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日　付 項　目 内　容

令和元年度

11 月４日
～ 12月５日

まちづくり
住民アンケート

・配布数：5,000 票
・回収数：1,563 票
・回収率：31.3％

令和２年度

10 月 30 日 総合計画策定委員会（第１回）
・計画策定スケジュールについて
・計画課題分析結果報告について
・基本構想（素案）について

11月 16日 時津町総合計画審議会（第１回）

・委嘱状交付
・計画策定スケジュールについて
・計画課題分析結果報告について
・基本構想（素案）について

12月 17日 総合計画策定委員会（第２回）
・基本計画（素案）について
・＊パブリックコメントの実施について

12月 25日 時津町総合計画審議会（第２回）
・基本計画（素案）について
・＊パブリックコメントの実施について

１月６日
～１月 20日

＊パブリックコメント
・役場、コスモス会館、北部コミュニティセ
ンターおよびホームページで意見募集

１月 29日 総合計画策定委員会（第３回）
・＊パブリックコメントの結果について
・計画（原案）について

２月８日 時津町総合計画審議会（第３回）
・＊パブリックコメントの結果について
・計画（原案）について
・答申案の審議

２月 12日 第６次時津町総合計画答申

３月２日 議会議案提案
・令和３年第１回定例会に第６次時津町総合
計画基本構想の議案を提案

３月２日 議会全員協議会 ・基本構想の議案の説明

３月４日 基本構想の決議
・基本構想の議案は、全会一致で原案どおり
可決

　

１　第６次時津町総合計画の主な策定経過
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令和３年２月１２日

　時津町長　吉田　義德　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時津町総合計画審議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　会長　太田尾　由紀

第６次時津町総合計画に関する答申について

　令和２年１１月１６日付で本審議会に諮問があった第６次時津町総合計画（案）に

ついては、審議の結果、その内容は適当なものと認めます。

　なお、計画の推進にあたっては下記の点に留意されますよう要望いたします。

記

１　事業実施にあたっては、第５次総合計画の総括に基づき、継続して実施する事

業や内容を変更して実施する事業、新たに実施する事業を精査し、ＰＤＣＡサイ

クル（計画・実施・検証・見直し）を徹底し、より効果的・効率的な事業実施を

要望します。

２　実施計画策定にあたっては、第６次総合計画の将来像である、『生活都市とぎつ　

～誰もが“住みたい”“住み続けたい”町へ～』を達成するために、真に実効のあ

る実施計画の策定を要望します。

３　計画の実施にあたっては、急速な人口減少などの社会情勢の変化や厳しい財政

状況等を踏まえ、スピード感を持って、遺漏なく事業推進が図られるよう要望し

ます。
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２　第６次時津町総合計画に関する答申
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役　職 氏　名 所属・職名

会　長 太田尾　由　紀 時津町男女共同参画推進委員会　会長

副会長 浦　川　裕　水 時津町社会福祉協議会　会長

委　員

井　上　雅　浩 時津町行政改革推進委員会　委員長

上　嶌　良　弘 時津町自治公民館連絡協議会　会長

川　口　義　己 西そのぎ商工会　会長

坂　本　恵美子 時津町女性団体連絡協議会　会長

鈴　木　勝　利 時津町文化協会　会長

長　田　和　幸 時津町体育協会　会長

橋　口　満　義 時津町自治会連合会　会長

平　山　　　恵 長崎西彼農業協同組合時津支店　支店長

藤　山　　　徹 時津町自治会連合会　副会長

松　田　孝　成 大村湾漁業協同組合　組合長

山　脇　　　博 時津町議会　議長

濵　田　孝　則 時津町議会　副議長

山　上　広　信 時津町議会　議会運営委員会委員長

平　埜　　　靖 時津町議会　総務文教常任委員会委員長

大　塚　俊　久 時津町議会　産業厚生常任委員会委員長

（順不同／敬称略）

３　第６次時津町総合計画審議会委員名簿
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用　語 用語の説明 初　出

