ơº
¸ǆƧ¹ݗ༛ࡣǌमӳƶƊǓॶƧƩƔئஇƳࡡӔԩ௫ƳߣҦƟ¹িƕƔƌƶƊ
ǓিԩƔƒƗǔǓ૰ЏࡡӔǚ๋ࠉơƧǉ¹ࢨภߣҦƳǐǓઓनࡣൿൔࠔઑরƶԏ
໔ǚইǓưưǊƳ¹࠺໔ưࡡӔߣҦǚ੨ơƧǉƶգ؈ষ೮ǚॳƟǆơº
¸ƝǑƳ¹ైؼƶࣺࠃҠ¹ԌҫੵҠƶॳகǌ௪ƕƶҦƲƱƳಳƎࡡӔգ؈ƶ
ҠƷ¹ຑࠪƶದАƳǊપƕƲыǚຌƐƮƌǆơºƛƶƧǉ¹ढ़ॱƶଳཋƶࡷ
ǔƧದАǚ੨Ɵ¹ƓƲऻǌ࠺໔ढ़ǚАǈƲƱ¹িӷƳǗƧǓॶԋٺƶ֏ਨ
ǚƎຑࠪؐАƶࢩࡑưંບƲࠃАƮࠊѬƶƧǉƶգ؈ষ೮ƶࢩࡑƳவǉǆơº

02

Ķݨդǻзķ
ݎý܊ý൮

ࡩޤೀಕݕ
ǻߪޒ

ݨդǻз
ėݗ༛ࡣ½मӳࡣƶࠊݜѬׯƶষ೮
ėળӓࠊ܅ѬǶȮǺÓౖ֞ƶষ೮ࢩࡑ
ėȂǟǰÓȎǴǶȮǺÓౖ֞ƶষ೮ࢩࡑ
ėݗ༛ࡣƶ༴੨ॳáǲȦȋÓॶǶȮǺÓƶԩພâ
ėࡡӔߣҦחƻ֞أӔƶԉપ
ėඟࠃඐګൔࠔƶࢩࡑ
ėඟࠃáസࠃâҫ୬ƶ࠺໔ࠊѬ
ėඐА֩ƶஉ়ҠưඐАգ؈ƶষ೮ࢩࡑ
ė૰ЏࠃАƮࠊѬǶȮǺÓƶࠊѬ½ࢩࡑ
ėАࠪǰÓǪȦƶԩ௫ࠊѬưАઑরƶԏ໔

ĦƔħ
ýȳɟɥɋɆȣǲǜȗǻ࣎ࢴ
¸ైؼ¹షऺিԩڰƶԉપ¹Ҥ૮հƶંບҠ¹ԌҫੵҠƶॳகƲƱ¹ࢨภƶিԩ
ບƷપƕƗҠƟƮƕƮƒǒ¹ࢨภƶࡡӔஇ½૰Џஇ༫ખϼࡀƶ֔ಏҠƔڵ
ƝǔƷƠǉƮƌǆơº
¸ƛƶƧǉ¹োࣺైƶګਙА¹ГॶඞǑƟཀॶƶিԩࠊѬ¹ේಿ¹ࠧۥේࠐ¹
ऎේ½ේޥԩ௫¹գ؈Ҡԩ௫ƲƱ¹ંບƲ૰ЏǮȚȠȆȁǞԩ௫ƶࠊѬƳவǉ
ǓưưǊƳ¹ƥƶகӬׯưƲǓࠍ০ƶষ೮ࢩࡑǚইǒǆơº

Ķݨդǻзķ
ݎý܊ý൮

ݨդǻз
ėǮȚȠȆȁǞਭॎƶА½ࠊѬ

ȳɟɥɋɆȣ
ǲǜȗǻ࣎ࢴ

ėǮȚȠȆȁǞࠍ০ƶষ೮੨ॳ
ėȗȤȮȁǞǝԩ௫ƶശ½ח੨ॳ
ĝ

ėǮȚȠȆȁǞȎǳȈǴƶ੨ॳ
¸¸¸¸ĝǮȚȠȆȁǞȎǳȈǴáࡡӔஇ૰Џࠧأâ
¸¸¸¸¸ǮȚȠȆȁǞȎǳȈǴƷ¹࠺Ǒƶ૰Џǚ֡یƳơǓࢨภࡶઑƶ૰Џࠧأư୩־ƭƙǑǔ¹
¸¸¸¸¸ݶǆƯƶ݉শǌપ֊أƔ୲ơǓࣱടǰÓȎǴưƷЊƌ¹ࢨภ࠺ǑƔ૰ЏƶݷƫƧ๓ભ¹
¸¸¸¸¸ǆƧƷিԩƶࡐǚܕरƝƣǓǐƎƲԩ௫ǚȎǳȈǴưƟƮகӬƟƮƌƛƎưƌƎǊƶƯơº
¸¸¸¸¸
¸¸¸¸¸

03

４

自然と調和のとれた快適なまちづくり （生活環境の整備）

【基本方向】
東北新幹線七戸十和田駅の開業や上北自動車道及び下北半島縦貫道路等の整備
、それに伴うアクセス道路が整備されることにより、近い将来、地域の生活環境
が大きく変化することが予想されます。
地域の歴史・文化的景観や豊かで美しい自然的景観は、新町の大きな特色・魅
力となっています。この優れた自然的景観を保全・創出し、交流体験やレクリエ
ーション活動の場として整備・活用し、地域の活性化につなげていきます。
また、良好な宅地の供給と住宅建設の促進に努めるとともに、生活の安全を確
保するために、災害や犯罪などの緊急事態への体制の充実を図り、自然と調和の
とれた快適なまちづくりを目指します。

【施策の方針】
（１）

住宅の整備

良好な居住環境は、住民が快適で潤いのある暮らしを営むうえでの基本的な条
件であり、若者等の定住化を促進する重要な要件となります。
特に、東北新幹線七戸十和田駅の開業や上北自動車道及び下北半島縦貫道路等
の整備によって、新町は地理的条件から県土整備の要となることが充分予想され
るため、地理的特性を活かした良好な宅地の供給と住宅建設を推進し、若年層や
ファミリー層の定住化の促進に努めます。
また、ユニバーサルデザインで高齢者や障害者等が、安心して快適に生活でき
る居住環境の整備に努めます。

施

策

名

住宅の整備

主要事業の概要
□良好な公営住宅の整備促進
□良好な宅地供給の推進
□シルバーハウジング
（高齢者世話付き住宅）建設計画の策定
□ユニバーサルデザインによる良好な居住環境の
整備
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（２） 河川の整備
ࠉ᪂⏫ࡣࠊ୍⣭Ἑᕝࡢ㧗℩ᕝࢆࡣࡌࡵከࡃࡢ୰ᑠἙᕝࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ
࡚ࡢἙᕝࡀᑠᕝཎ†ὶධࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉࡇࢀࡲ࡛ࡢ⮬↛⅏ᐖࡣࠊ༑Ἀᆅ㟈ࢆ㝖ࡃࠊྎ㢼ࡸ㞟୰㞵ࡼࡿỈᐖࡀ
ࢇ࡛࠶ࡾࠊ≉ࠊ୰ᑠἙᕝࡢỏ℃ࡀ࡞⅏ᐖࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡓࡵ
ࠊᖹࡽ⮬↛⅏ᐖࡢⓎ⏕ࡀணࡉࢀࡿ⟠ᡤࡢⅬ᳨ᙉດࡵࠊᏳ࡛Ᏻᚰࡋ࡚
ᬽࡽࡏࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾࠊ㎰స≀ࡢ⿕ᐖ㜵ṆࢆᅗࡿࡓࡵࠊἙᕝᨵಟࢆ✚ᴟⓗ᥎㐍
ࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊἙᕝᨵಟ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊἙᕝ⎔ቃࡶ༑ศ㓄៖ࡋࠊ⮬↛ㄪࡋ
ࡓᩚഛດࡵࡲࡍࠋ
ࠉࠉࠉ

