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第１章 新しいまちづくりにあたって 

第２節 地域の課題 

２ 人口減少、少子高齢化への対応 

国勢調査によると、本地域においては平成 2年に 19.7％だった高齢化

率は、平成 27 年には 44.8％となっています（同時期、国においてはそ

れぞれ 12.3％、26.6％）。また、国の人口推計によると、わが国の総人

口は平成 18（2006）年度にピークを迎え、その後は減少に転じることが

予測されます。本地域においても人口は減少傾向にあります。このまま

で推移すると、10 年後には 4割弱ほど人口が減少して 7,500 人を切り、

高齢者の比率は 50.4%となることが予測されます。少子化対策や高齢者

への対応等、きめ細かな福祉サービスの充実が必要となっています。 
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第１章 新しいまちづくりにあたって 

第２節 地域の課題 

２ 人口減少、少子高齢化への対応 

国勢調査によると、本地域においては平成 2年に 19.7％だった高齢化

率は、平成 12 年には 28.7％となっています（同時期、国においてはそ

れぞれ 12.3％、17.3％）。また、国の人口推計によると、わが国の総人

口は平成 18（2006）年度にピークを迎え、その後は減少に転じることが

予測されます。本地域においても人口は減少傾向にあります。このまま

で推移すると、10 年後には 2割ほど人口が減少して１万人を切り、高齢

者の比率は 38.8%となることが予測されます。少子化対策や高齢者への

対応等、きめ細かな福祉サービスの充実が必要となっています。 
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第１章 新しいまちづくりにあたって 

第４節 計画策定の方針 

３ 計画の期間 

  本計画の期間は、平成 17（2005）年度から令和６（2024）年度までの

20 年間とします。 
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第１章 新しいまちづくりにあたって 

第４節 計画策定の方針 

３ 計画の期間 

  本計画の期間は、平成 17（2005）年度から平成 31（2019）年度までの

15 年間とします。 
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第２章 新町の概要 

第２節 人口・世帯 

１ 総人口および世代別人口の推移 

本地域の人口は、昭和 40(1965)年以降減少傾向が続いており、平成

27(2015)年の総人口は 8,429 人となっています。ここ 10 年間（平成 17

年～平成 27 年）をみると、約 2割以上の減少となっています。 

年齢 3区分別人口構成比を見ると、年少人口（0～14 歳）、生産年齢人

口（15～64 歳）は減少、高齢者人口（65 歳以上）は増加しており、少子

高齢化が進んでいます。また高齢化率は、平成 27 年に 44.8%となってい

ます。   
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第２章 新町の概要 

第２節 人口・世帯 

１ 総人口および世代別人口の推移 

本地域の人口は、昭和 40(1965)年以降減少傾向が続いており、平成

12(2000)年の総人口は 11,799 人となっています。ここ 10 年間（平成 2

年～平成 12 年）をみると、約 1割の減少となっています。 

年齢 3区分別人口構成比を見ると、年少人口（0～14 歳）、生産年齢人

口（15～64 歳）は減少、高齢者人口（65 歳以上）は増加しており、少子

高齢化が進んでいます。また高齢化率は、平成 12 年に 28.7%となってい

ます。 
 



新町建設計画（新町まちづくり計画 ～深浦町・岩崎村～ ）新旧対照表（深浦町） 
 （下線部分が変更箇所。表・グラフは全体入替） 

 3 / 15 
 

変更後（新） 変更前（旧） 
（６ページ） 

第２章 新町の概要 

第２節 人口・世帯 

 図表 2-4 総人口の推移 

 
 

図表 2-5 直近 10 年間における人口構成比の推移 

 
平成 17 年 

(2005) 

平成 22 年 

(2010) 

平成 27 年 

(2015) 

増減数 増減率 

(H2～H12) (H2～H12) 

年少人口(0～14 歳) 1,207 901 667 
-540 -44.7 

構成比 11.1 9.3 7.9 

生産年齢人口(15～64 歳) 5,986 5,021 3,986 
-2,000 -33.4 

構成比 54.9 51.8 47.3 

高齢者人口(65 歳以上) 3,717 3,769 3,776 
59 1.6 

構成比 34.1 38.9 44.8 
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第２章 新町の概要 