【あ行】

ＩＣＴ
Information�and�Communication�Technology（情報
通信技術）の略で、情報や通信に関連する科学技術の総称。

p19

歩くまちづくり事業
ウォーキングを楽しみながら、健康増進を図ることがで
きるように、町内の歩道に弾力性舗装のウォーキングコー
スを整備する事業。

p37

家読（うちどく）
「家庭読書」の略語で「家族ふれあい読書」を意味し、家
族で本を読み感想を話し合うなど読書習慣を共有するこ
とで、家族の絆づくりを図る運動のこと。

p70

ＡＥＤ
Automated�External�Defibrillator の略で、けいれんし、
血液を流すポンプ機能を失った状態の心臓に対して、電
気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器。

p62

ＳＮＳ
Social�Networking�Service の略で、登録された利用者
同士が交流できるWebサイトの会員制サイトのサービス
のこと。

p82

オープンデータ
機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用
ルールで公開されたデータのこと。

p80

【か行】

学童保育
昼間、保護者のいない家庭の小学校低学年児童等の育成
指導のため、遊びを主体とする健全育成活動を行う地域
組織。

p50

隔年結果
果樹の結実が多いときと極めて少ないときとを１年ごと
に繰り返す現象。

p40

仮換地
土地区画整理事業の工事中、従前の宅地の代わりに使用
できるように指定された土地のこと。

p31

環境美化条例
美しい環境を守り育てるために、各地方公共団体で定め
た条例。

p57

環境保全型農業
農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和など
に留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使
用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業。

p39

観光農園
一般市場に出荷する農園とは別に、つみ取りや体験農業
など一般観光客を対象にした農園。

p40

起　業 自らの主体的意志で新たな事業をおこすこと。 p42

キャリア教育
社会的・職業的自立に向け、必要な基礎となる能力や態
度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育のこ
と。

p65
資
料
編

４　用語索引
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用　語 用語の説明 初　出

共　生 互いに利益を受けながら、ともに生活・生存していくこと。 p27

協　働

複数の主体が何らかの目標を共有し、ともに力を合わせ
て活動することをいう。協働は、責任と行動において、
相互に対等であることが不可欠であり、行政も地域の一
員として、住民の目線で携わることが望ましく、企業や
各種団体等も含む、あらゆる住民が相互に連携し、主体
的にまちづくりに寄与していくことが本義とされている。

p17

グローバル化

資本や労働力の国境を越えた移動が活発化するとともに、
貿易を通じた商品・サービスの取引や、海外への投資が
増大することによって世界における経済的な結びつきが
深まること。

p18

経常的経費 公務員の給与等、必ず定常的にかかる経費。 p82

健康寿命
ＷＨＯが提唱した指標で、国が定める定義は健康上の問
題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。

p52

広域行政
既存の自治体の単位を超えて複数自治体で行政運営を考
えること。

p19

交流人口
時津町に住所を所有する定住人口に対する言葉で、観光
や交流、商用などで本町を訪れる町外の人のこと。

p2

高齢化率 総人口に占める 65歳以上人口の割合。 p13

国立社会保障・人口問題研究所
厚生労働省に所属する国立の研究機関。人口や世帯の動
向を捉えるとともに、内外の社会保障政策や制度につい
ての研究を行っている。

p2

子育て支援センター
子育て支援のための地域の総合的拠点で、無料相談や関
連機関の紹介、子育てサークルの活動支援などを行う場。

p51

コミュニティスクール

学校と保護者や地域がともに知恵を出し合い、学校運営
に意見を反映させることで、一緒に協働しながら子ども
たちの豊かな成長を支える、「地域とともにある学校づく
り」を進める法律（地教行法第 47条の５）に基づいた仕
組み。

p65

【さ行】

災害弱者
災害時に迅速かつ適切な対応ができにくい人をいい、一
般的には障害者、疾病者、高齢者、乳幼児、子ども、外
国人、妊婦、旅行者等が含まれる。

p62

財政力指数

地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額（標
準的な地方税収額）を基準財政需要額（合理的水準で行
政事務を遂行するために必要な経費の推計）で除して得
た数値の過去３年間の平均値のこと。

