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もくじ
（２）自然環境と共生するまちづくり （２）自然と共生するまちづくり
（７）みんなで支えあうぬくもりのある地域づくり （７）みんなで支えあうぬくもりのあるまちづくり

第１章　新市の概況　１、合併の必要性
p1   7行 特に鷹巣阿仁地域は 「特に」　を削除
ｐ1　11行 拡大しており、従来の 拡大しており、それらに対応するため従来の
第２章　新市の概況　１、立地及び自然条件
ｐ４　　文中 「本市」「圏域」 「新市」に統一

P4　（１）１１行目圏域の中心である～となっています。
新市の中心部であるＪＲ鷹巣駅からの距離は～と
なっています。

P4　（２）２行目 圏域を東西に貫流する～集落が点在しています。

新市は、出羽山地の山々に源を発する米代川中両部
の鷹巣盆地を中心とし、この盆地と米代川の支流で
ある阿仁川や小阿仁川等の河川の流域に市街地や集
落が点在しています。

P4　（２）６行目 積雪量が多く 積雪量が多いため

P4　（２）８行目 森吉山県立自然公園を擁し、 森吉山県立自然公園を擁するなど、

第２章　新市の概況　２、人口・世帯
P5　文中 「本市」「圏域」 「新市」に統一
P5　（１）５行目 急速に本市の人口減少が 急速に人口減少が

ｐ6　（２）文章 平成１２年国勢調査～高齢者となっています。

　平成１２年国勢調査における年齢別人口比率をみ
ると、年少人口（１５歳未満）１２．５％、生産年
齢人口（１５～６４歳）５８．６％、老年人口（６
５歳以上）２８．９％となっております。少子化、
高齢化がともに県平均以上進んでいることを示して
います。
特に、阿仁地域では老年人口比率が３７．６％と全
県で最も高い一方、年少人口比率は１０．６％と全
県で一番低くなっています。

ｐ6　（３）１行目 本市は 新市は

ｐ6　（３）１行目 産業３分類別就業人口構成でみると 産業３区分別就業人口比率でみると
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第２章　新市の概況　３、産業
P7（１）１行 本市においても 新市においては
P7（１）３行 ３２．０％減少しています。 ３２．０％とそれぞれ減少しています。
P7（１）４行 平成２年から平成１２年までの 特に

P7（１）６行 大幅に減少しています。
大幅に減少するなど、地域間によっても大きな違い
があります。

P7 (2) ５行目以降 森吉地域や阿仁地域では～特徴がみられます。 削除
p8（３）１行 農業同様、 新市では、農業と同様に、

p8（4) 本文 本市における小売業も～示しています。

新市における小売業の各指標をみると、平成３年か
ら平成１１年の８年間で商店数は８１３店から６７
８店と１６．６％、従業者数２，８０１人から２，
４２４人と１３．５％、年間商品販売額は４，０９
６千万円から３，６９８千万円と９．７％それぞれ
減少しています。

p8（4) 本文　４行 鷹巣地域は人口一人当たり 鷹巣地域は平成１１年の人口一人当たり

p8（4) 本文　５行 上回っており、周辺自治体からも 上回っていることから、周辺地域からも

第３章　主要指標の見通し

p9 １．１行 全国的に人口が減少することもあり、 全国的に人口が減少する傾向にあり、

p9 １．２行 今後も減少していく～ 新市の人口も今後減少していく～

p9 １．４行 年には２８，６００人～講じる必要があります。
年には３２％減の２８，６００人までに減少するも
のと想定され、定住人口の流出抑制や少子化対策、
定住者確保の施策などを講じる必要があります。

p9 １．９行 一方、世帯数は、今後も～と想定します。

一方、世帯数も減少しますが、今後も核家族化が進
行し、一世帯あたりの世帯人員が減少することが予
想されることから、平成３７年の世帯数は、平成１
２年の１８％減で１１，２００世帯程度にとどまる
と想定されます。
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p10　２．４行 なお、産業３分類別の就業人口については なお、産業３区分別就業人口については

第４章　新市における主要課題

p11　１．４行
また、商業については～依存している状況にありま
す。

また、商業については新市に大型ショッピングセン
ターがないこともあり、人口一人当たりの小売販売
額は県平均の７６％程度であり、新市の大半は大館
市や能代市の商圏にはいっています。また、新市に
はファミリーレストラン等も少なく、映画館もない
など、様々な都市機能を近隣都市に依存している状
況にあります。

p11　１．７行に追
加

さらに、森吉山をはじめとする自然環境やマタギな
どの伝統文化は他の地域に誇れるものですが、まだ
観光資源として十分な活用ができていません。

p11　１．９行
農林水産業に観光を含めた 農林水産業の基幹産業のほか、商業や観光なども含

めた

p11　２．２行

地域に豊富な～必要があります。 地域ごとに豊富な歴史的資源を活かし文化施設を備
えながら、個性を発揮してきました。今後これら各
地域の資源や施設を最大限に活かしながら、有機的
な結びつきを図っていく必要があります。