【事業の概要】
施

策

名

主要事業の概要
ͤ

河川の整備

ڧἙᕝ⎔ቃࡢᩚഛ㸦ࣅ࢜ࢺ࣮ࣉࡢฟ㸧
ڧぶỈ✵㛫ࡢᩚഛಁ㐍
ڧἙᕝᨵಟࡢಁ㐍
ڧබඹ⏝ỈᇦࡢỈ㉁ಖព㆑ࡢ㧗ᥭ

ͤࣅ࢜ࢺ࣮ࣉࡢᐃ⩏
ࠉࣅ࢜ࢺ࣮ࣉࠑ%LRWRSࠒࡢㄒ※ࡣࠊࢠࣜࢩࣕㄒࡢELRVࠑ⏕࣭⏕≀ࠒWRSRVࠑሙᡤࠊ✵㛫ࠒࡢ
ࠉྜᡂㄒࠋ
ࠉࠕ⏕≀ࡢ⏕ᜥሙᡤࠖࡢព㸧⥳ᆅࡸ㒔ᕷィ⏬ศ㔝࡛ࣅ࢜ࢺ࣮ࣉࡣࠕᬒᇦࢆᵓᡂࡍࡿ⏕≀࣭⏕ែ
ࠉⓗ࡞᭱ᑠࡢ✵㛫༢࡛ࠊᆅᇦ࣭ᆅ༊ࣞ࣋ࣝࡽࡳ࡚ከᵝ࡞౯್࠶ࡿ㔝⏕⏕≀ࡢ⏕ᜥ✵㛫࡛ࠖ࠶
ࠉࡿゎㄝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

（３） 公共交通機関の整備
ࠉ᪂⏫࠾ࡅࡿබඹ㏻ᶵ㛵ࡣࠊ㊰⥺ࣂࢫࡀ⦪ᶓᆅᇦ㛫ࢆ㐃⤡ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㏆࠸
ᑗ᮶ࡣᮾ᪂ᖿ⥺ࡢ㛤㏻ࡶ᥍࠼࡚࠾ࡾࠊ౽ᛶᐩࡴࠊබඹ㏻ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ
ᩚഛࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉ㏆ᖺࠊ⏝⪅ࡢῶᑡࡸつไ⦆࡞ࡼࡾࠊ㊰⥺ࣂࢫࡢ㐠⾜ᮏᩘࡢῶᑡࡸ㊰⥺
ࡢᗫṆࡀቑ࠼ࡿഴྥ࠶ࡾࠊᏊࡶࡸ㧗㱋⪅࣭㞀ᐖ⪅➼ࡢ㏻ᙅ⪅ࡢ౽ᛶࡢྥ
ୖࢆᅗࡿ࠺࠼࡛ࡶࠊᗈᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸࣂࢫࡢ㐠⾜࡞බඹ㏻ᶵ㛵ࢆ⿵ࡍࡿ
㏻ࢧ࣮ࣅࢫࡢᢤᮏⓗ࡞࠶ࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
ࠉࡲࡓࠊᮾ᪂ᖿ⥺ᡞ༑⏣㥐㏆㞄ᕷ⏫ᮧ࡞ࡢຠ⋡ⓗ࡞᥋⥆ࢆᐇ⌧ࡍࡿ
ࡓࡵࠊබඹ㏻ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᩚഛࢆಁ㐍ࡋࡲࡍࠋ
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ݎý܊ý൮

ِՂيઌӟ
Ҹǻࣸయ

ݨդǻз
ė༲ਅȋǴƶЄ½ԏඐઓ߉ƶॳ
ė܉ୋ֞շƶພ੨ॳ
ėෝॠՓਅưؼ༄ࠅଭưƶ܉ୋȈǾȃȪÓǪ
¸ƶষ೮੨ॳ
ėܢЏǮȚȠȆȁǞȋǴф݉ڐӋƶ߉୩

ĦƔħýҤՉΘऀǻߪޒ
¸ҫ୬ƓǑ౬ࢽƝǔǓǯȚƶƷైÐҦƟ¹ࡐஇƳǊંບҠƶܕٲƳƊǒǆơº
ƥƶଇƳƷࠢےưƟƮޙພƯƕǓǊƶǊંƗսǆǔƮƌǓƛưƓǑ¹ȥǰǟǪ
Ȧƶ੨ॳ؊ҠǚইǓưưǊƳ¹ǯȚƶۑҠǚইƫƮƌƕǆơº¸
¸ǆƧ¹ǯȚƶൟൿࢌࢥƔ؊ҠƝǔƧƛưƳಳƌ¹ǯȚƶഩே֝ƔҦơǓٲ
ܕƳƊǓƧǉ¹ഩே֝ේࠐƶٵದф௫ƶ؊Ҡǌգ؈ؐАƶॳƳவǉ¹գ؈ඐ
ਙϼࡀƶݗຕǚইǒǆơº
¸Ɵ໊ࣕƳƬƌƮƷ¹۔¹ҟ௶ࠧأƶষ೮ǚॳǉিԩգ؈ƶܕरƳவ
ǉƮƌǆơƔ¹ҟ௶໊ࣕكЏӱƳƒƌƮƷ¹ݜ൮໊ࣕिҠƶ০ưౙأ
ࢥົ౬ࠧأǚষ೮੨ॳƟ¹িԩգ؈ƶӡਖưພЏƶࡐඐਙƳவǉǆơº

ݎý܊ý൮

ҤՉΘऀǻߪޒ

ݨդǻз
ėǯȚƶۑҠưےࠢޙҠƶॳ
ėǯȚ໊ࣕࠍ০ƶষ೮
ėГೃ౪֝൝໊ࣕࠍ০ƶষ೮
ėǯȚƶഩே֝ේࠐф௫ƶॳ
ė߫أ౪֝൝ƶஉ়໊ࣕƶॳ
ėƟ໊ࣕࠍ০ƶষ೮

06

Ħƕħ
ýׄұֻࣶǻ࣎ࢴ
¸ైؼ¹࠺ਘࠇܕǌգ؈ࠇܕƶݗǆǒƓǑ¹૰ЏƔƛǔǆƯƫƮƕƧ࠺ਘஇڃ
հǌۍൌڃưƟƮƶౙڃհƔࡀీޙƝǔƬƬƊǒǆơº
¸ܢપƲƶપ૰ư࠺ਘƓƲҲ৵գ؈ǚئஇƳԩພƟƧॠଭƶ੧Ƴܕƙ¹
ưѥƶڃհƶЄ½ඐƳவǉ¹ƓƲ૰ЏڃհƶٺƳவǉǆơº
¸ǆƧ¹ƓƲ࠺ਘư༝இڃհƔଳཋƟƧڃհǚЄơǓƧǉƳ¹૰Џࢨภƶ
࠺ࡶஇƲࡷǒਭǇƶॳưڃհٺǀƶϼࡀƶݗຕǚইǒǆơº
¸ܮƳ¹ѥ½૰Ʒ¹িԩƳ࣎ƌǌϩǑƖǚຌƐǓưưǊƳ¹ǴȘÓǿ½ȧǪ
ȥǣÓǲȢȮǌǮȚȠȆǬÓǲȢȮƶष¹ޥӳƳƒƙǓ೩బषࣗƲƱ¹ંޟƲ
ౖ֞ǚƫƧƶǥÓȒȮǴȕÓǴưƟƮࢲƲԥǚүƧƟƮƌǆơºƛƶƧ
ǉ¹૰ЏƶǚԩƓƟƧѥ½૰ƶষ೮੨ॳǚইǓưưǊƳ¹ࢨภߣҦƳǐ
ǓҠԩ௫ƶॳƳவǉǆơº
¸¸¸
Ķݨդǻзķ