第２節 人口・世帯 

図表 2-4 総人口の推移 

 
 

図表 2-5   10 年間における人口構成比の推移 

 
平成 2 年 

(1990) 

平成 7 年 

(1995) 

平成 12 年 

(2000) 

増減数 増減率 

(H2～H12) (H2～H12) 

年少人口(0～14 歳) 2,297 1,863 1,427 
-870 -37.9 

構成比 17.2 14.8 12.1 

生産年齢人口(15～64 歳) 8,413 7,722 6,984 
-1,429 -17.0 

構成比 63.1 61.5 59.2 

高齢者人口(65 歳以上) 2,625 2,961 3,388 
763 29.1 

構成比 19.7 23.6 28.7 
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第２章 新町の概要 

第２節 人口・世帯 

２ 世帯 

 本地域における平成 27 年の世帯数は 3,288 世帯、一世帯当たり人員

は 2.47 人です。横ばいで推移してきた世帯数自体が、平成 17 年から減

少に転じ、さらに一世帯当たり人員はここ 10 年間（平成 17 年～平成 27

年）でも 2.87 人から約 1 割以上の減少となっており、人口減少と小家

族化が進んでいることがわかります。 

 

図表 2-6 世帯数および一世帯あたり人員の推移 

 
 

図表 2-7 直近 10年間における世帯数および一世帯あたり人員数の推移 

 
平成 17 年 

(1990) 

平成 22 年 

(1995) 

平成 27 年 

(2000) 

増減数 

(H17～H27) 

世帯数) 3,725 3,520 3,288 -11.7 

1 世帯あたり人員 2.87 2.68 2.47 -13.9 
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第２章 新町の概要 

第２節 人口・世帯 

２ 世帯 

 本地域における平成 12 年の世帯数は 3,890 世帯、一世帯当たり人員

は 3.03 人です。世帯数自体は変化していないものの、一世帯当たり人員

はここ 10 年間（平成 2 年～平成 12 年）でも 3.41 人から約 1 割  の

減少となっており、     小家族化が進んでいることがわかりま

す。 

 
図表 2-6 世帯数および一世帯あたり人員の推移 

 
 
図表 2-7   10 年間における世帯数および一世帯あたり人員数の推移 

 
平成 2 年 

(1990) 

平成 7 年 

(1995) 

平成 12 年 

(2000) 

増減数 

(H2～H12) 

世帯数) 3,909 3,887 3,890 -0.5 

1 世帯あたり人員 3.41 3.23 3.03 -11.1 

 
 
 

3,8903,8873,9094,0263,9743,9453,9393,865

3.033.23
3.413.55

3.89
4.14

4.61
5.10

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

昭和40年
(1965)

昭和45年
(1970)

昭和50年
(1975)

昭和55年
(1980)

昭和60年
(1985)

平成2年
(1990)

平成7年
(1995)

平成12年
(2000)

世
帯
数

(

世
帯

）

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

一
世
帯
当
た
り
人
員

（
人

）

世帯数 1世帯当たり人員



新町建設計画（新町まちづくり計画 ～深浦町・岩崎村～ ）新旧対照表（深浦町） 
 （下線部分が変更箇所。表・グラフは全体入替） 

 5 / 15 
 

変更後（新） 変更前（旧） 
（８ページ） 

第２章 新町の概要 

第２節 産業・観光 

本地域における就業者数は、平成 27(2015)年において 3,670 人と

なっています。産業別就業者を見ると、建設業と医療、福祉の従業者

が拮抗しています。 

本地域は、農業と漁業を中心とした第 1次産業を基幹産業として発

展してきました。しかし高度経済成長の中で産業構造も変化してお

り、第 1 次産業の割合は平成 27(2015)年に 25.1％となっています。

産業構造の推移を見ると、第 1 次産業は減少から横ばい、第 2次産業

は誘致企業の撤退等により増加から減少、第 3次産業は増加する傾向

にあります。 

第 1次産業従事者数の減少は止まりませんが、総就業者数の減少が

大きく、結果として第 1 次産業は横ばいとなっています。 

一方、本地域を訪れる観光客は堅調に推移しており、宿泊業を含む

第 3次産業の割合は増加しています。 

 