p11　２．６行 「経費の節減や効率的な行政運営」や 「行政サービスの向上」や

p11　３．３行 本市は 新市は

p11　３．５行 道路交通網の整備が 道路交通網の整備は

p11　３．６行 より一層の推進が より一層の整備が

p12　４．１行 快適な住環境の提供や就業機会の 快適な住環境の提供や子育て支援、就業機会の

p12　４．２行

施策を講じ、若年層の 施策を講じ、出生数の増加や若年層の
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p12　５．３行 日本海沿岸東北自動車道の整備により、 日本海沿岸東北自動車道の整備が進むと、

p12　５．５行 考えられます。 期待されています。

p12　５．８行 ネットワークの形成が求められています。 ネットワークの形成などを図っていく必要がありま
す。

P12　５．※
＊アグリビジネス：農業関連の産業分野。農産物を
中心に研究開発、素材資材供給から囲う流通に

＊アグリビジネス：農業関連の産業分野。農産物を
中心に研究開発、素材資材供給から加工流通に

P12　６、２行 新市に残るブナ原生林 新市に残るノロ川のブナ原生林

P13　９．１行 本圏域は、～厳しくなっています。

新市を構成する４町は、単独では財政基盤が弱く、
財政状況は逼迫の度合いを含めています。合併後も
人口の減少や少子高齢化の進展、全国的な経済の低
迷など、新市を取り巻く環境は依然として厳しいも
のが予想されます。

P13　９．８行
限られた財源を最大限～努めていく必要がありま
す。

合併によるメリットを最大限有効活用するととも
に、住民にも協力を求め、行政と住民との協働によ
る行政サービスの維持向上を図っていく必要があり
ます。

第５章　新市まちづくりの基本方針

p14　１、１行 本市が 新市が

p15　（１）１行 わたしたちの これまでわたしたちの

p15　（１）２行 その役割の重要度は大きく変化したとしても 削除

p15　（１）３行 重要な基盤であることには変わりません。 重要な基盤です。

p15　（２）２行 「ひと」が減少するのを補うためには 「ひと」が減少していく中では

p15　（２）４行
あきた北空港が立地する～まちづくりを目指しま
す。

あきた北空港が立地する新市は「ひと」が訪れる手
段は既にあることから、訪れる人々を増やし、滞留
させる環境を創ることで～

p17　１２行 都市機能が集積された地域特性を活かし、 経済活動の中心地としての特性を活かし、
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p17　○１個目 ○圏域商業の～ ○新市商業の中心拠点づくりと都市機能集積の促進

p17　○１個目３行目商業地としての～中心拠点づくりを推進します。

商業地としての活性化を図り、市内はもとより周辺
地域からも人が集まる、にぎわいのある中心拠点づ
くりを推進します。また、日本海沿岸東北自動車道
の延伸により、空港と高速道路が連結される予定で
あり良好な交通条件が整備されることから、あきた
北空港周辺地域を中心に都市機能の集積を図りま
す。

p17　○２個目４行目広く圏域全体　　　　　圏域内の 広く市内全体　　「圏域内」を削除

p18　○1個目１０
行目

機能を併せ持つなど、
機能を併せ持つものであり、これを整備することに
より

p19　○2個目8行目 諸施設が立地しており、機能的な連携と 諸施設が立地しており、各施設の機能的な連携と

p19（３）３行目 水環境、森吉山の～側面を持っています。
水環境やノロ川のブナの原生林などの自然やスキー
場などのスポーツ施設が充実しており、観光地とし
ての側面を持っています。

P19○３個目 ○持続可能で安全性の高い食糧生産地としての～ ○持続可能で安全性の高い食料生産地としての～

P19○３個目２行目 食べられる食糧 食べられる食料

p20（4）2行目 拠点として 拠点であり

p20（4）6行目 豊かな自然環境の保全の上に～発展を目指します。

豊かな自然環境の保全を図りながら、観光振興にも
積極的な活用をするとともに、大都会に暮す人々の
「心のふるさと」として、生活文化の体験の場を目
指します

p21○１個目６行目 現在工事が進められている 削除

p21○１個目７行目
地区とのアクセス道路が早期に完成することによっ
て

地区と連携することによって

p21○4個目3行目 オリジナルな特産品 山林資源を活用したオリジナルな特産品

p21○4個目3行目 調査・研究に力を注ぎながら、 調査・研究に力を注ぎ、

第６章　新市の施策　２．部門別施策

P23 施策の体系 （２）・（７） （２）「環境」削除　（７）「地域」を「まち」

P24・１個目２行 経営組織体 組織経営体
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P24・３個目１行 生産基盤の整備を図りながら、
生産基盤の整備、機械化の促進、若年雇用対策を図
りながら