ݎý܊ý൮

ׄұֻࣶǻ࣎ࢴ

ݨդǻз
ėѥ½૰ƶষ೮੨ॳ
ėࠍ০ǌ૰ЏƶҠǚॳƟ¹ƶȈǾȃȪÓǪǚ
¸ٺ
ė༝௶ݦҁӺ௶ࡆۤउ൵้ƶඐ½ষ೮
ėڃհٺ½Ҡϼࡀƶݗຕ
ėڃհٺ֏෭ڐӋƶ߉୩

ĦƖħ
ýഛۦĂيઌ̪ग़Ăഛఀଗǻ࣎ࢴ
¸ϩਙƯӚஉƲඞǑƟƔƯƕǓǆƩƭƗǒƳƷ¹িฮ½߫ǚࡸǓऎේ½ේޥઑ
রƶষ೮½ԏ໔ƔഁưƲǒǆơºƥƶƧǉ¹כלઑরǌ૰ЏƶǮȚȠȆȁǞǚ
ԩƓƟƧऎේ½ේޥઑরƶࢩࡑǚইǓưưǊƳ¹૰ЏƶࡑऻƳ҃ƠƧ૰Џේڐޥ
ӋǌේڐӋƶ߉୩¹ේ݉ޥশฤਅ¹ේޥୋॗઑরƶষ೮ǚ੨ॳƟ¹ݜේ
ޥઑরƶԏ໔ǚইǒǆơº
¸܉ୋϩਙઓ߉ƳƬƌƮƷ¹ۼݶƶܢЏஇƲ௶༲ๅƶষ೮ƳǐǓ܉ୋƶҦ
ǚࠜƳహǔ¹܉ୋϩਙؐАƶ୫ư܉ୋϩਙϼࡀǌ܉ୋșȅÓƶٵದưݗຕƳ
வǉǆơº
¸Ƴ¹܉ୋࡴࡣưƌǗǔǓࠃƱǊǌݗ༛ࡣ½मӳࡣƶ܉ୋϩਙࠉ௮ǚئஇ
ƳॳơǓưưǊƳ¹ୋԙ༲ƶϩਙԏඐ¹ඕ௶ƶষ೮ƲƱ܉ୋϩਙࠍ০ƶষ೮੨
ॳƳவǉǆơº
¸ේಿઓ߉ƳƬƌƮƷ¹ಿƶ೦ӳƳƌƳƗƌգ؈০ڐƳơǓưưǊƳ¹
૰ЏਙઑƯේಿԩ௫ƶϼࡀƶݗຕƳவǉ¹૰ЏǮȚȠȆȁǞƳǐǓئஇƲේಿ
ԩ௫ǀƶࠊѬઑরƶ؊ҠǚইǓưưǊƳ¹૰Џ½ҫ୬½ԙܰƲƱƶշ֞ٱշƔ༫
ځƟƮԩ௫ƯƕǓգ؈ƶষ೮੨ॳƳவǉǆơº
¸¸¸
07

ݎý܊ý൮

ഛۦĂيઌ̪ग़Ă
ഛఀଗǻ࣎ࢴ

ݨդǻз
ėऎේ½ේࠍޥ০ƶষ೮
ėऎේਭॎƶࢩࡑưԩҠ
ė࠲ߤ½࠲ઓ߉ƶ੨ॳ
ėේҳ½ේޥϼࡀƶݗຕ
ėࠃۍේޥઓ߉ƶࢩࡑ
ė܉ୋϩਙϼࡀƶݗຕ
ėේಿ½܉ୋϩਙࠍ০ƶষ೮੨ॳáඕ௶½Ӻƶষ೮â
ėේಿϼࡀƶݗຕ
ėේಿઑরƶࢩࡑ
ė૰ЏේڐޥӋ½ේڐӋƶ߉୩

ĦƗħýࡼ೧Ăઌ࢘ǻࣸయ
¸ݗஶऻඦҠࡡӔƶີƳઓ҃ơǓƧǉ¹૰Џऻඦୋॗƶ֏ষ೮ǚ੨ॳƟ¹ඐ
½ګЌ½ൔࠔ¹ऎේ½ේޥ¹ܢඦ½ଯƲƱ݉শƔƬऻඦƶئஇƲӬƳ
வǉ¹݉শǰÓȎǴƶܕरǚইǒǆơº
¸૰ЏࢨภƶিԩƶЄܕरǚইǓƧǉ¹߬ǲǴȁțƶГҠưԇࠍ০
յƶȈǾȃȪÓǪҠǚ੨ॳƟ¹ࠍ০ພƶඋưພ໓ƶܕरǚইǒǆơº
¸ǆƧ¹ԙܰؐАǌিӷԙ࢙ƶषƳƒƙǓऻඦշ༫ƶԙ࢙֞ӔǚୋƠƮ¹ऻඦԩ
ພౖƶܕरǚ੨ॳơǓưưǊƳ¹ऻඦҠƳઓơǓ໊ӕǚ॥ǉǓƧǉƶڽǚ
ئஇƳॳƟ¹ݗஶऻඦҠࡡӔƳઓ҃ƟƧॶƶАƳவǉǆơº

ݎý܊ý൮

ࡼ೧Ăઌ࢘ǻࣸయ

ݨդǻз
ė߬ǲǴȁțƶГҠ
ėࠍ০յƶȈǾȃȪÓǪǲǴȁțƶԏ໔
áພຊǲǴȁț½݉ࠧϭఝâ
ėԇࡾ०ৈ½ఊࢽƶǥȮȤǟȮҠƶ੨ॳ
ėୋॗ֏ƶ૰Џյԋތƶӕऎ੨ॳ

1.

ƕýǘǷ࢞ǵಬϡȟ͑ȍȋǮǲǜȗýĦՑ͑Ăಬϡǻߪޒħ
ĶӐമೱٖķ
¸ࢨภГॶƺưǒƔিӷƳǗƧƫƮ੧ǚАǇ¹ढ़ƓƳিƕƔƌǚƫƮি
ԩƟƮƌƗƧǉƳƷ¹ƓƲढ़ư൫ҠǚАǈؐАգ؈ƶষ೮ƔࢲưƲǒǆơº
¸ƛƶƧǉ¹ƓƲ࠺ਘư༝½൫ҠƳټǆǔƧգ؈ƶଇƯ¹ຑࠪƓǑݗ༛ࡣǆ
Ư¹షऺஇƳંບƯંޟƲؐА½൫Ҡԩ௫ǚ݉ƎƛưƔƯƕǓؐАգ؈ƭƗǒǚ
ॳƟǆơºǆƧ¹ݗஶऻඦҠǌްݦҠƲƱƶॠƟƌનƶҠƳઓ҃ƟƧؐА
գ؈ƶষ೮ƳவǉǓưưǊƳ¹ؚஷύǚАǇ¹૰ЏƳݿƞƟƧۛƓƯஞ൫
ҠƔ੬ƭƗ¹ƓƲढ़ư൫ҠǚАǈǆƩƭƗǒǚ๋ࠉƟǆơº

Ķ܊ݎǻೱࢵķ
ĦƑħ
ýњٱՑ͑ǻߪޒ
¸࠰નǚƎࠪ௳½িனƶګਙƲАǚইǓƧǉ¹ۛǌౖǚࢲƟƧࠉ௮ධ
¹֏ਨ½֏෭ƶଆࡑƲ୩ଆǚ๋ࠉơؐАఝຓƶࢩࡑƳவǉǆơº൮ƣƮ¹ऻඦ
ԩພౖƶܕरǚইǓƧǉ¹ؐАພǮȮȏȠÓǺƶষ೮ǚ੨ॳơǓưưǊƳ¹࠺
ǑԙƾϼຬưࡡӔƶҠƳઓ҃ƯƕǓౖחƻੀǚપƕƗॖகƝƣǓॐƊ
ǓƓƲԙܰƭƗǒǚॳƟǆơº
¸ǆƧ¹ࣺࠃҠ½ԌҫੵƶॳகƔຑࠪƶದૄƳࣺƲƓǑƢыǚຌƐƮƌǓƛ
ưƓǑ¹ƓƲॶյǚАǈƧǉƳǊຑࠪؐАƶࢩࡑǚইǓГධ¹ԙܰؐАưƶ
༫ځǚ؊ҠơǓƲƱؐАգ؈ƶষ೮Ƴவǉǆơº
¸ܮƳ¹ࠪ௳½িனঝƶܕٲࣺۑƳઓࣕƟƧԙܰƶஉ়ưஉ়֩ƶƊǒධ
ƶڸǚॳǉǓưưǊƳ¹ॐƊǓԙܰƭƗǒưƓƲॶյٺ½ǔƧॶА
ǚইǓƧǉ¹ؐАఝຓƶંບҠƳவǉǆơº
¸Ʋƒ¹૰ЏƶؐАƶܕरưԩҠƳܕƙƮ¹ݗؐА֞շ০ƶڸƳவǉ
ǆơº