p13

産官学金労言
産業界、官公庁、大学、金融機関、労働団体、言論界を
指す略称のこと。

p2

ジェネリック医薬品
新薬と同じ有効成分と効き目で製造された後発医薬品の
こと。

p54
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用　語 用語の説明 初　出

市街化区域

都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街地として
積極的に開発・整備する区域を示す。具体的には、既に
市街地を形成している区域、および概ね 10年以内に優先
的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと。

p6

市街化調整区域
都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街化を抑制
すべき区域のこと。

p31

事業評価
本町において実施または実施しようとする事業について、
必要性・効率性などの観点から評価すること。

p82

自主財源
地方公共団体が自主的に収入しうる財源をいい、具体的
には、地方税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、
財産収入、寄付金、繰入金、繰越金、諸収入が該当する。

p81

自主防災組織 自治会や校区などの単位で住民が作る防災組織。 p60

児童館
児童の健全な遊びを通じて、その健康を増進し、情操を
豊かにすることを目的とする施設。

p50

シニアクラブ
スポーツや教養講座、ボランティア活動などを通じて、
生活を豊かなものにするための自主的なクラブ。

p46

従属人口指数
生産年齢人口が年少人口と高齢者人口をどれだけ扶養し
ているかを示した指標。

p8

受益者負担
国家および地方公共団体が、その公共施設などの利用に
よって利益を受ける個人または一定地域の住民に、施設
の建設・維持費の一部を負担させること。

p81

生涯学習 生涯を通じて、自らが主体的に学び続けること。 p27

少子高齢化

出生率の低下と平均寿命の増大が同時に進行することに
より、若年者の数と人口に占める比率がともに低下し、
高齢者の数と人口に占める割合がともに上昇していくこ
と。

p24

常備消防 自治体に設置された消防本部・消防署のこと。 p62

情報セキュリティ
電子的な手段を利用した情報のやり取りに関する安全性
や信頼性の確保のこと。

p82

生活道路 日常の生活に使う道路のこと。 p37

成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不
十分な方々を不利益から守る制度。

p49

ゼロ・エミッション
（廃棄物ゼロ）

｢何も無駄にしない。すべての廃棄物に付加価値を見いだ
して利用し尽くす｣ 技術体系や経営手段を意味する理念。

p58

線状降水帯

次々と発生する発達した雨雲（積乱雲）が列をなした、
組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同
じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状
に伸びる強い降水を伴う雨域のこと。

p19

資
料
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用　語 用語の説明 初　出

Society5.0

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）
を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的
課題の解決を両立する、人間中心の社会。

p2

【た行】

体験型農業
田植えや農作物の栽培、収穫など、一般の人が農業を体
験できるようにしたもの。

p40

団塊ジュニア世代
昭和46年から49年に生まれた世代のこと。第二次ベビー
ブーム世代とも呼ばれる。

p2

男女共同参画
男女がそれぞれの個性と能力を発揮して、あらゆる分野
でともに参画し、協力していくこと。

p77

地域活動支援センター
通所の障害者らに対し、創作的活動または生産活動の機
会の提供などを行う場。

p49

地域共生社会

社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・
分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係
を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』と
して参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸
ごと』つながることで、住民一人一人の暮らしと生きがい、
地域をともに創っていく社会。

p17

地域高規格道路
地域の自立的発展や地域間の連携を支える道路として国
が指定し、自動車専用道路と同等の規格を有し、概ね
60km/h 以上の走行サービスを提供できる道路。

p37

地域ブランディング
行政・企業・地域の有志などの働きかけによってその地
域の魅力を極大化しようとする活動のこと。

p33

地域防災計画
災害対策基本法（第 40条）に基づき、各地方自治体（都
道府県や市町村）の長が、それぞれの防災会議にはかり、
防災のために処理すべき業務などを具体的に定めた計画。

p60

地域包括ケアシステム

高齢者ができる限り居宅において生活を続けるために、
生活上の安全・安心と健康を確保するため「住まい」「医療」
「介護」「生活支援・介護予防」などの多様なサービスを
24時間 365 日身近な地域で提供する仕組み。