P25表中　ソフト事業 施策事業名「林業経営振興事業」 「林業振興事業」

事業の概要の最初に 機械化の促進、林業後継者の育成　　追加

P27　（２） 自然環境と共生するまちづくり 自然と共生するまちづくり

P27○１個目１行 下水道施設の整備と 下水道施設等の整備と

P28ハード事業 汚泥処分施設整備 ごみ焼却施設整備（混焼）

P29・４個目１行 地域市民の足 地域住民の足

P32・１個目 交通安全の対策など市民の安全を確保し 削除

P32・2個目 高齢者世帯等の 高齢者世帯等への

P34・１個目１行 観光拠点の整備、ネットワーク化を 観光拠点の整備と他地域との広域的なナットワーク化を

P35・４個目 ＵＪＩターン 後段に＊で注釈をつける
P36ソフト事業 施策事業名「町内居住就業支援事業」 「居住就業支援事業」
P37○１個目 地域コミュニティの推進、地域自治の体制の確立 地域コミュニティの推進・地域自治の体制の確立
P38・２個目２行 電子自治体システム 後段に＊で注釈をつける
P38施策の体系 効率的な行政運営 行政運営の効率化
P38ソフト事業 事業の概要「総合計画の策定」 「総合計画等の策定」
P39・１個目１行 医療ニーズと取り巻く環境の変化に 医療ニーズと少子高齢化社会に
P40１行目 進めるとともに、担い手となる 進めるとともに、まちづくりの担い手となる

P41ソフト事業 事業の概要「次世代育成～の策定等」
P42ソフト事業の最後に追加　施策事業名「次世代育
成支援対策法に基づく行動計画事業」事業の概要
「行動計画事業の実施等」

P41・２個目１行 保健・保育指導や 保健・育児指導や

P43・２個目１行から 諸活動との連携及び家庭、地域の連携を 諸活動との連携や家庭、地域との連携を

P43・3個目１行から
学校、生涯学習活動、地域活動の連携により、総合
学習や地域学習

学校の教育活動、生涯学習活動、地域活動の連携に
より、総合的な学習の時間や地域学習

P44・１個目 小・中学校、高校施設の～整備・充実を図ります。
小・中学校、高等学校施設の耐震補強や改良・改築
工事等を進めるとともに、教育環境の整備・充実を
図ります。
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P44施策の体系 幼児教育・小中学校教育等の充実 幼児教育、小・中学校教育等の充実
P44ハード事業 施策事業名「合川高校施設整備事業」 「合川高等学校施設整備事業」
P44ソフト事業 事業の概要「総合学習」 事業の概要「総合的な学習の時間」
p46・１個目２行 責任を負うこと 責任を担うこと
p46・２個目２行 共同参画社会の実現を 共同参画社会づくりを
第６章　新市の施策　３．新市まちづくりのプロジェクト事業

P47背景２行目から 就業の場の減少が人口の減少～悪循環を断ち切り、
就業の場の減少、地域活力の喪失が人口の減少を招
いている。こうした現状から

P48背景４行目から 本市は市域の大半を～豊富にあるなど
新市は市の大半を森林が占め木質資源が豊富にある
ことから

P48事業内容 ○バイオマスエネルギーの有効活用 ○新エネルギーの有効活用
P48事業内容○１個目４
行 地域で生まれるバイオマスエネルギー 地域で生まれる自然エネルギー

P49背景３行 安全・安心な食料生産可能な農業が 安全性の高い食料生産が

P49背景６行から 自然にやさしい農業に対する素地もあり、比内地鶏や
環境に調和した農業に対する素地もある。また、比
内地鶏や

P49事業内容○３個目２
行 集団化を進めるとともに、～プログラムを策定し

組織化をすすめるとともに、農業後継者や新規営農
者を確保・育成するためのプログラムを策定し

P50背景２行 発展してきましたが 発展してきたが
P50背景４行 でてきていることから、中心市街地の でてきている。したがって、中心市街地の
P50事業内容○１個目２
行 新市の顔となる 削除

P51背景１行 秋田県北部地域 新市には、秋田県北部地域の
P51背景３行 観光地が近隣に立地し 観光地も近隣にあることから
P51背景４行 人が訪れていることから、 人が訪れている。このため、
P52事業内容○３個目３
行 作成を図る。 整備を図る。

P53背景３行 女性の社会参加も 女性の社会参画も
P53事業内容○１個目２
行 努めるほか、鷹巣で実施されている 努めるほか、現在鷹巣地域で実施されている

Ｐ５５ 地域医療体制強化プロジェクト　の追加
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