図表 2-8 産業構成の推移 
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第２章 新町の概要 

第２節 産業・観光 

本地域における就業者数は、平成 12(2000)年において 5,409 人と

なっています。産業別就業者を見ると、建設業の従業者が も多くな

っています。 

本地域は、農業と漁業を中心とした第 1次産業を基幹産業として発

展してきました。しかし高度経済成長の中で産業構造も変化してお

り、第 1 次産業の割合は平成 12(2000)年に 22.6％となっています。

産業構造の推移を見ると、第 1 次産業は減少     、第 2次産業

と第 3次産業は増加する傾向にあります。 

第 1次産業従事者数は 10 年前と比較して約 40％減少しています。

その中でも、昨今の農業をとりまく厳しい状況を反映し、農業就業者

数は 10 年間で約半数となっています。 

一方、本地域を訪れる観光客は毎年増加傾向にあり、こうした傾向

を受けてサービス業は増加しています。 

 

図表 2-8 産業構成の推移 

 



新町建設計画（新町まちづくり計画 ～深浦町・岩崎村～ ）新旧対照表（深浦町） 
 （下線部分が変更箇所。表・グラフは全体入替） 

 6 / 15 
 

変更後（新） 変更前（旧） 
（10 ページ） 

第２章 新町の概要 

第５節 人口推計 

図表 2-12 新町の推計人口 

 
 

脚注 

※推計方法：推計方法はコーホート変化率法を用いています。コーホー

トとは、ある一定期間に出生した集団のことで、「コーホート変化率法」

とは、そのコーホートの 2 時点間における人口変化を基に、将来人口を

推計する方法です。今回の推計は平成 22 年と 27 年における国勢調査の

人口データを基にしています。 
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第２章 新町の概要 

第５節 人口推計 

図表 2-12 新町の推計人口 

 
 

脚注 

※推計方法：推計方法はコーホート変化率法を用いています。コーホー

トとは、ある一定期間に出生した集団のことで、「コーホート変化率法」

とは、そのコーホートの 2 時点間における人口変化を基に、将来人口を

推計する方法です。今回の推計は平成７年と 12 年における国勢調査の

人口データを基にしています。 
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第４章 新町の主要施策 

第１節 支えあう健康長寿青森一の実現（保健・医療・福祉） 

２ 安心して暮らせる地域医療環境の充実 

子どもから妊産婦、高齢者まで、誰もが安心して暮らすことができる

よう、住民一人ひとりの状態に応じ適切な保健・医療・福祉サービスを

提供する包括的なケア体制の充実を図ります。 
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第４章 新町の主要施策 

第１節 支えあう健康長寿青森一の実現（保健・医療・福祉） 

２ 安心して暮らせる地域医療環境の充実 

子どもから妊産婦、高齢者まで、誰もが安心して暮らすことができる

よう、住民一人ひとりの状態に応じ適切な保健・医療・福祉サービスを

提供する地域包括ケア体制の充実を図ります。 
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第４章 新町の主要施策 

第１節 支えあう健康長寿青森一の実現（保健・医療・福祉） 

図表 4-1 「支えあう健康長寿青森一の実現」を目指すための主要事業 

主要事業 事業概要 
フィットネスプラザ利用

促進事業 
フィットネスプラザの施設整備と利用促進を図る。 

健康増進バス事業 健康増進施設の利用者に供するためのバスを購入する。 

健康寿命アップ事業 
運動、栄養・食生活、休養・余暇及び介護予防の面からの指導

のほか、スポーツの施設整備と普及活動を行う。 

地域医療機能拡充事業 

公的医療施設及び付帯施設・設備の整備、医療スタッフの確保、

その他広く住民ニーズに応じた医療サービスを提供する体制

を構築するものとして、地域医療機能の拡充・集約を図る。 

総合保健福祉センター整

備事業 

地域包括ケアシステムの拠点施設を整備し、健康増進及び福

祉・介護行政機能を集約する。 

介護・福祉基盤整備事業 
住民ニーズや地域バランス等を踏まえた介護及び福祉サービ

スを提供する施設の整備及び体制の充実を図る。 

子育て環境向上事業 
子どもを健やかに生み育てる環境（産前産後ケア、育児支援、

学童保育等に係る施設及び体制）を整備する。 
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第４章 新町の主要施策 

