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吉備中央町吉備中央町

子どもたちの笑い声があふれる子どもたちの笑い声があふれる
懐かしくて新しいふるさとの創造懐かしくて新しいふるさとの創造

後期基本計画　【令和３年度～令和７年度】

「千年後の吉備中央町」

■はじめに
　町では、平成 28 年度からまちづくりの指針となる「第２次吉備中央町
総合計画（10 年間）」により、まちづくりを進めています。
　このたび、令和３年度から５年間の後期基本計画を策定しました。町民
参画と協働により「子どもからお年寄りまでワクワクしながら安心して暮
らせるまちづくり」を目指していきます。
　町民皆様とともに、安心・安全な魅力あるまち“吉備中央町”を創って
いきましょう。
令和３年３月

　吉備中央町長　山本雅則



まちの将来像まちの将来像

22世紀の 22世紀の 理理
ふ る さ とふ る さ と

想郷想郷 吉備中央町 吉備中央町
まちづくりの方針まちづくりの方針

子どもたちの笑い声があふれる子どもたちの笑い声があふれる
懐かしくて新しいふるさとの創造懐かしくて新しいふるさとの創造

重点プロジェクト 1 町の将来を担う子どもを増やす町の将来を担う子どもを増やす
重点プロジェクト 2 町を支える宝（若者）を残し、町を支える宝（若者）を残し、

 転入により新しい風を呼び込む 転入により新しい風を呼び込む
重点プロジェクト 3 安心して暮らせる環境をつくる安心して暮らせる環境をつくる
重点プロジェクト 4 町の魅力で新しい人の流れをつくる町の魅力で新しい人の流れをつくる

町民と行政がともにつくる町民と行政がともにつくる

“まちづくりのための“まちづくりのための
行動指針”行動指針”

町の最上位計画であり町の最上位計画であり

“本町の“本町の
行財政運営の指針”行財政運営の指針”

計画的なまちづくりの計画的なまちづくりの
達成状況を測る達成状況を測る

“進行管理の“進行管理の
ものさし”ものさし”

● 総合計画の役割● 総合計画の役割

● 総合計画の構成と期間● 総合計画の構成と期間

■基本構想（10年間）
　平成28（2016）～令和７（2025）年度

■目標型の計画・実施計画

■基本計画（前期５年・後期５年）
　前期：平成28（2016）～令和２（2020）年度
　後期：令和３（2021）～令和７（2025）年度
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重点プロジェクト１ 町の将来を担う子どもを増やす
基本目標１ 次代の宝を育むまち

１－１ 妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援
１－２ 教育環境の整備
１－３ 生涯学習の充実
１－４ スポーツ・レクリエーション活動の充実
１－５ 青少年の健全育成
１－６ 地域文化の育成

重点プロジェクト２ 町を支える宝（若者）を残し、
転入により新しい風を呼び込む

基本目標２ 魅力と活力のあるまち
２－１ 農林業の振興
２－２ 商工業・サービス業の振興
２－４ 雇用・勤労者対策の充実
２－５ 消費者対策の充実

基本目標３ 生活しやすい安全なまち
３－１ 住環境の充実

基本目標４ 協働で歩むまち
４－１ 移住定住の促進

重点プロジェクト 3 安心して暮らせる環境をつくる
基本目標５ やさしさあふれるまち

５－１ 保健の充実・医療体制の確保
５－２ 地域福祉の充実
５－３ 高齢者福祉の充実
５－４ 障害者福祉の充実
５－５ 社会保障の充実

基本目標３ 生活しやすい安全なまち
３－２ 道路・交通ネットワークの整備
３－３ 吉備高原都市の整備促進
３－４ 情報ネットワークの整備
３－５ 防災・消防・救急体制の充実
３－６ 交通安全・防犯体制の充実

基本目標６ 快適な暮らしのまち
６－１ 環境施策の総合的推進
６－２ 循環型社会の構築
６－３ 上・下水道の整備
６－４ 公園・緑地の整備
６－５ 景観の保全・整備

基本目標４ 協働で歩むまち
４－２ 協働のまちづくりの推進
４－３ コミュニティ活動・交流活動の育成
４－４ 男女共同参画・人権尊重社会の形成
４－５ 自治体経営の推進

重点プロジェクト 4 町の魅力で新しい人の流れをつくる
基本目標２ 魅力と活力のあるまち

２－３ 観光・レクリエーションの振興

基本目標７ 未来社会を先行実現するまち
７－１ 先端的技術を活用した未来型シティの実現

● 基本構想の体系● 基本構想の体系

将 来 像

22世紀の理
ふ る さ と

想郷
吉備中央町

まちづくりの
基 本 理 念

子どもたちの
笑い声があふれる
懐かしくて新しい
ふるさとの創造
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重点プロジェクト１ 町の将来を担う子どもを増やす
基本目標１ 次代の宝を育むまち

１－１ 妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援
安心して子どもを生み育てられる環境づくり、地域で子どもを見守る体制づくりに取り組みます。

１－２ 教育環境の整備
「確かな学力」と基本的な生活習慣の定着を図り、子どもたちの豊かな人間力形成を推進するとともに、
安全で安心な学校づくりを進めます。

１－３ 生涯学習の充実
多彩な講座の開催や自ら学ぶ生涯学習環境の充実に努めます。

１－４ スポーツ・レクリエーション活動の充実
ライフステージに応じたスポーツ活動を行える環境づくりを推進します。

１－５ 青少年の健全育成
青少年関係機関や団体、地域、家庭が一体となって、青少年の生きる力や社会性を育み、健全に育つこ
とができるまちを目指します。

１－６ 地域文化の育成
芸術・文化活動の振興や文化財の保護・活用、地域特有の民俗文化の伝承を進めます。
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重点プロジェクト 2

