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基本方針3 環境にやさしく住みやすいまちづくり

環境共生型社会の構築1

現況と課題

今日では、地球温暖化問題をはじめ、エネルギー資源・水資源・天然資源の枯
渇や生物多様性※１の喪失等、さまざまな地球環境問題が深刻化しています。
地球規模の環境問題は、国際社会全体が協力して取り組むべき重要な課題です
が、その原因や解決策は一人一人の日常生活に直結しているものも多く、地域に
根ざした取り組みを進める必要があります。
そのためには、一人一人が地球環境問題を正しく理解して、これまでの市民生
活や企業活動を見直し、自覚と意欲を持って環境に優しい消費行動や自動車利用
などに取り組んだり、ごみの減量やリサイクルに努めるなど、市民が積極的・自
発的に地球温暖化の防止や省資源、省エネルギーのための環境行動を創造・実践
する生活を定着させていく必要があります。
本市におけるごみの排出量については、脊振共同塵芥処理組合構成市町でごみ
処理手数料の有料化を実施していることや、事業系ごみが少ないことなどから、
１人１日あたりのごみ排出量は604ｇで、全国平均値の半分程度と少ないものの、
自家焼却の自粛等の影響もあり増加傾向にあります。
安全かつ安定的なごみ処理を確保するために、排出者責任による分別の徹底を
図るとともに、より一層の減量・リサイクルの取り組みを進めていく必要があり
ます。
再生利用量については年々増加傾向にありますが、さらに、資源化可能な品目
については資源化する指導を行い、容器包装の分別収集品目を拡大し、環境共生
型社会にふさわしい廃棄物処理システムの確立をめざすことが重要です。
また、本市では、講演会、イベントの開催などの啓発活動をはじめ、環境学習・
環境教育の推進を図ってきましたが、環境問題と私たちの社会経済活動との深い
関わりや国における「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関す
る法律」の制定などを踏まえ、家庭、地域、学校などのさまざまな場における環
境学習・環境教育のさらなる推進が求められています。
環境問題は複雑・多様化し、その解決に向けた施策も広範多岐にわたっていま
す。将来の世代に良好な環境を引き継ぎながら、都市を持続的に発展させていく
ためにも、将来を見通した長期的視点を持ち、施策を相互に連携させながら、市
民、事業者、行政の協働の下で、地球温暖化など地球規模で広がる環境問題に取
り組むとともに、環境への負荷の少ない環境共生型社会を構築していく必要があ
ります。
※１「生物多様性」：遺伝子、種、生態系といった異なるレベルの多様性を意味する包括的な概念のこと。
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施策展開の方向

●　市民の誰もが環境に関心を持ち、環境に対する責任と役割を理解するため
に、学校、地域、家庭、職場、野外活動など多様な場において環境学習・環
境教育の機会の充実を図ります。
●　廃棄物の減量・リサイクルの徹底が図られるよう啓発や指導に努めるとと
もに、脊振共同塵芥処理組合との連携により、新たな資源化方策等について
研究します。また、廃棄物の減量・リサイクルに関する市民、事業者の自主
的な取り組みに対する支援を行います。
●　生ごみ処理機等の普及による家庭ごみのコンポスト化を推進するととも
に、この取り組みを通じたごみの減量化やリサイクル等に関する市民意識の
啓発を図ります。
●　家庭から排出される温室効果ガスの削減を図るため、各家庭への環境家計
簿の導入等を促進しながら、事業所等への環境配慮活動の協力を推進します。
●　省エネ化に関する情報提供や啓発とともに、太陽光発電や太陽熱利用設備
の導入を促進します。
●　京都議定書の目標達成計画に基づき、温室効果ガスの排出抑制のため総合
的な推進計画を策定し、排出量の削減並びに吸収作用の保全の強化を図りま
す。

主な取組・事業等

□　環境教育・啓発の推進
□　環境基本計画の策定及び推進
□　ごみの減量化・再資源化の推進
□　市民や事業所の環境配慮活動への支援
□　一般廃棄物基本計画の策定及び推進
□　新エネルギー導入促進事業（太陽光発電、風力発電、クリーンエネルギー自動車）
□　バイオマス※2事業の推進
□　グリーン購入※3の促進
□　地球温暖化対策実行計画の策定及び推進