第１節 支えあう健康長寿青森一の実現（保健・医療・福祉） 

図表 4-1 「支えあう健康長寿青森一の実現」を目指すための主要事業 

主要事業 事業概要 
フィットネスプラザ機能

拡充事業 
フィットネスプラザの施設整備と機能の拡充を図る。 

健康増進バス事業 健康増進施設の利用者に供するためのバスを購入する。 

健康寿命アップ事業 
運動、栄養・食生活、休養・余暇及び介護予防の面からの指導

のほか、スポーツの施設整備と普及活動を行う。 

地域医療機能拡充事業 

公的医療施設及び付帯施設・設備の整備、医療スタッフの確保、

その他広く住民ニーズに応じた医療サービスを提供する体制

を構築するものとして、地域医療機能の拡充・集約を図る。 

総合保健福祉センター整

備事業 

地域包括ケアシステムの拠点施設を整備し、健康増進及び福

祉・介護行政機能を集約する。 

介護・福祉基盤整備事業 
住民ニーズや地域バランス等を踏まえた介護及び福祉サービ

スを提供する施設の整備及び体制の充実を図る。 

子育て環境向上事業 
子どもを健やかに生み育てる環境（産前産後ケア、育児支援、

学童保育等に係る施設及び体制）を整備する。 
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第４章 新町の主要施策 

第２節 日本海
う み

と白神
や ま

を活かした産業のあるまち（産業・観光） 

１ 農林水産業の活性化支援 

③水産業 

 ●消費者ニーズに即した水産物の安定・計画出荷に向けて、貯蔵施設や

商品価値の高い加工品を製造する加工施設を整備するとともに、水産

物等の販売促進及び販路拡大を目指します。 

 

 脚注 

 ※有機 JAS：JAS 法により定められた有機農産物および有機農産物加工

食品の規格。この規格に適合して有機 JAS マークが付けられたもので

なくては、有機食品として表示することができない。 
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第４章 新町の主要施策 

第２節 日本海
う み

と白神
や ま

を活かした産業のあるまち（産業・観光） 

１ 農林水産業の活性化支援 

③水産業 

 ●消費者ニーズに即した水産物の安定・計画出荷に向けて、貯蔵施設や

商品価値の高い加工品を製造する加工施設を整備          

                します。 

 

 脚注 

 ※有機 JAS：JAS 法により定められた有機農産物および有機農産物加工

食品の規格。この規格に適合して有機 JAS マークが付けられたものでな

くては、有機生産物として表示することができない。 

 

（21 ページ） 

第４章 新町の主要施策 

第２節 日本海
う み

と白神
や ま

を活かした産業のあるまち（産業・観光） 

２ 新たな‘物語り
話 （ わ ）

’の創造 

②観光 

●滞在型農林水産業体験観光(グリーンツーリズム、ブルーツーリズ

ム)や冬の生活体験観光(ホワイトツーリズム)          

                       の観光プログ

ラムの充実など、体験型・滞在型観光を推進し、‘地域のファン’づ

くりに努めます。 

  ●地域の強み、自然をテーマにしたイベントを定期的に開催し、観光・

交流人口の拡大を図ります。 
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ラムの充実など、体験型・滞在型観光を推進し、‘地域のファン’づ
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第４章 新町の主要施策 