Ķݨդǻзķ
ݎý܊ý൮

њٱՑ͑ǻߪޒ

ݨդǻз
ėԙܰࠍ০½০೮ƶڐӋஇষ೮ưஉ়
ėؐАգ؈ƶষ೮½ࢩࡑ
ėઑۊԙ࢙½ؚஷԙ࢙ƶࢩࡑưۛƊǓԙܰƭƗǒƶॳ
ėްݦҠ½ऻඦҠƳઓ҃ƟƧؐАఝຓƶࢩࡑ
ėऻඦԩພౖƶܕर੨ॳáؐАພǮȮȏȠÓǺƶষ೮â
ėؐॏОڽƶࢩࡑ
ėݗؐА֞շ০ƶڸ੨ॳ

1/

Ħƒħýऀињߚǻߪޒ
¸িԩ࣍ƶܕरǌҮյƶપ¹ݗ༛ҠƶॳகƲƱ¹ࡡӔऻƔપƕƗҠ
ƟƮƌǓଇƯ¹ढ़ƶƓƝǌƛƨǗǒǚǊƫƧিԩǚמǉǓܕٲƔ؊ǆƫƮƌǆ
ơºǆƧ¹ॠƧƲ૯ࡀǌָࢾƶ࢙ƲƱࢨภƶԙ࢙ϼຬǊંບҠ½ݗஶҠƶܕٲ
ƳƊǓƛưƓǑ¹ƥƶȆÓǵƳઓ҃ƯƕǓંບƲԙ࢙ઑڈƶգ؈ষ೮ǚইǓഁ
ƔƊǒǆơº
¸ƥƶƧǉƳǊ¹ภպԩ௫ǚƷƠǉ¹িӷԙ࢙ƶГƶࢩࡑưԙ࢙֞Ӕƶԉࢩ
ǚইǓƧǉ¹িӷԙ࢙ࠍ০½ඐګൔࠔշࠍٱ০ǚսǉƧշ༫ࠍ০ưƶ༫½ځȈ
ǾȃȪÓǪҠǚॳƟ¹ԙ࢙ऻඦƶҠǚইǒƲƔǑ¹ԇࠍ০յƶౖ֞ൟƳ
ǐǒ¹ƥǔƦǔƶ૰ЏƶࡑऻƳ҃ƠƧࠧأƶகӬǚ੨ॳƟǆơº
¸ǆƧ¹૬ࣤ௬ߣӋનǚڗƐ¹ࣤƶ૰ϳܕरǚইǓƧǉƳǊ¹ࣤઑƶ
Аưԩ௫ࠊѬƳவǉǓưưǊƳ¹ԙ࢙֞Ӕƶ୲ǌࡡӔߣҦǚئஇƳॳƟ
ǆơº

ݎý܊ý൮

ऀињߚǻߪޒ

ݨդǻз
ėিӷԙ࢙ׯࠍ০ƶষ೮
ėંບƲԙ࢙֞Ӕƶࢽáଭภપԙ½ݗ༛ࡣપԙ½ԇࡾ
¸ǶȚȅÓ¹Ӭޕƶࢩࡑâ
ėภպԩ௫ƶࡡӔؐАઑরƶࢩࡑ
ėࠉ௮ࡣƶԏඐưАઑরƶԏ໔
ėࣤઑƶА½ԩ௫ࠊѬ
ėিӷԙ࢙֏෭ڐӋƶ߉୩

ĦƓħýऀиȹɝĘɄǻࢠՙ
¸ܤګը໊ǀƶϼࡀǌ࠺յƶપưҮࠇܕƶݗǆǒǚڃƳ¹ǴȘÓǿ½
ȧǪȥǣÓǲȢȮƳઓơǓȆÓǵƔݗǆǒ¹ંບҠơǓܕٲƔۂǑǔǆơº
¸ƛƶƧǉ¹ࠃƱǊƓǑݗ༛ࡣǆƯԇফનƳ҃ƠƧǴȘÓǿ½ȧǪȥǣÓǲȢȮ
ԩ௫Ɣ¹ࡶઑஇ½੶ڊஇƳԛƟǉǓǐƎƲգ؈ƭƗǒǚ੨ॳơǓƧǉ¹িӷǴȘ
ÓǿƶׯưƲǓݜф௫ѥƶౖ֞؊Ҡưܑԩພƶ੨ॳƳவǉǆơº
¸ǆƧ¹িӷǴȘÓǿࡡӔƶٺưָƶܕरǚইǓƧǉ¹ԇࡾǴȘÓǿઑ
ǌǪȤȑƶА½ࠊѬưࠉ௮ઑরƶ؊ҠƳவǉ¹ࢨภƔ࠺ࡶஇ½ࡶઑஇƳǴȘÓ
ǿƳ९ƟǉǓգ؈ƭƗǒǚ੨ॳƟǆơº

10

Ķݨդǻзķ
ݎý܊ý൮

ýऀиȹɝĘɄǻ
ýýýýýý
ࢠՙ

ݨդǻз
ėݜф௫ѥƶౖ֞ൟƳǐǓພ໓ƶܕरáԩພƶ
Ǉൟƙâ
ėԇࡾǴȘÓǿؐࡋƶӬޘƶ੨ॳ
ėǴȘÓǿઑƶА½ࠊѬ
ėǴȘÓǿࠉ௮ࡣƶຩƶॳ
ė૰ЏǟȔȮȃáԇࡾપӔâƶ௬ӬחޘƻȥȧÓӬޘƶ
¸ॳ
ėǴȘÓǿࢶݜƶພࡣƶӬશ੨ॳ
ėԇࠍ০յƶ܉ୋȈǾȃȪÓǪষ೮áǮȚȠȆȁǞȋǴƶ
¸ф݉ڐӋâ
ė૰Џ܉໙ǴȘÓǿપӔáݜઑАપӔâƶӬޘ

ĦƔħ
ýऌ࠻உǻग़ࣶ͑
¸ࣺࠃҠƶॳகưԌҫੵҠƳಳƎ૰ЏܲƷ¹Ҥ૮հƶҠưંບҠǚǊƧǑƟ
ƮƌǆơºǆƧ¹ॶյշٱƶ֔ಏҠǚ֬ПưƟƧࡡӔգ؈ƶҠƔ¹োࣺైƶ
ϼࡀǌ݉௫ƳપƕƲыǚחǄƟ¹೪݉ƶୢై༛ҠǌܢЏҠǀưƬƲƔǒ¹પƕ
ƲࡡӔ๓ભưƲƫƮƌǆơº
¸ƛƶƧǉ¹ҫ୬¹ԙܰ¹૰ЏࡡӔƔ۶Ƴ༫½ځƟƲƔǑোࣺైګਙА
ǚॳƟ¹ࠉ௮ઑরƶԏ໔ƳவǉǓưưǊƳ¹োࣺైƔ࠺ࡶஇƳ૰Џԩ௫ǌࡡ
Ӕԩ௫ƳߣҦƯƕǓǐƎƲࡡӔգ؈ƶষ೮ưࠊѬઑরƶࢩࡑǚইƫƮƌƕǆơº