※２「バイオマス」：動植物から生まれた再生可能な有機性資源のこと。その種類は、家畜排泄物や食品
廃棄物等の廃棄物系のもの、稲わらや麦わら等の未使用のもの、トウモロコシやなたね、大豆等の
資源作物（エネルギー作物）があり、これらを使用することにより温室効果ガス（CO２）の排出を
抑制し地球温暖化の防止を図る。

※３「グリーン購入」：製品やサービスを購入する際に、環境を考慮の上、リサイクルが容易なものや、
省エネ資源に繋がるものなど、環境の負荷ができるだけ少ないものを選んで購入すること。
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関連個別計画

◇　一般廃棄物実施計画

達成目標

指　　標
現　状 中間目標 最終目標

年度 数値 年度 数値 年度 数値

ごみ総排出量 H17 ｔ
7,493 H24 ｔ

6,711 H29 ｔ
6,458

廃棄物リサイクル率 H17 ％
18.1 H24 ％

29.4 H29 ％
30.7

ごみの最終処分率 H17 ％
14.2 H24 ％

1.5 H29 ％
1.2

資源ごみ回収登録集落数 H18 13 H24 80 H29 121



第
Ⅲ
部
基本
計画

71



神
埼
市
総合
計画

72

基本方針3 環境にやさしく住みやすいまちづくり

豊かな自然環境の
保全と活用
2

現況と課題

水や緑に代表される自然環境は、市民の生活に潤いと安らぎをもたらす重要な
都市機能のひとつです。
本市においては、総面積のうち山林・原野などが約66％、また、田畑が約28％
を占めています。脊振山を源流とする城原川や田手川はさまざまな形のクリーク
が点在する平野部・田園地帯を経て、筑後川に注いでいます。脊振山系から筑後
川まで、本市の有する自然の輝きと豊かさは市民の暮らしを育むとともに、市の
魅力を高める貴重な資源といえます。
こうした自然環境を本市の貴重な夢資源として再認識し、次世代に継承できる
よう保全と多面的な利活用を一層推進していくことが求められています。
脊振山に代表される森林については、森林整備計画に基づく保全と整備・管理
を進めていますが、今後は市民のレクリエーションの場としての活用など、多面
的な活用に取り組んでいくことが重要です。
クリーク等に彩られた独特の景観を有する田園等の農地については、農業振興
地域整備計画に基づく計画的な整備を進めていますが、今後は農業振興という面
からだけではなく、本市の貴重な自然環境という視点からもその保全と活用を図
っていくことが重要です。
本市を貫く城原川や田手川、並びに田園地帯に点在する大小さまざまなクリー
クなどは、市民の身近な水辺として親しまれており、今後も景観や環境に配慮し
た整備・活用を進めていくことが大切です。
こうした自然環境の保全と活用を進めることと併せて、都市における緑の大切
さや機能について市民の理解と啓発を図り、都市緑化に向けた市民の身近な取り
組みを促進・支援していくことが求められています。

施策展開の方向

●　市民の「憩いの場づくり」として日の隈公園や仁比山公園、直鳥環濠集落
を中心に計画的に整備を進め、神埼市の憩いの拠点を拡張していきます。

●　森林については、環境の保全に取り組みつつ、市民のレクリエーションの
場としての活用を図っていきます。

●　豊かな自然を将来にわたって引き継いでいけるよう、自然環境を保全する
ために、啓発活動を行い、環境美化活動やクリーン作戦を推進していきます。

●　クリークと豊かな田園の景観や環境に配慮した整備・活用を進めていきま
す。
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主な取組・事業等

□　国土利用計画の策定及び推進
□　森林環境整備事業（再掲）
□　環境美化活動の推進
□　田園景観の保全
□　河川整備事業（県事業）
□　クリーク防災機能保全対策事業
□　筑後川水系河川整備計画に伴う事業の推進（国事業）
□　県営地域用水環境整備事業［直鳥地区］（県事業）