第２節 日本海
う み

と白神
や ま

を活かした産業のあるまち（産業・観光） 

図表 4-2 「日本海と白神を活かした産業のあるまち」を目指すための

主要事業 

主要事業 事業概要 

農業振興対策事業 
農業や施設園芸を取り入れた複合経営を推進するための施設

整備、生産支援、経営基盤強化を支援する。 

自然環境型農業推進支援

事業 

土壌分析、生ごみ等有機性資源の堆肥化による土づくりを支援

する。 

流域公益保全林整備事業 流域における適正な森林施業を行う。 

林道整備事業 林道の改良、開設、橋梁の補修を行う。 

さけ・ます増殖施設整備

事業 
さけ・ます増殖施設の整備を図る。 

十二湖養魚場改修事業 イトウ養魚施設の改修を行う。 

農林水産物処理加工施設

整備事業 

経営の強化にむけて、加工施設を整備し、商品価値の高い水産

加工物を製造し、販売する、 

農林水産物長期貯蔵施設

整備事業 

経営の強化にむけて、貯蔵施設を整備し、年間を通じた安定供

給を図る。 

漁具干場・洗浄場整備事

業 

定置網、底網等漁具に付着する貝、藻等を除去する洗浄場を整

備する。 

水産基盤整備事業 各漁港および漁港施設整備を行う。 

郷土料理レシピ製作事業 地元の食材を利用した郷土料理のレシピを製作する。 

イベント・観光振興事業 
新町における観光の目玉となる特産品の開発やイベント、観光

ガイドの育成等を行い観光の振興を図る。 

観光施設等整備事業 
通年型観光への事業展開を図るための観光施設の整備・改修の

ほか、観光地のトイレや駐車場等の設備の整備・改修を行う。 

漁業振興対策事業 
漁場や各魚種の養増殖に資する施設及び環境を整備しつつ、生

産支援、経営基盤強化を図る。 

地域６次産業化推進事業 

生産→加工→流通・販売を一事業者または地域内で実践する取

組を推進するものとし、それに係る施設整備や体制づくりを行

う。 

地域資源の活用による新

産業創出事業 

豊富な自然や地元食材、温泉などの地域資源を活用し、農林水

産業、観光、健康・医療・福祉といった様々な産業を融合した

地域ならではの新たな産業の創出及び確立をめざし、その基盤

整備やシステム構築に取り組む。 

雇用確保・起業支援事業 雇用の創出及び確保の取組、起業・創業に対する支援を行う。 
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第４章 新町の主要施策 

第３節 心に響く景観のあるまち（生活環境） 

図表 4-3 「心に響く景観のあるまち」を目指すための主要事業 

主要事業 事業概要 

上水道整備事業 
安全で美味しい水を安定供給するため、基幹施設の整備を図

る。 

特定環境保全公共下水道

事業 

漁業集落環境整備事業 

合併浄化槽設置事業 

公共用水域の水質保全、生活環境の改善に向けて浄化施設の整

備を図る。 

西海岸衛生処理組合最終

処分場負担金 

現在の最終処分場が満杯になることから、適正な閉鎖最終処分

場を新設する。 

斎場建設事業 現在 3ヶ所ある斎場の統合を行う。 

防災行政情報伝達システ

ム整備事業 
防災行政 無線に代わる新たな情報伝達システムを整備する。 

消防防災等施設･設備整

備事業 

消防署および屯所の新規建設、消防ポンプ自動車等の設備を整

備する。 

防災訓練事業 
住民が、災害に対する意識をもち続けるため、防災訓練を実施

する。 

急傾斜地対策事業 災害危険箇所に崩壊防止施設を整備する。 

再生可能エネルギー導入

活用事業 

風力発電などの再生可能エネルギーを活用する基盤の導入及

び整備並びに普及を図りつつ、適正な運用と維持・管理を行う。 

クリーン・アップ事業 
適正なごみ処理、町内美化、リサイクルを推進するため、各種

関連施設の整備及び適正な管理やその他必要な取組を行う。 

防災体制強化事業 

自主防災組織等（消防団や自治会等）の育成とその活動基盤を

整備すると共に、避難施設の整備や各施設の耐震化、交通・連

絡・通信網の整備など、防災体制及び被災時に対応する基盤の

強化を図る。 
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第４章 新町の主要施策 

第４節 地域を誇り、学び、発信する人の住むまち（教育・文化） 

１ 時代に求められる人を育てる学校教育の充実 

●        適正規模の学級編成を可能にする学校統合を推

進するとともに、特別支援教育の充実や情報化に対応した教育の充

実など、時代の変化に即した学校づくりを支援します。 
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１ 時代に求められる人を育てる学校教育の充実 

