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四国のまほろば　美馬市
だれもが住みたくなるまちをめざして

［自然あふれる家］
藤本千尋さん

［未来の動物号］
國見雪菜さん



　総合計画は、将来のまちの姿やまちづくりの基本的な方向性を示し、それを実現するための方法を
定めた長期的な計画をいいます。

本市は人口減少、高齢社会の到来、地方分権の進展、金融危機などに伴う世界経済の不安
定、環境問題の深刻化など社会情勢の大きな変化が予想される中で的確に時代のすう勢を
把握し、効果的な行財政運営の推進が求められています。

様々な環境の変化や、国・県
などの動向を見極め、より
魅力あるまちをつくるため、
進む方向性を示す計画を策
定するものです。

美馬市総合計画 

なぜ、総合計画をつくるの？

基本構想は、本市の長期的な理
念と将来像のもと、その実現の
ために必要なまちづくり構想の
大綱を示すものとします。

基本構想
基本計画は、基本構想に基づい
て実施していく各部門の基本的
な計画の方針と施策について総
合的、体系的に示すことにより、
実施計画の指針としていきます。

基本計画
実施計画は、基本計画に基づい
て実施する施策について、市民
ニーズや諸制度の動向、財政状
況などを考慮して実現可能な計
画として示すこととします。

実施計画

総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画で構成しています。

計画はどういった構成なの？

地域経済
の低迷

握し、効果的な行財政運営の推

地

少子・
高齢化

価値観の
多様化

地方分権
の進展
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 を策定しました

より多くの市民参画を得ながら、まち
づくりへの関心を高め、多様な主体に
よる協働が活発に行われるきっかけ
となる計画づくりを行っていきます。

市民協働の促進

多様化する行政需要や地方分権の推
進による新たな事務事業に対応する
ため、行政改革を進め、効率的、効果
的な行政運営を図ります。

行財政運営

本市が策定する各分野における種々
の計画に方向性を示す最上位計画と
して位置づけます。

上位計画として位置づけ

行政情報の積極的な提供を行い、市
民と行政が情報を共有できる透明度
の高い行政運営を進めます。

開かれた行政

基本構想・基本計画の計画期間は、平成27年度から平成31年度までの5年間とします。
実施計画については3年を一期間として計画し、毎年度見直すローリング方式を採用します。

計画期間はどのくらい？

将来に夢や希望を持つことのできる魅力あふれるまちをつくるための指針とするために、4つ
の「視点」に立って、総合計画が市民共有のまちづくりの目標となるよう策定を行います。

総合計画の基本的姿勢は？

平成27年度 平成31年度

基本構想（5年間）

基本計画（5年間）

実施計画（3年間）
毎年度ローリング

実施計画（3年間）

1 2

3 4
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美馬市がめざ 

　先人が培ってきた歴史・文化を継承しながら、市民の定住意識や地域への愛着を大切にし、本市に住
むことが誇りとなるようなまちづくり、多くの人々が訪れ交流できるまち、すべての市民の基本的人権
が保障され、それぞれのライフステージにおいて常に元気に活動できるまちを創造するため、本市の将
来像を次のように設定します。

美馬市の将来像1

　まちを創っていくのは市民一人ひとりです。行政と市民は、情報や目的意識を共有し、共に考え、種々
の施策に挑戦し、役割を分担しながら協働していきます。
　このため、本市の将来像を実現するための基本理念は、次のように設定します。

基本理念2

四国のまほろば　美馬市
だれもが住みたくなるまちをめざして

『 共創・協働 』『 共創・協働 』

な
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 す将来像は？

　この基本理念をもとに、将来像を実現していくために、次の基本方向を設定します。

基本方向3

　平成22年の国勢調査人口をもとにコー
ホート要因法で推計した将来人口では、平
成27年10月には30,330人、平成32年10
月には28,179人まで減少すると予測され
ています。
　少子・高齢化の波は本市の人口動向に
大きな影響をおよぼしています。「四国のま
ほろば」とするためには、一定の人口を維
持しなければ市の活力は維持できません。
　このような状況を踏まえ、平成32年3月末
の目標人口を次のように設定します。

将来像、基本理念に基づいた施策を積極的に推進し、人口流出を
抑制し、交流人口が増やせる住みやすい環境づくりを進めていきます。

人口目標

平成32年3月末の目標人口　29,500人

4

　人と人とが支え合える地域社会が形成され、安心して健やかに暮らせるまち、男女共同参画が進むと
ともに、生涯を通じた自己実現のための活動機会が保障されるまちをめざします。

1 一人ひとりの市民が健康でいきいきと暮らせるまちづくり

　危機管理体制が確立され、快適で利便性の高い住環境が整備されるまち、環境負荷に配慮し豊かな
自然環境を次世代に継承していく潤いとやすらぎのあるまちをめざします。

2 環境と調和し、安全・快適で便利なまちづくり

　個性ある歴史・文化を保存継承しながら、地域の特性を活かした産業振興が進むまち、人々が集ま
り、多様で活発な交流が展開される活力あるまちをめざします。

3 人が集い、交流がうまれる活力と魅力あるまちづくり
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美馬市総合 