関連個別計画

◇　森林整備計画（再掲）
◇　環境保全型農業推進方針（再掲）

達成目標

指　　標
現　状 中間目標 最終目標

年度 数値 年度 数値 年度 数値

環境美化活動への参加者数 H18 人
13,947 H24 人

18,504 H29 人
22,204

民間保安林の間伐施業面積 H18 ha
33.9 H24 ha

40.0 H29 ha
50.0
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基本方針3 環境にやさしく住みやすいまちづくり

まちなみと
住環境の整備
3

現況と課題

本市には日本に数少ない環濠集落景観が残っており、昔ながらの田園空間を形
成しています。また、旧長崎街道宿場町等の歴史的なまちなみも残っており、緑
の空間の確保や景観への配慮など環境と調和した計画的なまちづくりや誰もが安
心して生活できる住宅・住環境づくりを進めることが必要とされます。
また、まちづくりの観点から、都市計画マスタープランを策定し、本市の特色・
個性を生かした計画的な土地利用、道路・公園等の都市施設整備を進めていく必
要があります。
さらに、ユニバーサルデザインの視点を持って、新たな市民ニーズへの対応や
防災機能の充実、環境にも配慮した取り組みなどを進め、暮らしに安心と快適性
をもたらすとともに、市街地の活性化を図り、個性を生かしたまちづくりを進め
ることが重要です。
住宅・住環境については、少子・高齢化の進行、家族構成の変化、生活様式の
多様化などに伴い、市民のニーズは、単に住戸規模の拡大に止まらず、住宅のバ
リアフリー化や新しい住宅設備、環境共生への対応など、住宅の質の向上へと変
化しています。このような新たなニーズに対応した公営住宅の供給や、多世代共
生型の住宅など、多様化した住み方に合った住宅の供給が求められています。
住環境の保全と向上を図るためには、開発事業が周辺環境と調和したものとな
るよう誘導するとともに、住宅マスタープランの策定や各種の制度を活用しなが
ら、市民の自主的なまちづくりを支援し優良な宅地や住宅の整備を進める仕組み
づくりが重要です。
また、市内には火葬場がないため、近隣の施設を利用している状況であり、今
後の整備が必要となっています。

施策展開の方向

●　都市計画を推進する上での指針となる都市計画マスタープランにより、市
民、事業者や専門家などに、都市計画における将来の都市像を示し、都市計
画への理解と参加を促します。

●　まちに対する誇りや愛着を高め、良好な都市景観の形成を推進するため、
市民、事業者、行政の協働の下、地域の歴史や文化、景観に関する情報の提
供や啓発に努め、景観資源の保全・活用を行い、次世代に継承できる美しい
まちなみづくりの推進を図ります。
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●　老朽化した市営住宅の建替えや、特定優良住宅など必要に応じた公営住宅
の整備を推進します。
●　子育て世代をはじめ、高齢者や障がい者が住みなれた地域で、健康で安心
して住み続けられるよう、住環境の整備に努めます。
●　火葬場については、近隣自治体との連携により、整備を推進していきます。

主な取組・事業等

□　都市計画マスタープランの策定及び推進
□　都市景観基本計画の策定及び推進
□　まちなみ整備事業（再掲）
□　住宅マスタープランの策定及び推進
□　公営住宅建設整備事業
□　ユニバーサルデザインのまちづくりの推進（再掲）
□　国土利用計画の策定と推進（再掲）
□　葬祭公園整備事業

達成目標

指　　標
現　状 中間目標 最終目標

年度 数値 年度 数値 年度 数値

道路の緑化延長 H18 m
9,950 H24 m

10,950 H29 m
11,950

公共施設のスロープ設置率 H19 ％
48,4 H24 ％

80,0 H29 ％
100.0
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基本方針3 環境にやさしく住みやすいまちづくり