 町を支える宝 ( 若者 ) を残し、転入により新しい風を呼び込む
基本目標２ 魅力と活力のあるまち

２－１ 農林業の振興
主要産業の担い手となる人材の育成及び経営基盤の強化を行い、安定的な農業経営を確立するとともに、
森林の保全を図ります。

２－２ 商工業・サービス業の振興
魅力ある産業環境づくりにより、商工業の活性化を図るとともに、雇用の場の確保に向け、町の特性に合っ
た企業誘致を進めます。

２－４ 雇用・勤労者対策の充実
公共職業安定所や事業者と連携し、雇用の充実を図るとともに、勤労者福祉の充実に努めます。

２－５ 消費者対策の充実
町民が消費者トラブルや犯罪に巻き込まれることなく、安全・安心な消費生活を送ることができるよう
努めます。

●基本目標３ 生活しやすい安全なまち
３－１ 住環境の充実

快適な生活環境と安全な住環境の実現に向けて、住宅地等の整備を促進します。

●基本目標４ 協働で歩むまち
４－１ 移住定住の促進

定住機能を向上させ、町への移住定住を進めます。

sup
ermarket

4



基本目標５ やさしさあふれるまち
５－１ 保健の充実・医療体制の確保

各種検診や健康相談などを通して、健康への意識を高めるとともに、地域・行政・医療機関等の連携体
制を整えます。

５－２ 地域福祉の充実
支援を必要としている人を地域で見守り、地域による福祉の向上に努めます。

５－３ 高齢者福祉の充実
住み慣れた地域でいきいきと暮らせるよう、社会参加や在宅生活について、ともに支え合う地域づくり
の推進に努めます。

５－４ 障害者福祉の充実
基本的人権が尊重された生活ができるよう、福祉サービスの充実を図るとともに、地域住民による支え
合いを強めます。

５－５ 社会保障の充実
気軽に相談できる環境を整備し、安心して暮らせるよう、関係機関と連携を図り、支援体制を整えます。

基本目標３ 生活しやすい安全なまち
３－２ 道路・交通ネットワークの整備

町内道路網の計画的な整備を行うとともに、安全
で快適な道路環境づくりを進めます。また、公共
交通機能の向上に努めます。

３－３ 吉備高原都市の整備促進
町の拠点としての都市機能の整備を促進します。

３－４ 情報ネットワークの整備
情報通信技術（ＩＣＴ）などを活用したまちづくり
と、多様な電子情報の活用と情報発信ができる環
境を整えます。

３－５ 防災・消防・救急体制の充実
安心して暮らせる総合的な防災対策を推進し、常
備消防と消防団・自主防災組織の連携に努め、防
災意識を高めます。

３－６ 交通安全・防犯体制の充実
事故や犯罪のない交通安全・地域防犯体制の充
実を図り、安全な環境づくりを推進します。

重点プロジェクト 3 安心して暮らせる環境をつくる
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基本目標６ 快適な暮らしのまち
６－１ 環境施策の総合的推進

自然とともに、安心して快適に暮らせる町を目指し、山や川などの環境の保全に努めます。

６－２ 循環型社会の構築
資源循環型社会の確立に向け、ごみの排出抑制や
資源化率の向上、環境美化等を推進します。

６－３ 上・下水道の整備
良質な水を安定供給し、快適な水環境を確保しま
す。

６－４ 公園・緑地の整備
町民や来訪者が憩える公園・緑地の整備・活用に
努めます。

６－５ 景観の保全・整備
美しい景観の保全や自然とふれあえる景観形成に
努めます。

基本目標４ 協働で歩むまち
４－２ 協働のまちづくりの推進

町民と行政がそれぞれの役割と責任を持って協働し、地域における課題解決のため、町民主体のまちづ
くりを目指します。

４－３ コミュニティ活動・交流活動の育成
魅力あるコミュニティの形成に向け、地域活動の充実と活性化を図ります。

４－４ 男女共同参画・人権尊重社会の形成
人権感覚の育成、及びだれもが平等で自分らしく輝いて暮らせる社会の実現に向けて意識づくりや環境
づくりを進めます。

４－５ 自治体経営の推進
町民に信頼される健全な行財政運営を進め、事業効果と事業効率の向上に取り組み、行政サービス、行
財政の運営に努めます。
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発行 ：令和3年 3月
編集 ：： 吉備中央町企画課

〒 716-1192 　岡山県加賀郡吉備中央町豊野 1 番地 2
TEL: 0866-54-1314( 直通 ) FAX.0866-54-1307
E-mail: kikaku@town.kibichuo.lg
URL: http://www.town.kibichuo.lg.jp

表紙イラスト／令和元年度吉備中央町図画展「千年後の吉備中央町」大和小学校 6 年 難波 妃夏さん

基本目標２ 魅力と活力のあるまち
２－３ 観光・レクリエーションの振興

交流人口の増加と地域活性化に向け、多様化する新しい観光スタイルに即した多面的な取組を進めます。

基本目標７ 未来社会を先行実現するまち
７－１ 先端的技術を活用した未来型シティの実現

住民がワクワクしながら生活できる環境を提供する未来型シティの創出を進めます。

重点プロジェクト 4

町の魅力で新しい人の流れをつくる