¸¸¸

Ķݨդǻзķ
ݎý܊ý൮

ऌ࠻உǻग़ࣶ͑

ݨդǻз
ėোࣺైԩ௫ƶ੨ॳáǴȘÓǿ½ȧǪȥǣÓǲȢȮԩ௫¹
¸ȗȤȮȁǞǝԩ௫¹ࠃƱǊӔԩ௫ƶࠊѬઑরƶ؊Ҡâ
ėোࣺైઑחƻࠉ௮ࡣƶຩ
ė૰ЏƘǓǇƳǐǓٵದԩ௫ƶॳá૰ЏǮȚȠȆȁǞ
¸ưƶ௪â
ė૭½ࠉ௮ઑরƶࢩࡑ
ėҫ୬ƶؐАౖ֞ƶܕर
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Ħƕħý߿חĂಬϡǻࢠՙ
¸½ࢾږ൫Ҡԩ௫Ʒ¹ু३இǎưǒǌিԩƳ࣎ƌǚຌƐǓưưǊƳ¹૰Џƶۛ
ǌః࠺ǚিǇࢽơࢲƲਬƯƊǒ¹ࢨภƶ୩ࢨƶ؊Ҡǌ૰ЏƶԩҠưธ
ৣƲշǗǒǚƫƮƌǆơº
¸ƛƶƧǉ¹ࢨภƔࢾږ൫Ҡԩ௫ǚ࠺ࡶஇƳகӬƯƕǓǐƎƳ¹ࢾږઑǌ൫Ҡ
ઑƶА½ࠊѬƶ؊ҠƳவǉǓưưǊƳ¹૰Џƶ½ࢾږ൫Ҡƶ܉໙ׯưƲǓ
ࠍ০ƶষ೮ǚڸƟǆơº
¸ݦƓǑࠉ୩ƝǔƮƌǓࡆۤशưమǿॢӮୌƲƱǚƷƠǉươǓ֫ࢲ
Ʋ༝இЋ߫ƶষ೮½ඐư൫Ҡƶࢌࢥ½ඐחƻǚ݉Ǝ൫Ҡದٚ
ଳࠍލ০ƶষ೮ڸǚॳǉ¹ౙ൫ҠǚƷƠǉ¹༝ưஞƳ੬ƭƌƧॠଭƳƽ
ƝǗƟƌ༝½൫Ҡգ؈ƶࢩࡑǚইƫƮƌƕǆơº
¸ǆƧ¹૰Џࢨภƶݜԙ࢙ƶܕरǚইǓƧǉ¹ইࣞպƶౖ֞ࢩࡑǚƷƠǉư
ƟƮ¹ภպ൫Ҡࠍ০ưƶࠍ০յƶȈǾȃȪôǪҠǚॳƟ¹ພ໓ƶܕरư
ԙ࢙գ؈ƶষ೮Ƴவǉǆơº

ݎý܊ý൮

߿חĂಬϡǻࢠՙ

ݨդǻз
ė½ࢾږ൫Ҡԩ௫ƶ܉໙ׯưƟƮƶࠍ০ষ೮ƶ੨ॳ
ėݜԙ࢙ƶܕरǚইǓƧǉƶࠍ০ষ೮ƶ੨ॳ
ėԇࡾ½ࢾږ൫ҠઑƶАưԩ௫ࠊѬઑরƶ؊Ҡ
¸áԩ௫֞Ӕƶԉࢩâ
ėƶದٚחƻඐ½ষ೮
¸áࡆۤश¹మǿॢӮୌ¹ஔյջâ
ėࢍ૯ƶЋƶದٚଳލưඐষ೮
ėáҡङâ൫ҠದٚଳލǶȮǺÓƶষ೮ڸ
ė༝½൫ҠЋ߫ƶઑڈஇƲக࠷ưԙ࢙֞Ӕƶ୲חƻ
¸ऻඦದॗƶॳ
ė൫Ҡύু܅३ƶॅ
ėภպ¹൫Ҡࠍ০ưƶȈǾȃȪÓǪҠƶॳ
ėॠଭݜ൫ҠުƶӬޘ
ėؚஷౖږáǇǐƛâƶඐ½ऀڊ

12

Ɩý͔ҖǏȂșൕǏȘȋǮǲǜȗýĦׂĂيบǻࢴħ
ĶӐമೱٖķ
¸܉໙Ʒ¹૰ЏƳళǗƌǌߺڜǚিǇࢽƟ¹૰Џƶ੧ǌԩǚАǇǆơº
¸ݜ൮ǚ֞ٹƳ૰ЏਙઑƔดƊǓǆƩƭƗǒƶॳưГઑՕƶॅǚইǓƧǉ¹
૰ЏյƶંບƲ༫܉½ځ໙ƶ੨ॳƳவǉǆơº
¸ǆƧ¹܉ੱݗୋનƶີƷறࠅڰЏưƶ܉໙ǚԩದҠƝƣ¹܉໙ॶܔƶҦ
Ʒ૰ЏƳԩǚຌƐǆơºƛƶƧǉ¹íƺư¹Ǌƶ¹ऻඦîƶܢЏஇƲ܉໙֏
ƶԏ໔ưգ؈ƭƗǒƳவǉ¹૰ЏƶԩҠǚইǓưưǊƳ¹෭ԋஇƲࡡްݦӔƶ
ີƳઓ҃ƟƧ܉ްݦ໙ॳઑরƶԏ໔ư۶໊ӕƶॳƳவǉ¹ГઑՕƊƽǔ
ดƊǓǆƩƭƗǒǚ๋ࠉƟǆơº

Ķ܊ݎǻೱࢵķ
ĦƑħ
ýࢡ੮ǻׂĂيบǻࢴ
¸ॶư࠺ਘư൫ҠƔଳཋƟ¹ԩƊǓॠଭƶ੧ǚ๋ࠉơƧǉƳ¹༝½൫Ҡஇ
Ћ߫ǌ૰ЏƳݿƞƟƧުǒ¹ࢄƙڊƔǔƮƕƧภੲౖږƲƱưƶ༫ځǌ૰Џࢨภ
ƶǚ॥ǉǓƧǉƶ܉໙੨ॳǚইǒ¹࣎ƌưϩǑƖƳฏƩƧࢨǇǐƌ૰ЏࡡӔƭ
ƗǒǚॳƟƮƌƕǆơº

¸

Ķݨդǻзķ
ݎý܊ý൮
ࢡ੮ǻׂĂ
ýýý
يบǻࢴ

ݨդǻз
ėԇࡾǟȔȮȃ½ǴȘÓǿપӔӬޘƳǐǓ૰Џյ܉໙
¸
á௬Ӭ½ޘƩӖǒӬ๋ࡾ½ޘൿӬޘÐâƶ੨ॳ
ėԙܰư༫ځƟƧଭภƶ܉໙áফનյ܉໙ƶ੨ॳâ
ėࠍ০ƶȈǾȃȪÓǪҠƳǐǓ૰Џյऻඦƶ୲
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ĦƒħýڧǻׂĂيบǻࢴ
¸܉ੱݗୋનƶີǚյؼƳܪƐ¹ǔƧ࠺ਘգ؈ǌਙݦஇƲি߫ݗǚۯǓౙ
૽߫൝ƲƱ¹ॠଭƳƒƙǓ૰ЏƶưંޟƯമƲࠢےǚܑƳԩƓƟƲƔ
Ǒ¹ؐА½൫Ҡ¹ǴȘÓǿ¹߫أƲƱƶંບƲൟƳƒƌƮ¹றࠅڰЏưƶ܉
໙ԩ௫ǚئஇƳॳǉƮƌƕǆơº
¸ǆƧ¹ԇࡾǟȔȮȃǚୋƠƮලǔƧॶÐƳ¹૰ЏƶǐƝǚ໊ӕƟƮǊǑƎưư
ǊƳ¹੶ڊஇƲ܉໙ƔইǔǓǐƎȥȏÓǺÓáີޙâƶԏඐƳவǉ¹ǟȮǺÓȈ
ǾȃǚୋƠƧ܉໙ƲƱ¹ંධƓǑƶ༫܉½ځ໙ƶ੨ॳǊڸƟǆơº