道路・交通網の
整備・充実
4

現況と課題

道路は、交通施設としての機能だけでなく、防災空間や情報通信・ライフライ
ンの収容空間、地域住民のコミュニケーションの場など多くの機能を持っており、
市民生活の基本的かつ重要な公共施設のひとつです。
また、本市の主要道路網の整備は、本市の市街地形成や交流活性化の観点にお
いて重要な事業であるとともに行政のさまざまな分野を豊かにするものでもあ
り、市民サービスの原点に近いものといえます。
広域的な交通網の整備により、本市は佐賀市や鳥栖市などの商業圏や佐賀空港
まで、20㎞圏内、福岡都市圏や福岡空港へも１時間以内でアクセスでき、都市圏
の機能分担も可能な位置関係にあるといえます。
本市の道路交通体系は、縦断軸としては福岡市中心部とを結ぶ国道385号、福
岡市西部とを結ぶ県道三瀬神埼線、また、横断軸としては長崎自動車道、国道34
号などにより構成されています。しかし、南北に長い本市の地域状況においては、
市民交流の基本となる縦の幹線道路が少なく、国・県道の未整備区間も多い状況
です。また、国道34号の交通量は、１日25,000台を超え、慢性的な交通渋滞が随
所に見られ、交通事故も多発しているなど、市民の日常生活に大きな影響を与え
ています。
今後は、交通の円滑な流れを図ることができる道路ネットワークの構築を図る
とともに、すべての人が安全で快適に移動できる環境づくりに向けて、地域の特
性に応じた道路整備を計画的に進める必要があります。

施策展開の方向

●　主要幹線道路整備を促進し、道路網の強化による交通ネットワークの構築
を目指します。

●　生活道路においては、交通安全対策の充実と、ユニバーサルデザインの考
え方を取入れた人にやさしい道づくりと、市民の協力による美化活動を推進
します。

●　公共交通機関の整備として、JR神埼駅への特急快速電車の停車を要望・
促進し、福岡圏内への通学・通勤等の利便性の向上、観光客の誘致と都市機
能の分担による市の活性化を図ります。
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主な取組・事業等

□　道路整備基本計画の策定及び推進
□　市道整備事業
□　縦横断幹線道路の整備事業
□　県道三瀬神埼線の平ヶ里踏切周辺区間の高架化の推進
□　交通安全対策の充実
□　神埼駅への特急・快速電車の停車
□　国道34号道路整備事業（国事業）
□　国道264号、385号道路整備事業（県事業）
□　一般県道、主要地方道路整備（改築）事業（県事業）

達成目標

指　　標
現　状 中間目標 最終目標

年度 数値 年度 数値 年度 数値

市道改良率 H18 ％
72.7 H24 ％

73.5 H29 ％
75.0

市道舗装率 H18 ％
92.2 H24 ％

94.0 H29 ％
96.0

歩道整備率（車道幅員5.5ｍ以上） H18 ％
48.1 H24 ％

55.0 H29 ％
60.0
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基本方針3 環境にやさしく住みやすいまちづくり

上・下水道の整備5

現況と課題

上下水道の整備は、市民の日常生活を快適で安全性や利便性に富んだものとし、
健康で文化的な生活を営むうえで極めて重要です。
本市の水道施設は、平地部では佐賀東部水道企業団による給水が行われており、
神埼市全体の平成18年度の上水道普及率は93.9％ですが、山間部については地下
水及び自然水等の水源を利用しています。
また、生活水準の向上やライフスタイルの変化によって、生活用水の需要はま
すます増加する傾向にあることから、水質管理の強化を図りながら安全で良質な
水を安定して供給しなければなりません。
下水道は、都市活動によって生じる汚水を処理し、公共水域の水質を保全する
など、根幹的な都市施設の一つとして不可欠であるため、地域固有の状況に応じ
た整備計画により下水道事業を推進していく必要があります。
本市の下水道の整備状況（平成19年３月末現在）は、公共下水道率が15.2％、
農業集落排水率が1.8％、浄化槽率が28.6％で、水洗化率は45.6％となっています。
今後、３町村合併に伴う公共下水道処理区域の見直しをはじめとして集合処理、
個別処理の区域の見直し等、汚水処理施設の整備促進を経済的かつ効率的に進め
るため、神埼市としての汚水処理施設整備構想の策定が急務となっています。

施策展開の方向

●　安全な水道水を市内全域に安定的に供給するため、未給水地区の解消を図
り、市と佐賀東部水道企業団が連携して水資源の確保と渇水対策に努めると
ともに水道施設の適切な維持管理を行っていきます。