p46

出典：内閣府ホームページ
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用　語 用語の説明 初　出

地域包括支援センター
高齢者への総合的な生活支援の窓口となる機関で、市町
村または市町村から委託された法人が運営し、主任介護
支援専門員・保健師・社会福祉士が必ず配置される。

p47

地区計画
地区の特性に応じた良好な環境の整備や保全のための方
針と具体的な整備計画を、住民と行政が連携して定める
都市計画のこと。

p31

地産地消
｢地元生産・地元消費｣ を略した言葉で、地元で生産され
たものを地元で消費するという意味。

p39

地方債
地方公共団体が財政収入の不足を補うため、あるいは地方
公営企業の建設、改良などの資金調達のために行う借入金
のうち、１会計年度を超えて返済される長期借入金をいう。

p82

町（ちょう）

漢字の ｢町｣ は、地方公共団体の一つを表すときにも使
われる。本計画では、｢時津町｣ など主に地方自治体を
指す場合に ｢町｣ を用いることとし、それ以外、例えば
｢地域｣ や ｢街並み｣ なども含まれる場合は ｢まち｣ を用
いることとする。

p2

出前講座
各事業を担当している町職員等が、地元の住民の方（地域）
に出向いて、役所の仕事やまちづくりなどの話をしたり、
体験学習を行う講座。

p76

電算システム
制御装置・演算装置・記憶装置・入出力装置からなり、
プログラムにより複雑なデータ処理が電子的に高速で行
える計算システムのこと。

p82

時津街道

陸路を通る長崎街道とは別に、西坂から浦上、時津をへて、
海路で彼杵（そのぎ）にわたる ｢時津街道｣ があり、｢裏
街道｣ と呼ばれて親しまれていた。日本二十六聖人もこ
の街道で長崎に入っている。

p5

時津町開発行為等指導要綱
町内において行う開発および建築行為に関して、一定の
基準をもって指導し、健全で良好な都市環境を備えたま
ちづくりを図ることを目的とする要綱。

p31

時津中央第２土地区画整理事業

時津町の中心地区である元村および浜田地区は、無秩序な
市街化の進展による道路等の公共施設の整備が不十分で、
住宅環境等の悪化が問題となっている。そこで、都市計画
道路等の都市基盤施設と併せて面的整備を行い、当地区の
市街地環境の整備改善を図ることを目的とした事業。

p31

ドクターヘリ
正式名は ｢救急医療用ヘリコプター｣。運用する病院の敷
地に専用機を待機させ、救急救命の専門医らが同乗、現
場から病院までの間に処置する。

p53

特定健診
生活習慣病予防のための健診で、腹囲、血糖、脂質、血
圧の健診結果をもとに、高リスクの人は食事や運動など
の特定保健指導を受ける。

p54

特別支援教育
障害のある児童生徒に対して、その一人一人の教育的ニー
ズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難
を改善・克服できるよう、必要な支援を行う教育。

p66 資
料
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用　語 用語の説明 初　出

都市計画道路
都市計画において定められる都市施設の一つ。自動車専
用道路、幹線道路、区画街路、特殊街路の４種類。

p37

都市計画マスタープラン
1992 年（平成４年）の都市計画法改正により規定された
｢市町村の都市計画に関する基本的な方針｣（法第 18条の
２）のこと。

p31

【な行】

長崎広域連携中枢都市圏

中核市や政令指定都市等の規模・中核性を備える地方都
市が、近隣の市町村と連携し、それぞれの限られた財源
や地域資源などを活用し合いながら、地域経済の活性化
と持続可能な社会形成を図ることを目的に制度化され、
生活圏を一にする長崎市・長与町・時津町の１市２町で
平成 28年に形成された都市圏のこと。