ݎý܊ý൮

ڧǻׂĂ
ýý
يบǻࢴ

ݨդǻз
ėறࠅڰЏ½ԇઑưƶ༫܉½ځ໙ƶ੶ڊưఝຓƶࢩࡑ
ėԇࡾǟȔȮȃǚୋƠƧ༫܉½ځ໙ƶ੨ॳ
ėƽǓƝưଭภরஶƶ০
ė܉໙੨ॳƶƧǉƶઝࠍٸ০ƶষ೮áࢶಊࠍ০ƶষ೮â
ė߫ടƶƽǓƝưඋƶࢩࡑ

ĦƓħýڧ۱يบǵঐطซЖǻ࣎ࢴ
¸෭ԋஇƲࡡްݦӔƳઓ҃Ɵ¹ްݦஇࠜǚƫƧॶƶАư૰Џࢨภƶްݦ
໊ӕǚ॥ǉǓƧǉ¹ܚáࠁâறࠅ܉໙ࠧأƶ੶ڊưఝຓƶࢩࡑƳவǉǓưư
ǊƳ¹ॠƧƲ܉ްݦ໙ƶࢽǚڸƟǆơº
¸ภյƳƒƌƮࡶઑஇƳࡑࠍƟƮƌǓ܉ްݦ໙ࠧأǀƶࠊѬઑরƶࢩࡑǚইǒǆ
ơºǆƧ¹োࣺైƶӥӱౢۆǚƷƠǉ¹ԙܰؐАǌিӷԙ࢙ƶषƳƒƌƮ¹ӱݦ
ƶিԩ½൫ҠƳ॑ǔݜƎ֞Ӕƶࢽ¹ӱؐ܃ݦАƶࢩࡑ¹໊ްݦӕǚ॥ǉǓ
ƧǉƶࠧأǚॳƟ¹ްݦƓƲॶƶАƳவǉǆơº

ݎý܊ý൮

ݨդǻз

ڧ۱يบǵ
ঐطซЖǻ࣎ࢴ
ý

ėܚáࠁâறࠅ܉໙ࠧأƶ੶ڊưఝຓƶࢩࡑ
ėোࣺైӥӱౢأࠧۆƶॳ
ėӱݦোైंࠧ܉½أໜԙࠧأƶॳ
ėӱؐ܃ݦАƶࢩࡑ
ė܉ްݦ໙ࠧأƶॳưࠊѬઑরƶ؊Ҡ
¸á܉໙ƳǐǓ۶໊ӕƶॳâ
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Ɨý੮ൡǙܤϧǦȘѪǏȂșȘȋǮǲǜȗ
ýýýýýýýýýýýýýĦߩൡܤϧǵڊ۶ࣷТљǻ࣎ࢴħ
ĶӐമೱٖķ
¸ۙǑǔƧےƶଇƯંບҠ¹ݗஶҠơǓ݉শࢊƳஉৡƳઓࣕƟƮƌƗƧǉƳ
Ʒ¹ئஇƲ݉শӡԘƶॳƳǐǓশ֏ƶԏ໔ƔמǉǑǔƮƌǆơº
¸ǆƩƭƗǒƳƊƧƫƮ૰ЏյԋތǚӕऎƟ¹ࢨǇǌơƝǌళǗƌƶƊǓॠଭǚ
ࢽơǓƧǉƳ¹ࢨภ࠺ǑƔ݉শǀߣӋƯƕǓઑরƶԏ໔ǚॳƟ¹ࢨภư݉শ
ƶȌÓȃȅÓǲǾȒá௪½༫ځâƳǐǒ૰Џ࠺࠲ƶࢼҠư࠺࠲ౖƶܕरǚ
ইǓƧǉ¹ࢨภƔߣҦơǓԩƊǓǆƩƭƗǒǚ๋ࠉƟǆơº

Ķ܊ݎǻೱࢵķ
ĦƑħ
ýߩൡܤϧֹǻȋǮǲǜȗ
¸ݜ൮ۼƶॠƟƌǆƩƭƗǒǚॳǉǓƧǉƳƷ¹ࢨภƶࠜƳ໔ƫƧǆƩƭƗǒ
ǚ݂ƐƮƌƗഁƔƊǒǆơºƥƶƧǉ¹ԇࡾय़ڐؘӋƶ߁૫ӭƓǑࢨภƶ
ئஇƲߣҦƔמǉǑǔƮƕǆơº
¸Ƴ¹ݜ൮ƳǐǓ૰ЏյԋތƶӕऎǚইǓƧǉƳǊ¹૰Џݼ૭Ӕƶఝຓƶࢩ
ࡑǚইǒ¹ࢨภГॶƺưǒƶৃƔ݉শƳಶьƯƕǓǐƎƲॠƧƲ࠺࠲ਭॎઑরǚ
ষ೮Ɵ¹ࢨภư݉শƶȌÓȃȅÓǲǾȒá௪½༫ځâƳǐǓǆƩƭƗǒǚॳ
Ɵǆơº

Ķݨդǻзķ
ݎý܊ý൮

ߩൡܤϧֹǻ
ýýý
ȋǮǲǜȗ

ݨդǻз
ėȪÓǪǲȢǾȒ௮హƳǐǓԇࡾڐӋƶධॴ߉୩
ė૰Џݼ૭Ӕƶࢩࡑ
ėǆƩƭƗǒઑƶАưԩ௫ࠊѬ
ėܢඦ½ଯƶࢩࡑ
ėऻඦǲǴȁțƶষ೮áࠍ০յƶȈǾȃȪÓǪҠƳ
¸ǐǓऻඦƶ୲â
¸ǣȇ½ȏÓ½ǥÓ

ėŢŤţԩ௫ƶࠊѬ੨ॳ
ĝŢŤţƶ୩־áCdc"egd[^iDg\Vc^oVi^dc ȉȮ½ȒȨȐǞǾȃ½ǥÓǧȆǷÓǲȢȮâ
೪щઑ¹ƊǓƌƷ೪щࠅภԩ௫ઑºщƶୈמǚફГƶ๋ưƷƣƢƳƊǓ
ȚǾǲȢȮá߹ฮ½๋âƶǊưƳࡡӔஇƲࠧأǚகӬơǓઑƯơº
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（２） 行財政改革の推進
ࠉᅜࠊᆅ᪉ࡶཝࡋ࠸㈈ᨻ≧ἣࡢ࡞ࠊᆅ᪉ศᶒࡢ᥎㐍ࠊᑡᏊ࣭㧗㱋ࡢ㐍ᒎ➼
ࠊࡇࢀࡽ㝶ࡍࡿ᪂ࡓ࡞⾜ᨻㄢ㢟ࡢᑐᛂ࡞ࠊᕷ⏫ᮧࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡣ
ࡁࡃኚࡋ࡚࠾ࡾࠊᑗ᮶ࡶࡁࡵ⣽ࡸ࡞⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡀᅔ㞴࡞≧ἣࢆ㏄
࠼ࡿணࡉࢀࡲࡍࠋ
ࠉ㝈ࡽࢀࡓ㈈※ࡢ୰࡛♫ໃࡢኚక࠺⾜ᨻ㟂せࡢከᵝࠊ㧗ᗘࠊ」㞧
㐺ษᑐฎࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊྜేࢆዎᶵබඹタࡢ⤫ᗫྜ࡞✚ᴟⓗࡘ
ᙉຊ࡞⾜㈈ᨻᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡋࠊᙉᅛ࡞㈈ᨻᇶ┙ࡢ☜❧⫋ဨࡢ㈨㉁ࡢྥୖ୪ࡧ⾜
ᨻ⬟ຊࡢྥୖࢆᅗࡾࠊຠ⋡ⓗ࡞⾜㈈ᨻ㐠Ⴀࡢ᥎㐍ດࡵࡲࡍࠋ