●　限られた水資源を有効に利活用するために「水の大切さ」を市民に啓発す
るとともに、節水意識の普及、高揚を図ります。

●　汚水処理については、地域特性に応じた処理方式により計画的な整備を行
うため、早期に汚水処理施設整備構想を策定します。

●　公共下水道等、集合処理方式による整備が困難な地域においては、浄化槽
市町村整備推進事業等の導入を図り浄化槽の設置を促進します。
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主な取組・事業等

□　上水道施設、簡易水道・小規模水道等整備事業
□　水資源の有効活用及び節水意識の啓発
□　下水道事業整備計画の策定及び推進
□　公共下水道事業
□　浄化槽市町村整備推進事業
□　農業集落排水事業
□　浄化槽設置整備事業

達成目標

指　　標
現　状 中間目標 最終目標

年度 数値 年度 数値 年度 数値

上水道普及率 H18 ％
93.9 H24 ％

94.4 H29 ％
95.0

下水道普及率（合併処理浄化槽を含む） H18 ％
45.6 H24 ％

61.0 H29 ％
72.5
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基本方針3 環境にやさしく住みやすいまちづくり

消防・防災・
交通安全体制等の充実

6

現況と課題

市民のニーズの高い「安全・安心」への備えは、まちづくりの基本であり、市
民のかけがえのない、生命・身体・財産に関わる重要な課題です。
本市の消防・救急業務体制においては、建物高層化や災害弱者対策など質量と
もに変化してきています。このため、これらの業務へ的確に対応し得る体制の整
備強化が必要であり、初期消火や災害出動など地域における防災活動を担う消防
団の役割は、依然として重要な位置を占めています。
防災体制については、「地域防災計画」「水防計画」を基本に体制整備を行い、

関係機関との連絡を密に、的確な情報把握等を行っていますが、特に、市民への
防災情報の伝達や避難訓練、災害に対する防災意識の向上や災害時等の行動など
について、さらに周知が必要です。
治山・治水対策面では、林地荒廃とともに保水機能の低下などが懸念され、ま
た、城原川をはじめとして治水対策はまだ十分とは言えず、景観や環境保全の面
からも整備が望まれています。
一方、「自分のまちは、自分たちで守る」という視点に立って、行政と地域が
連携し、自主防災・防犯の意識を持つことが重要です。
交通事故発生件数は横ばいですが、特に高齢者の交通事故の増加が懸念されま
す。
交通事故のない安全なまちづくりはみんなの願いであり、交通モラルや安全意
識を高めていくことと併せて、交通安全施設の整備促進などの対策を講じていく
必要があります。
本市の国民保護計画については、平成19年３月に策定していますが、今後は関
係機関との連携により、市民の保護対策の充実と周知が必要です。

施策展開の方向

●　地域消防の担い手である消防団の活性化と常備消防との連携、また、消防・
救急業務の多様化に対処した設備の更新や施設整備など、消防・救急体制の
充実とともに、広域化による常備消防の強化を推進します。

●　震災や集中豪雨など、複雑多様化している各種災害に対処するため、「地
域防災計画」「水防計画」に基づき、防災体制の確立と市民の防災意識の啓
発や自主防災組織の強化・育成を図り、地域と一体となった災害に強い安全
なまちづくりを推進します。



第
Ⅲ
部
基本
計画

81

●　治山対策としては、土砂崩れや崖崩れ等の災害防止に努め、水源涵養に重
要な役割を果たす森林の適正な管理を推進します。
●　治水対策としては、国・県・市が一体となって河川整備を進め、水源地域
の保全と河川等水辺環境の整備を進めます。
●　市民一体となった防犯活動や広報活動とともに、事故や犯罪の少ない安全
なまちづくりを進めるため、街路灯や特に通学路等を中心とした主要路線へ
の防犯灯の整備推進並びに警察・市・地域の連携強化を図ります。
●　地域の交通安全と交通事故防止のため、交通指導体制の充実を図るととも
に、広報啓発活動を推進し、交通ルールの遵守、交通安全意識の高揚、交通
安全施設の整備を図ります。
●　武力攻撃事態等において、市民の安全を確保するため「国民保護計画」を
策定しており、この計画に基づき、関係機関と連携をとり、的確かつ迅速な
市民保護措置の体制構築を推進します。

