
美浜町長期総合計画

計画策定の目的
急速に進む人口減少などの社会環境の変化や町の課題に的確に対応しながら、将来にわたっ
て持続可能な美浜町をつくっていくため、すべての町民にわかりやすく、また参画が得
られやすい新たなまちづくりの計画として、「第6次美浜町長期総合計画」を策定します。

計 画の 愛称
本計画が多くの町民に親しまれ、町民と行政が知恵と力を合わせ、魅力と活力あふれる
未来の美浜町をつくっていくという想いを込め、計画の愛称を、「みはまみらい2030」
と定めます。

第6次美浜町長期総合計画　みはまみらい2030

『海と緑に彩られた　強く優しく美しいまち　美浜町』　【概要版】

発行：和歌山県美浜町　防災企画課

足腰の強い
地域産業のまち

ともに生き、
ともにつくるまち

1．農業
●● 多様な担い手の育成・確保
●● 農業生産基盤の整備
●● ●生産性の向上、省力化・低コスト化の
支援
●●「松野菜」の一層のブランド化の促進
●● ●農業の6次産業化に向けた取り組みの
支援
●● 有害鳥獣対策の強化

2．水産業
●● 漁業生産基盤の充実
●● 漁業資源の維持に向けた取り組みの支援

3．商工業
●● 商工会の運営支援
●● 商工業経営の安定化・活性化の促進
●● 新規創業等の支援

4．観光
●● 観光・交流拠点の充実・活用
●● 体験・滞在型観光の推進
●● ●広域的な観光振興●
体制の充実

1．人権・男女共同参画
●● 人権教育・啓発の推進
●● 男女共同参画に向けた教育・啓発の推進
●● 男女共同参画の環境整備

2．コミュニティ
●● コミュニティ意識の高揚
●● コミュニティ活動への支援

3．町民参画・協働
●● 広報・広聴活動の充実
●● まちづくりに関する学習機会の提供
●● ●多様な分野における町民等の参画・協働
の促進

4．行財政運営
●● 行政改革の推進
●● 効果的・効率的な財政運営の推進
●● ふるさと納税の有効活用
●● 公共施設等の総合的な管理の推進
●● 広域連携の強化
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将来 像

海と緑に彩られた
強く優しく美しいまち　美浜町

子どもからお年寄りまで、町民一
人ひとりの健康や暮らしを尊重し、
人に優しいまちづくり、みんなが
支え合い助け合いながらともに生
きるまちづくりを進めます。

災害をはじめとするあらゆる危機
に強いまちづくり、新たな時代を
力強く生き抜く人づくり、将来に
わたって持続できる足腰の強い地
域産業の育成を進めます。

町の宝である美しく豊かな自然環
境や自然景観を大切に守り育て、
次代に引き継ぐまちづくり、自然
と共生する美しく快適な生活環境
づくりを進めます。

強 く 優しく 美しい

10 年間

5年間 5年間

基本構想

基本計画

（2021）
令和 年度3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

（2030）計画の構成
と期間



安心・安全で美しい
生活環境のまち

1．消防・防災
●● 消防団の充実
●● 防災・減災体制の充実
●● 治山・治水対策の推進

2．交通安全・防犯・消費生活
●● 交通安全意識の高揚
●● 交通安全施設の整備
●● 防犯意識の高揚
●● 防犯環境の充実
●● 消費者対策の推進

3．環境保全
●● 地球温暖化対策の推進
●● 環境保全意識の高揚と実践活動の促進

4．煙樹ヶ浜の松林
●● 松林の保全対策の推進
●● ●町民参画による松林の保護・育成活動
の促進

5．廃棄物処理
●● ごみの分別排出の徹底と収集体制の充実
●● 3R運動の促進
●● ごみの不法投棄の防止
●● し尿の収集体制の充実

6．上・下水道
●● 水道施設の整備
●● 下水道施設の適正管理と加入促進
●● 合併浄化槽の設置促進
●● ●下水道事業の運営体制●
の充実
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人に優しい
健康・福祉のまち

1．健康支援
●● 町ぐるみの健康づくり活動の促進
●● 各種健診・指導等の充実
●● 母子保健の充実
●● 感染症対策の推進
●● 自殺対策の推進

2．高齢者支援
●● ●高齢者の社会参加・生きがいづくりの
促進
●● 高齢者福祉サービスの提供
●● 介護保険サービスの提供
●● 地域支援事業の推進
●● 認知症対策の推進

3．障害者支援
●● 障害者の生活支援の充実
●● 障害者の就労の支援
●● 障害者に対する理解の促進

4．子育て支援
●● 地域の子育て支援体制の充実
●● 親子の健康の確保・増進
●● すべての親子に対する支援の実施
●● 結婚の支援

5．地域福祉
●● ●地域福祉の関心と人材を育むしくみ●
づくり
●● 地域でつながり、支え合うしくみづくり
●● 地域で心豊かに暮らせるしくみづくり
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発展を支える
生活基盤が整ったまち

1．土地利用
●● 土地利用関連計画の見直しの検討
●● 適正な土地利用の促進

2．道路
●● 町道の整備
●● 橋梁の長寿命化

3．情報化・技術革新
●● さらなる情報化の推進
●● 情報セキュリティ対策の強化
●● 未来技術の導入に関する検討

4．住宅環境、定住・移住
●● 町営住宅の長寿命化及び用途廃止・解体
●● 定住・移住促進施策の推進
●● 廃屋対策の推進

第 3 章

人を育む
教育・文化のまち

1．学校教育
●● ●学校施設・設備の整備充実と適正規模
化の検討
●● 教育内容の充実
●● コミュニティ・スクールの充実
●● 特別支援教育の推進
●● 安全対策の推進

2．社会教育
●● 特色ある学習機会の提供
●● 図書館の充実
●● 社会教育団体の活動支援
●● 青少年の健全育成

3．文化芸術・文化財
●● 文化団体の活動支援
●● 文化芸術の鑑賞機会と発表機会の充実
●● 文化財の保存・活用

4．スポーツ
●● スポーツ施設の整備充実
●● スポーツ団体の活動支援
●● 指導者の育成・確保
●● スポーツ活動の普及促進
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