将来像 四国のまほろば　美馬市
だれもが住みたくなるまちをめざして

市民の
個性と能力が
発揮できる
まちづくり

基本目標1

教育・文化

子育て・就学前教育の充実

義務教育の充実

青少年健全育成活動の推進

生涯学習の支援・充実

生涯スポーツの振興

歴史・文化の継承、創造と活用

地域づくりの支援

市民参画の推進

いきいきと
健やかに
暮らせる
まちづくり

基本目標2

福祉・健康・医療

基本的人権の尊重

地域福祉の充実

高齢者福祉の充実

障がい者（児）福祉の充実

児童福祉の充実

社会保障・生活保障の実施

健康づくりの推進

地域医療の充実
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 計画の体系図

基本
理念 『 共創・協働 』

安全・安心で
環境にやさしい
まちづくり

基本目標3

市民生活・環境

防災・危機管理対策の推進

消防対策の推進

交通安全・防犯対策の推進

消費生活の安全安心の確保

環境保全

活力がみなぎり、
交流がうまれる
まちづくり

基本目標5

産業・交流

農林業の振興

商工業の振興

企業立地の促進

観光の振興・交流の促進

国際交流の推進

快適で
便利な
まちづくり

基本目標4

社会基盤

生活環境の向上

公共交通システムの整備

公園・緑地の整備

上水道の整備

下水道の整備

情報通信・情報発信の充実
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基 本 目 標

市民の個性と能力が
発揮できるまちづくり

教育・文化

　未来を担う子どもを安心して産み育てることができるように、子育て支援の充実を図るとともに、家
庭、地域、学校などが連携しながら、確かな学力の定着や豊かな心と創造性を育む教育を推進します。
　また、市民の主体的な学習や活動を促し、その成果を地域社会に活かすことができる生涯学習・生涯
スポーツ社会をめざします。更に、地域に根づく伝統芸能や歴史、文化などを再認識し、地域に誇りを
持てるよう学習環境の充実に努めます。
　そして、市民の創意と意欲をまちづくりに活かすため、多様な市民参加を進めるとともに、市民の自
発的活動を促進します。地域の特性を活かし、市民の身近なまちづくりを展開するため、コミュニティの
育成と活性化を図るなど市民と行政の協働を基本にしたまちづくりを進めます。
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子育て・就学前教育の充実 義務教育の充実

青少年健全育成活動の推進 生涯学習の支援・充実

生涯スポーツの振興 歴史・文化の継承、創造と活用

地域づくりの支援 市民参画の推進
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福祉・健康・医療基 本 目 標

　高齢者や障がい者をはじめ、全ての市民が分け隔てなく平等に社会参加でき、生涯にわたって住み
慣れた地域社会や家庭で一人ひとりが大切にされ、ゆとりと生きがいを持って暮らすことができるまち
づくりを進めます。
　また、福祉サービスの充実を図るとともに、市民の主体的な取り組みや地域で活動する様々な担い
手による支えあいを推進し、自助、共助、公助のバランスのとれた福祉のまちづくりを進めます。
　そして、誰もがいきいきと健やかに暮らすことができるよう、健康づくりや保健、医療サービスの充実
に努めます。

いきいきと健やかに暮らせる
まちづくり
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基本的人権の尊重 地域福祉の充実

高齢者福祉の充実 障がい者（児）福祉の充実

児童福祉の充実 社会保障・生活保障の実施

健康づくりの推進 地域医療の充実
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　市民の生命や財産を守り、安心して生活できるよう、防災・減災対
策、防犯や交通安全対策の充実を図ります。
　また、地球環境保全の視点で求められる低炭素社会や循環型社会
の実現のため、ごみの減量化や再資源化の推進、自然エネルギーの
活用、リサイクル製品購入促進などに取り組み、環境への負荷が少な
いまちをめざします。

市民生活・環境基 本 目 標

防災・危機管理対策の推進 消防対策の推進

交通安全・防犯対策の推進 消費生活の安全・安心の確保

環境保全

安全・安心で
環境にやさしいまちづくり
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　自然とまちとの調和のとれた適切な土地利用を図り、誰もが生活しやすい快適な居住環境を形成す
るとともに、人と人の交流、産業活動を促進するため、計画的に交通網などの整備、充実、利便性の向上
に努めます。
　また、老朽化する社会資本の長寿命化を図るため、適切な維持管理に努めます。
　地域情報化のために、現在のシステムをフル活用し、市民サービスの向上と市民と行政との情報の
交流・共有化を進め、快適な市民生活の実現を図ります。

社会基盤基 本 目 標

生活環境の向上 公共交通システムの整備

公園・緑地の整備 上水道の整備

下水道の整備 情報通信・情報発信の充実

快適で便利な
まちづくり
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　広域交通条件に恵まれた本市の立地特性を活かし、企業誘致を進め、雇用の
場の確保を図ります。また、本市が有する自然や歴史・文化資源を活用し、交流人
口の増加をめざします。
　更に、既存産業（農業、林業、工業、商業など）の高度化やブランド化の推進、新
たな活力の導入（シニアパワー活用）などにより支援に努めます。

産業・交流基 本 目 標

農林業の振興 商工業の振興

企業立地の促進 観光の振興・交流の促進

国際交流の推進

活力がみなぎり、
交流がうまれるまちづくり
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美馬市総合計画の計画づくりに、将来を担う子どもたちも参加。
将来の美馬市を表現した、絵画コンクールを実施しました。
表紙の2点は最優秀賞、下記8点は優秀賞受賞作品です。

「将来の美馬市」絵画コンクール

原田舞菜さん［夢の町　Town of the dream］

新居さくらさん［日本一自然の脇町］

正木亜枝さん［自然がいっぱい明るい美馬市］

原優輝さん［住んでみたい将来の美馬市］

住友彩良さん［未来マンション］

井口乃ノ佳さん［自然がいっぱいカラフル美馬市］

藤本深玖さん［あなぶき川に海の魚が来た！］

藤川奈 さ々ん［自然いっぱいの美馬市］
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