●複式学級を解消し、適正規模の学級編成を可能にする学校統合を推

進するとともに、クラブ活動やスポーツ大会等を通して、地域内の

子ども同志の交流機会を充実します。 
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第４章 新町の主要施策 

第３節 心に響く景観のあるまち（生活環境） 

図表 4-4 「地域を誇り、学び、発信する人の住むまち」を目指すため

の主要事業 

主要事業 事業概要 
学校給食施設整備事業 食育教育を取り入れた、学校給食を実施する。 

小学校統合事業 

複式学級の解消が見込めない小学校について、よりよい教育水

準の向上を図るために学校統合を実施し、校舎・施設を整備す

る。 

小学校施設整備事業 

小学校施設の教育環境向上のための施設整備を行うものとし、

ＩＣＴの活用やプログラミング教育の実施など時代の変化に

対応した施設整備を継続して行う。 

中学校施設整備事業 

老朽化した中学校施設の耐震化等を図り、ＩＣＴの活用やプロ

グラミング教育の実施など時代の変化に対応した施設整備を

継続して行う。 

生涯学習施設整備事業 生涯学習施設の新設、既存施設の機能の充実を図る。 

美術館改造事業 
町有の美術品の展示を行うため、資料館を美術館に改造して活

用を図る。 

スポーツ施設整備事業 住民のスポーツ活動を支える施設の環境を整備する。 

コミュニティセンター施

設整備事業 
住民活動の拠点として、施設の整備を行う。 

中学校統合事業 

生徒が減少するなか、社会に順応するためのよりよい教育水準

の維持・向上を図るために学校統合を実施するものとし、それ

に伴う校舎・施設等、より良い教育環境を整備しつつ、広域通

学に応じた体制を構築する。 

歴史・文化財保護整備事

業 

歴史文化財を永く後世に伝えるため、保護・保存のための取組、

関連施設の整備を行う。 

移住・交流・定住促進事業 

町外からの移住・交流を促進し、移住者及び若者の町内での定

住を図るため、住環境や交流施設等の整備や移住者等の受入体

制の構築に取り組むと共に、移住者や若者が地域で活躍する機

会の創出や活動支援を行う。 
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美術館改造事業 
町有の美術品の展示を行うため、資料館を美術館に改造して活

用を図る。 
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設整備事業 
住民活動の拠点として、施設の整備を行う。 
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歴史文化財を永く後世に伝えるため、保護・保存のための取組、

関連施設の整備を行う。 

移住・交流・定住促進事業 

町外からの移住・交流を促進し、移住者及び若者の町内での定

住を図るため、住環境や交流施設等の整備や移住者等の受入体

制の構築に取り組むと共に、移住者や若者が地域で活躍する機

会の創出や活動支援を行う。 
 



新町建設計画（新町まちづくり計画 ～深浦町・岩崎村～ ）新旧対照表（深浦町） 
 （下線部分が変更箇所。表・グラフは全体入替） 

 13 / 15 
 

変更後（新） 変更前（旧） 
（30 ページ） 

第５章 新町まちづくりにおける県事業の推進 

第２節 新町まちづくりにおける県事業 

図表 5-1 新町における県事業一覧 

主要事業 事業概要 
広域営農団地農道整備事

業 

広域営農団地整備計画に基づき、農産物流通の改善と農村環境

の向上を図るため、基幹となる農道を計画的に整備する。 

ふるさと農道緊急整備事

業 

農村地域の振興と生活環境の向上を図るため、集落間、集落と

基幹的道路、集落と公共施設などを結ぶ農道を計画的に整備す

る。 

中山間地域総合整備事業 
農業生産の効率化を図るため、地域性をふまえたほ場整備を行

う。 

海岸保全施設整備事業

（侵食対策） 

海岸侵食による農地、農業用施設等の被害を防ぐため、海岸保

全施設（離岸堤）を整備する。 

水産基盤整備事業 漁港施設の整備を行う。 

海岸環境整備事業 
海岸利用を促進するため、周辺のレクリエーション施設整備計

画と一体的に離岸堤等を整備する。 

国道 101 号道路整備事業 幹線道路である国道を整備する。 
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第 7章 財政計画 

第２節 財政計画 
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