主な取組・事業等

□　消防・防災施設等基盤整備事業
□　消防・防災体制の整備・充実
□　急傾斜地崩壊防止対策事業
□　森林の適正管理と保安林整備
□　防犯活動の推進と防犯施設整備促進
□　交通安全施設促進と広報啓発活動の強化
□　国民保護計画の総合的な推進
□　筑後川水系河川整備計画に伴う事業の推進
　　（国事業）（再掲）
□　通常砂防事業（白木川、広滝西川等県事業）
□　河川整備事業（県事業）（再掲）

関連個別計画

◇　地域防災計画
◇　水防計画
◇　交通安全計画
◇　国民保護計画

達成目標

指　　標
現　状 中間目標 最終目標

年度 数値 年度 数値 年度 数値

自主防災組織数 H19 7 H24 121 H29 121
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基本方針3 環境にやさしく住みやすいまちづくり

高度情報通信基盤の
整備
7

現況と課題

21世紀を迎えた今、情報通信技術の急激な発達と社会の情報化の進展は、国民
生活のさまざまな分野において、大きな変化と多様化をもたらしています。
特にインターネットや携帯電話が一気に普及し、これらを利用すれば簡単に情
報の受信や発信が可能となっています。こうした情報通信技術は、市民生活にお
いても暮らしを便利で快適なものにする手段として大いに役に立つものです。
そのためには、高度な情報通信基盤が整備されていることが前提であり、また、
情報通信ネットワークに誰もが手軽にアクセスでき、使いこなすことができるよ
うにする必要があります。
国では、世界的な情報化の潮流に立ち後れることのないようにＩＴ戦略を定め、
電子政府構想を推し進めており、地方自治体に対してもその先導的立場から行政
事務のあらゆる分野において、とりわけインターネット技術を積極的に取り入れ
行政サービスの飛躍的向上を目指し、地域情報化の推進を図るよう求めています。
このような時代にあって、本市ではインターネットのブロードバンド化の整備
が遅れている地域が存在するほか、携帯電話等の通信状況やテレビの地上デジタ
ル放送対応について地域間格差がある状況です。
今後は、高度化・多様化している市民ニーズに対応して、市民がいつでも、ど
こでも、誰でも、行政情報の提供が受けられるようにするため、情報通信拠点施
設の整備を図るとともに、インターネットを利用した各種手続き等、市民の利便
性の向上を図っていく必要があります。

施策展開の方向

●　情報通信技術を積極的かつ効率的に活用し、市民生活の向上と行政運営の
改善を推進します。

●　地域情報化の恩恵をすべての市民が享受できるような環境づくりを目指し
ます。

●　地上デジタル放送を利用した自治体情報やイベント情報を提供します。
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主な取組・事業等

□　地域情報化推進事業
□　電子自治体の推進事業
□　地域インターネット導入促進基盤整備事業
□　移動通信用鉄塔施設整備事業
□　辺地共聴施設整備事業（地デジ対応）

関連個別計画

◇　地域情報化計画
◇　過疎地域自立促進計画

達成目標

指　　標
現　状 中間目標 最終目標

年度 数値 年度 数値 年度 数値

ブロードバンド利用可能世帯カバー率 H18 ％
96.8 H24 ％

99.8 H29 ％
100.0

携帯電話利用可能世帯カバー率 H18 ％
98.7 H24 ％

99.1 H29 ％
100.0
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基本方針3 環境にやさしく住みやすいまちづくり

定住を促進する
環境の整備

8

現況と課題

人口減少、若者の流出の最大原因は、「就業の場の不足」にあることは否定で
きません。魅力ある産業・職場を創出し、多くの人の職を創り、地域経済の活力
を高めることが、地域づくりの土台となります。
本市では、若者定住の推進のため、公営住宅の建設のほか、ふるさと定住宅地
造成事業などを取り組んでいますが、さらに、雇用の場の受け皿となる企業誘致
の推進はもとより、就業情報提供の充実などが求められています。
定住を促進する環境の整備については、インフラ整備において道路網の整備、
上下水道の整備、情報通信基盤の整備を進め、また、ソフト面においても次世代
育成支援対策行動計画、子育て支援などにより、子どもが健やかに生まれ育つよ
う、関連部門、関連機関・団体が一体となった多面的な支援を推進し、定住を促
進することが重要です。