施

策

名

行財政改革の推進

主要事業の概要
ڧィ⏬ⓗࠊຠ⋡ⓗ࡞⾜㈈ᨻ㐠Ⴀࡢ᥎㐍
ࡢ㈝⤒ڧ⠇ῶ࡞㈈ᨻᇶ┙ࡢ☜ಖ
ྜ⥲ڧⓗ࡞ົᴗࡢぢ┤ࡋ㸦Ẹ㛫ጤクࡢ᥎㐍ࠊ⿵ຓ㔠
ࠉࡢ㐺ṇ㸧
ڧົᴗホ౯ไᗘࡢᑟධ㐠⏝
ࠉͤࣆ࣮࣭࢚ࣇ࣭

ڧ㹎㹄㹇ࡢᑟධࡼࡿබඹタࡢᩚഛ
ڧ௦༶ᛂࡋࡓ⤌⧊࣭ᶵᵓࡢ☜❧
⫋ڧဨࡢ㈨㉁ྥୖ㐺ṇ࡞ᐃဨ⟶⌮
⾜ڧᨻ⬟ຊࡢྥୖ
ڧබඹタ➼ࡢィ⏬ⓗ࡞⤫ᗫྜ㸦⤫ྜ࣭ά⏝࣭㝖༷㸧
ࠉͤ㹎㹄㹇㸦3ULYDWH)LQDQFLDO,QLWDWLYH㸧㺪㺽㺵㺐㺫㺼㺎㺢࣭㺪㺅㺐㺣㺻㺛࣭㺐㺤㺚㺏㺟㺪㺼ࡢᐃ⩏
ࠉࠉ㹎㹄㹇ࡣࠊබඹタ➼ࡢタィࠊᘓタࠊ⥔ᣢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ➼ࢆࠊᅜࡸᆅ᪉බඹᅋయࡀ⮬ࡽࡍ࡚⾜
ࠉࠉ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊẸ㛫ࡢ㈨㔠ࠊ⤒Ⴀ⬟ຊཬࡧᢏ⾡ⓗ⬟ຊࢆά⏝ࡋ࡚⾜࠺᪂ࡋ࠸ᡭἲࡢࡇ࡛ࡍࠋ
ࠉࠉ㹎㹄㹇ࡼࡾࠊᴗࢥࢫࢺࡢ⦰ῶࡸࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸බඹࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࠊẸ㛫ࡢᴗᶵࡢฟ
ࠉࠉࢆ㏻ࡌࡓ⤒῭ࡢάᛶࡀᮇᚅ࡛ࡁࡲࡍࠋ
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第6章
公共施設の
適正管理
ࠉᏛᰯࠊබẸ㤋ࠊᙺሙᗇ⯋ࠊ⚟♴࣭ࢫ࣏࣮ࢶタ࡞ࡢྛ✀බඹタࡘ࠸࡚ࡣ
ࠊఫẸ⏕άᛴ⃭࡞ኚࢆཬࡰࡉ࡞࠸ࡼ࠺༑ศ㓄៖ࡋࡘࡘࠊᆅᇦࡢ≉Ṧᛶࡸᆅ
ᇦ㛫ࡢࣂࣛࣥࢫࠊࡉࡽࡣ㈈ᨻ≧ἣ➼ࢆ༑ศ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽࠊྍ⬟࡞ࡶࡢࡽ㏲ḟ
ࠊ⤫ᗫྜ࣭ᩚ⌮ࢆᐇࡋࡲࡍࠋ
ࠉࡑࡢ᳨ウᐇ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ⾜㈈ᨻ㐠Ⴀࡢຠ⋡ࡣࡶࡼࡾࠊᆅᇦࡢᆒ⾮࠶ࡿ
ⓎᒎᆅᇦఫẸࡢ⚟♴ࡢྥୖࡶ㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᪤Ꮡࡢබඹタࡢ᭷ຠ⏝࣭┦
⏝➼ࢆ⥲ྜⓗุ᩿ࡋࠊ㐺ṇ࡞⟶⌮ࡢ㐠Ⴀດࡵ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢపୗࢆᣍ
࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࡋࡲࡍࠋ

（1）入札制度改革
ࠉࢥࢫࢺ๐ῶ࠾࠸࡚ࡣࠊᘓタᕤ࡞ධᮐไᗘࡢࡉࡽ࡞ࡿᨵၿࡀồࡵࡽࢀࡲࡍࠋ
࠼ࡤࠊᖺᙜࡓࡾࡢᕤ㈝ࢆᢚ࠼ࡿࡓࡵᖺḟィ⏬ࡼࡾᕤࢆศⓎὀࡋ࡚࠸ࡿ
ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊᕤ㈝యࡢ๐ῶྥࡅࠊ୍ᣓⓎὀࡍࡿ᪉ἲࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡲ
ࡍࠋ
ࠉࡲࡓࠊබඹᴗࡣ༢ᖺᗘ࡛ࡋ࡞࠸ሙྜࡀከ࠸ࡓࡵࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞㈈ᨻ㐠Ⴀࡼ
ࡿṓฟࡢ⟶⌮ࡢどⅬࡽࠊ」ᩘᖺᗘண⟬ࡼࡿᰂ㌾࡞ᑐᛂࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

（2）
ライフサイクルコスト
ࠉࣛࣇࢧࢡࣝࢥࢫࢺࡣࠊタィࡽᘓタ࣭⥔ᣢ⟶⌮࣭ゎయࡲ࡛ࡢࠕᘓ≀ࡢ⏕
ᾭࠖࢆ㏻ࡌ࡚ࡿ㈝⏝ࡢࡇ࡛ࠊࡑࡢ⥲㢠ࡣࠊᘓタ㈝ࡢࠥಸࡶ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࠉᚋࡣࠊᘓタ㈝ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⥔ᣢ⟶⌮㈝ࢆྵࡵࡓࣛࣇࢧࢡࣝࢥࢫࢺࢆᢕ
ᥱࡋࠊࡑࡢ㈝⏝ᑐຠᯝࢆ༑ศ⪃៖ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊタᩚഛࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

（3）民間委託（公設民営・民営設）
ࠉẸ㛫ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆࡼࡾ✚ᴟⓗά⏝ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊࢥࢫࢺ๐ῶఫẸࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢྥୖࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋලయⓗࡣࠊタᩚഛࡽ⥔ᣢ⟶⌮ࡲ࡛ࢆ௵ࡏ
ͤ