p81

2040 年問題
2040 年には 65 歳以上の高齢者人口がピークを迎えると
されており、これに伴い社会保障制度の崩壊が危惧され
るといった問題のこと。

p23

認定農業者
農業経営基盤強化促進法に基づいて、将来の日本の農業
の担い手として市町村が認めた農業者。税制上の特典や
長期低利融資の配慮など多面的支援がなされる。

p40

【は行】

パートナーシッププログラム 友好的な協力関係に基づく各種の事業計画。 p79

歯の「8020 運動」 80歳になっても、自分の歯を20本以上保とうという運動。 p46

パブリックコメント

国や地方自治体において基本的な政策を定める場合に、事
前に内容を公表し、広く住民に意見や提言等を求め、そ
れらを政策に反映できるかどうか検討した上で決定する制
度。

p4

バリアフリー
障害者や高齢者の生活、活動の妨げとなる物理的障害や意
識面等における障壁（バリア）を取り除くこと。

p37

ＰＤＣＡサイクル
Plan（計画）、Do（実施）、Check（検証）、Action（見直し）
の４つで構成され、計画から実行に至るプロセスで常に検
証し、必要なものは改善していく仕組み。

p82

ファイリングシステム

文書の発生から整理、保存および廃棄までを一貫した系統
により管理する方法であり、文書の私物化の排除による情
報の共有化、即時検索性および他者検索性の確保を達成す
ることが可能なシステム。

p80

ファミリーサポートセンター
サービスを依頼する依頼会員とサービスを提供する援助会
員による会員制の組織のこと。

p51

防災ハザードマップ
自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、
被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の
位置などを表示した地図のこと。

p60

【ま行】

マイバック運動
資源効率化のために商店等での買い物の際に、自分の袋を
用意していく運動。

p41
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用　語 用語の説明 初　出

まち

漢字の ｢町｣ は、地方公共団体の一つを表すときにも使わ
れる。本計画では、｢時津町｣ など主に地方自治体を指す
場合に ｢町｣ を用いることとし、それ以外、例えば ｢地域」
や ｢街並み｣ なども含まれる場合は ｢まち｣ を用いること
とする。

p2

マルチ栽培
作物の株元をマルチシートと呼ばれる透湿性シートなどで
覆い、雨水の浸透を遮断し、水分をコントロールすること
により、柑橘類などの糖度を上昇させる栽培方法。

p40

【や行】

ＵＩＪターン

Ｕターンは、生まれ育った故郷以外の地域に就職や移住し
た後に、再び自分の生まれ育った故郷に戻ること。
Ｉターンは、生まれ育った故郷以外の地域に就職・移住す
ること。
Ｊターンは、生まれ育った故郷以外の地域に就職や移住し
た後に、生まれ故郷近くの都市に戻ること。

p33

用途地域

良好な市街地環境の形成や、都市内における住居、商業、
工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目
的として、建築物の用途、建ぺい率、容積率、高さなどの
規制、誘導をする制度のこと。

p6

４Ｒ運動

４Ｒとは、Refuse（リフューズ：発生回避）、Reduce（リ
デュース：減らす）、Reuse（リユース：再使用）、Recycle
（リサイクル：再資源化）の頭文字をとったもの。また、
４Ｒ運動とは順番も意味し、ゴミになる物の発生源を絶
つ（Refuse）ことから始めて、次に資源の消費を減らす
（Reduce）、その次に、使えるものは何回も繰り返し使う
（Reuse）、そして使えなくなったら原材料として再生利用
（Recycle）する運動のこと。

p58

【ら・わ行】

ライフステージ
幼年期、少年期、青年期、成人期、高齢期といった、人生
のそれぞれの段階のこと。

p53

リサイクル 廃棄物や不用品の再利用。有価資源の再資源化。 p35

立地適正化計画

2014年（平成26年）の都市再生特別措置法等の一部を改
正する法律により規定された「市町村が、コンパクトプラ
スネットワーク型の都市づくりを進めるための計画」のこ
と。

p31

リモートワーク
従業員がオフィスに出社することなく、会社以外の遠隔の
場所で業務を行うこと。

p18

レセプト点検
各医療機関から提出されるレセプト（診療報酬の明細書：
処方箋）が適正かどうかを判定する調査。

p54

ワーク・ライフ・バランス 仕事と生活の調和のこと。 p77
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