施策展開の方向

●　ハローワークと連携するなど、きめ細かな雇用情報の提供を行うとともに、
若年者、女性、高齢者、障がい者の就業を支援し、誰もが生涯を通して働け
る環境づくりを進めます。

●　若者の定住やＵ・Ｉターン者のための定住を促進するため、住宅環境の整
備や情報の提供を行います。

●　若者の定住を促進するために、企業誘致を促進し、雇用の場の創出に取り
組みます。

●　若者が安心して子育てができる環境づくり、高齢期を迎えても安心して暮
らせる医療と福祉が充実した、住みたい、住み続けたいまちづくりを推進し
ます。

●　駅周辺を含む市街地形成ゾーンへの住宅地開発を推進します。
●　市外からの転入を促すため、新たな奨励制度について検討します。
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主な取組・事業等

□　雇用情報の提供及び就労支援
□　定住促進事業
□　公共上下水道の整備
□　公営住宅の整備
□　住宅マスタープランの策定及び推進（再掲）
□　企業誘致の促進
□　子育て支援事業（再掲）
□　転入促進のための奨励制度の創設

関連個別計画

◇　次世代育成支援行動計画（再掲）
◇　過疎地域自立促進計画（再掲）

達成目標

指　　標
現　状 中間目標 最終目標

年度 数値 年度 数値 年度 数値

上水道普及率（再掲） H18 ％
93.9 H24 ％

94.4 H29 ％
95.0

下水道普及率（合併処理浄化槽を含む）
（再掲） H18 ％

45.6 H24 ％
61.0 H29 ％

72.5

年間転入人口 H18 人
1,299 H24 人

1,511 H29 人
1,741

誘致企業数（再掲） H19 20 H24 25 H29 30
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基本方針3 環境にやさしく住みやすいまちづくり

消費生活環境の充実9

現況と課題

経済社会の高度情報化、グローバル化、規制緩和等により、消費者を取り巻く
環境は大きく変化しています。これらの変化は、消費者にとって、商品・サービ
スの選択肢が格段に広がるなどの利便性を高めていますが、その反面、これらを
利用した悪質事業者の参入、商品・サービスの複雑化等により、トラブルが増大
する危険性も高めています。
また、環境問題の深刻化に伴って、これまでの大量消費・大量廃棄の生活様式
を見直し、省資源・リサイクルなど、地球環境に配慮した消費生活への消費者自
身の自覚と社会的責任が求められています。
さらに、生産物や食品の安全性等に対する関心の高まりなど、安全で豊かな食
生活へのニーズが増大しています。
豊かな消費生活を実現していくためには、消費者一人一人が自らの生活や社会
の動向を見つめ、適切な商品やサービスを主体的に判断し、選択できる、自立的
な消費者となっていくことが必要です。
このような状況に対応するため、本市では、消費相談の多い事案については、
広報等によるタイムリーな情報提供を、また、消費者グループによる消費者セミ
ナーを通して生活に身近な法律など情報提供を行い、消費者意識の啓発や普及に
努めています。
しかし、住宅リフォーム関係など新種の事案が生まれるなど、高齢者、若者を
狙った相談件数が増えており、その内容も複雑・多様化していることから、今後
も消費者への啓発と相談窓口体制の充実を図っていく必要があります。

施策展開の方向

●　安全で安心できる消費生活を実現するため、消費生活に関する情報の提供、
消費者意識の啓発や普及に努めます。

●　消費生活相談窓口を充実するとともに、県の消費者生活センターとの連携
を強化し、消費者利益の保護・増進を図ります。

●　高齢者、若者など情報が届きにくい年齢層が被害に遭われる例が多いこと
から、生涯学習、学校教育などとの連携を重視した取り組みを推進します。
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主な取組・事業等

□　消費者意識の啓発
□　消費者保護の推進
□　消費者組織の育成指導

達成目標

指　　標
現　状 中間目標 最終目標

年度 数値 年度 数値 年度 数値

消費者セミナー参加者 H18 人
102 H24 人

300 H29 人
500