ࡿ㹎㹄㹇ࡸࠊタࡢ㐠ႠࢆẸ㛫ᴗ⪅ࠊ㹌㹎㹍ἲே➼㠃ጤクࡍࡿᣦᐃ⟶⌮⪅
ไᗘࡢ㐠⏝ࡶ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
ࠉͤࠉᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘ
ࠉࠉࠉ⏘࣭ᐁ࣭Ꮫ࣭Ẹࡢ㐃ᦠࡼࡿ᪂ࡋ࠸බඹࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏕ࡳฟࡍྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊ333㸦3XEOLF
ࠉࠉࠉ3ULYDWH3DUWQHUVKLS㸧ࡢὀ┠ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋẸάࠊ3),ࠊ࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡞ࡢᑟ
ࠉࠉࠉධ⥆ࡁࠊᖺ᭶ࡢᆅ᪉⮬ἲᨵṇࡼࡾࠕᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࠖࡀᑟධࡉࢀࠊබඹタࢆࠉ
ࠉࠉẸ㛫ᴗ࣭㹌㹎㹍ἲே➼ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ
ࠉࠉࠉࡼࡾࠊࡇࢀࡲ࡛⮬యࡢ┤Ⴀࡸ㈈ᅋἲே➼࡛㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡓබඹタࡢ㐠ႠࡣẸ㛫ᴗࡢ
ࠉࠉࠉ㐠Ⴀษࡾ᭰ࢃࡾࠊ᪤࠸ࡃࡘࡢ⮬య࡛ࡣᑟධ᳨ウࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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৬5࡛
ࢡ੮ǸǗǞȘ
ऌࢣݨդǻ࣎ࢴ
¸োॢۀƯƷ¹ݜ൮ۼƶॠଭƔࢨภƳޚǊॱؼƲ֏ਨ࠺࠲ઑưƟƮ૰ධ࠺࠲ƶଇ
ԌஇƲԥǚƎưưǊƳ¹࠺Ǒƶড়ఽƳǐǓ࠺໔இƲ݉শфщǚঔ݉ƯƕǓ
ǐƎ¹૰ධ࠺࠲ǚƎઓƶȌÓȃȅÓƯƊǓॠଭưƶ༫ځǚธƳƟƲƔǑ¹
ॠଭƶǆƩƭƗǒǚئஇƳࠊѬơǓƛưưƟƮƌǆơº
¸Ƴ¹෭ڐӋƳڀƚǓ¹ॠଭࢨภƶГઑՕƶ֛ԏ໔ǌॠଭਙઑƶ݊جƊǓದ
கǚইǓƧǉƶࠍ߉ƔଆࡑƳࡑ۔ƯƕǓǐƎ¹ࠅଭݜ൮ࠊѬൿ܉പؽরஶǚ
ԩພƟƧࠊѬǚئஇƳ݉ƎưưǊƳ¹োॢۀƔࡶઑưƲƫƮࡑࠍơǓॠଭƶǆ
ƩƭƗǒƶݿՓưƲǒǓࠧأǚଆࡑƓƬࢲஇƳࡑࠍƟƮƌƗƛưưƟƮƌǆ
ơº
¸ॠଭƳƒƌƮƷ¹োॢۀưƶ༫½ځƳǐǒ¹ॠଭƶࣸີƯƊǓí࣎ƌư
ޟǒƊƽǔǓѥ൫ҠறࠅǚǉƞƟƮîƶࡑ۔ǚইƫƮƌƕǆơº

2.

第8章
財政計画
１

前提条件
ࠉ᪂⏫ࡢ㈈ᨻィ⏬ࡘ࠸࡚ࡣࠊṓධ࣭ṓฟࡢྛ㡯┠ẖ㐣ཤࡢᐇ⦼ࡸᚋࡢᅜ࣭
┴ࡢືྥ➼ࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽࠊྜేᚋࡢ᪂⏫ࡀ࡞㈈ᨻ㐠Ⴀࢆ┠ᣦࡍࡇࢆᇶᮏ
ࡋࠊྜేᚋࡢṓฟࡢ๐ῶຠᯝࡸࠊఫẸࢧ࣮ࣅࢫࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖಀࡿ⤒㈝ࠊࠕ᪂
⏫ᘓタィ⏬ࠖ⨨࡙ࡅࡿᴗࡢ⤒㈝ࢆぢ㎸ࡳࠊᬑ㏻ィ࣮࣋ࢫ࡛ᖹᡂᖺᗘ
ࡽᖹᡂᖺᗘࡲ࡛ࡢᖺ㛫ࡘ࠸࡚⟇ᐃࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ࡞᥎ィ᪉ἲࡣḟࡢ࠾ࡾ
࡛ࡍ

【 歳

入 】

（１）地方税
ࠉᆅ᪉⛯ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂᖺᗘỴ⟬㢠ࢆᇶ♏ࡋࠊ㐣ཤࡢᐇ⦼ࠊᚋࡢ⤒῭ぢ
㏻ࡋࢆ⪃៖ࡋࠊ≉Ṧせᅉ➼ 㒔ᕷィ⏬⛯ᗫṆ➼ ࢆຍࡋ࡚᥎ィࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
（２）地方交付税
ࠉᬑ㏻⛯ࡣࠊ⌧⾜ࡢ⛯ไᗘࢆᇶᮏᬑ㏻⛯ࡢ⟬ᐃࡢ≉ ྜే⟬ᐃ᭰
ẁ㝵⦰ῶ ➼ࡢᨭᥐ⨨ࢆぢ㎸ࢇ࡛᥎ィࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
（３）分担金・負担金
ࠉศᢸ㔠ཬࡧ㈇ᢸ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐣ཤࡢᐇ⦼➼ࢆ⪃៖ࡋ᥎ィࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
（４）国・県支出金
ࠉᅜ࣭┴ᨭฟ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐣ཤࡢᐇ⦼➼ࢆཧ⪃ᚋࡢ⾜㈈ᨻᨵ㠉➼ࡢ≧ἣࢆ
⥲ྜⓗ຺ࡋ㐣࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺᥎ィࡋࠊࠕ᪂⏫ᘓタィ⏬ࠖ⨨࡙ࡅࡿᘓ
タᴗ㈈※ศࢆຍ࠼࡚᥎ィࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

（５）繰入金
ࠉ⧞ධ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺᗘ㛫ࡢ㈈※ㄪᩚࡢࡓࡵࡢ㈈ᨻㄪᩚᇶ㔠ࢆຠ⋡ⓗά⏝ࡍ
ࡿࡶࠊ≉ᐃ┠ⓗᇶ㔠 ேᮦ⫱ᡂ࣭ዡᏛᇶ㔠➼ ಀࡿྛ✀ᴗ┦ᙜศࢆぢ㎸
ࢇ࡛᥎ィࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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（６）地方債
地方債については、「新町建設計画」に位置づける事業に伴う合併特例債(建設
事業分・基金造成分)、新町で実施される事業に充てる過疎対策事業債、さらに通
常地方債等を見込んで推計しています。

【 歳

出 】

（１）人件費
人件費については、合併後における退職者の補充を一定期間抑制することによ
る一般職員人件費を削減して推計しています。
（２）公債費
公債費については、平成２５年度までの借入分に係る元利償還予定額に、平成
２６年度以降新たに発行することとなる地方債に係る元利償還見込額を加算して
推計しています。
また、「新町建設計画」に位置づける事業実施財源としての、合併特例債に係
る元利償還見込額を含み、推計しています。
（３）物件費
物件費については、過去の実績等を参考に、合併による事務経費の削減効果と
して削減目標額を設定して推計しています。
（４）補助費等
補助費等については、過去の実績等を参考に合併後における組織の整理統合に
係る削減効果目標額を設定して推計しています。
（５）積立金
積立金については、年度間の財源の不均衡を調整するための財政調整基金への
積立金を見込んで推計しています。
（６）繰出金
繰出金については、国民健康保険・老人保健・介護保険・公共下水道会計等の
特別会計に関し、各会計における収支の状況及び適正な繰出基準等を勘案し、推
計しています。
（７）普通建設事業費
普通建設事業については、「新町建設計画」に位置づける事業費及び経常的な
普通建設事業費の合計額を見込んで推計しています。
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財政計画
（1）歳

入

༊ศ
ᆅ᪉⛯
ᆅ᪉ㆡ⛯ཬࡧ
ྛ✀㔠
ᆅ᪉⛯
ศᢸ㔠࣭㈇ᢸ㔠
⏝ᩱ࣭ᡭᩘᩱ
ᅜ࣭┴⿵ຓ㔠
㈈⏘ධ࣭ᐤ㔠
⧞ධ㔠
⧞㉺㔠
ㅖධ
ᆅ᪉മ
ྜィ

（2）歳

+

























+

























+
+
+
+
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+


+


+


+






































































































































ே௳㈝
බമ㈝
ᢇຓ㈝
≀௳㈝
⥔ᣢ⿵ಟ㈝
⿵ຓ㈝➼
✚❧㔠
ᢞ㈨࣭ฟ㈨࣭㈚㔠
⧞ฟ㔠
ᬑ㏻ᘓタᴗ㈝
ࡑࡢࡢᢞ㈨ⓗ⤒㈝

上段：計画 新計画
下段：実績

+





















+





















+





















+





















+
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+
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（単位：百万円）

+


出

༊ศ

ྜィ

上段：計画 新計画
下段：実績

 



（単位：百万円）

+


+


+


+


+


+






































































































































 



