


第２フェーズ（感染抑制期）

With コロナ対策

【求められる視点】

急速に進む市民生活と
経済活動の停滞に対する緊急支援

第３フェーズ（感染収束・回復期）

After コロナ対策
第１フェーズ（感染拡大期）

緊急対策

【求められる視点】

長期化の影響を軽減するための
生活や経済活動の新しい展開支援

【求められる視点】

市民生活や経済活動の質を取り戻
すためのインセンティブ政策

【背 景】
急速に悪化する

市民生活と経済活動

【想定される背景】
影響の長期化

停滞する市民生活と経済活動

【想定される背景】
経済活動が再活性化し、元の生活
に戻ることに対する市民の期待

専決予算

約112億2,000万円

6月補正予算（その1）

約10億9,000万円

6月補正予算（その3）

約1億3,600万円

「経済対策」と「新しい生活様式の定着」の両立を図る！

いよいよ９月から、第４弾（7月補正予算）に盛り込んだ経済対策を本格的に事業を開始する！

第５弾（9月補正予算）では、コロナ禍が長期化することも想定し、市民生活の中に「新しい生活様式」
を定着化するための事業に重点を置く。
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6月補正予算（その2）

約3億8,000万円

7月補正予算

約2億2,300万円

9月補正予算

約9億2,500万円

12月補正予算

約5,700万円



+

商品券
(1セット2,500円分)

共通券
（1,500円分）

飲食限定券
（1,000円分）

地域商品券「石鎚藩札」発行支援事業

西条市、西条商工会議所、周桑商工会が協力して、プレミアム付き地域商品券を発行。

○第1弾 令和2年9月21日～ 13万セット完売
○第2弾 令和2年12月9日～ 6万セット追加販売

2,000円で、2,500円分の買い物・飲食ができます！

※一人５セットまで【販売場所】

セブンイレブン、ドラッグストアmac、そごうマート、
木村チェーン、フジ、マルナカ、フレッシュバリュー、
MEGAドン・キホーテ、マルヨシセンター、
道の駅「小松オアシス」おあしす市場

第1回販売 12/  9（水）午前9時～

第2回販売 12/13（日）午前9時～

地域消費喚起対策事業による経済効果（試算）
○ PayPayによる最大20％戻ってくるキャンペーン 約２億６，９００万円

○ 地域商品券「石鎚藩札」発行支援事業 約４億７，５００万円

合計 約７億４，４００万円の消費喚起効果！！

追加
販売

使用期限 令和3年1月31日まで



ごみの分別の徹底をお願いします！

７月13日、８月８日に
道前クリーンセンター
で火災が発生ました！
リチウムイオン電池の
混入が原因と考えられ
ます。

↑損傷した供給コンベヤ

←２度も火災が発生

悲鳴をあげるごみ焼却施設

【ごみ処理にかかった費用(Ｈ30年度)】

約10億7千万円
1人当たり約9,795円

西条市の現状

県内20市町でワースト2位

県内11市ではワースト1位

【家庭ごみの排出量（平成30年度）】

31,438t

【１日1人当たり ごみの排出量（Ｈ30年度）】

毎日1.4倍以上
のごみを処理

出典：環境省平成
30年度一般廃棄物
処理実態調査



「資源ごみ」の分別

これまで、もえるごみと出していた紙パック、その他紙製容器包装類、白色トレイ、
その他プラスチック製容器包装類、剪定枝･木を資源ごみとして新たに分別しましょ
う。

新聞や雑誌等の古紙は、地域活動による集団回収に出しましょう。
古紙を集団回収に出せない場合はきちんと分別し、資源ごみの収集日に出しましょう。
混ぜて出すと資源化できません。
その他、ペットボトルやガラスびんなどの資源ごみも分別して出しましょう。

家庭系もえるごみについて、分別の徹底により
年間600ｔが資源化可能です！

もえるごみなどと混ぜず、資源ごみとして
分別して出しましょう。

家庭系もえるごみについて、新たな分別収集の開始により
新たに年間4,900ｔが資源化可能です！！

ガラスびん，ペットボトル等の容器は、中身を完全に使
い、水であらって出しましょう。汚れているものは資源化
できません。

紙パック その他紙製
容器包装類

剪定枝･木

その他プラ製容
器包装類

白色トレイ

「生ごみ」の減量

「資源ごみ」として分別を！

・生ごみの水を切る
・生ごみ処理機等を使う
・食べ残しをしない！

・雑がみ（包装紙やティッシュペーパーの箱、菓子
箱等）は、雑誌と一緒に縛って出しましょう！
・トレーや牛乳パックは量販店でリサイクルを
・ペットボトルは洗って資源ごみに

ごみの減量化（リサイクル）を推進していきます！

令和３年度から本格的に ごみ袋有料化の検討を始めます！

【ごみ袋の有料化とは】

ごみの袋の有料化は，ごみ袋の購入費を負
担いただくことで、ごみ排出量を抑制し、
リサイクルへの意識を高める施策として全
国的に導入が進んでいるものです。

県内の状況

【有料化していない市】
西条市、東温市

【有料化している市】
今治市、宇和島市、八幡浜
市、大洲市、伊予市、西予
市、松山市、新居浜市、
四国中央市

紙類

30.9%

布類

3.6%

厨芥類（生ごみ）

39.0%

木類

3.8%

プラスチック類

18.8%

皮革類

0.1%

不燃物類

3.8%

減量 分別

リサイクル

「もえるごみ」の組成（重量比割合）



みんなで実現しよう！持続可能な西条市
～第2期西条市総合計画 後期基本計画のポイント～
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Ｑ.まず、西条市の人口って、

本当に減るん？？
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Ａ.はい。かつてないスピードで、
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参考：総人口のピークは １９８５年



（出典）2015年までは「国勢調査」、2020年～2045年は国立社会保障・人口問題研究所

３０年間で約３万人減少

西条市の総人口推移
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この多くが15～64歳の「生産年齢人口」



なぜ、人口が減少するのか？
人口減少の主な原因

転出者⤴

転入者⤵

転入者よりも
転出者の方が多い

出生率⤵

産まれてくる
赤ちゃんが少ない

若者世代の減少

人
口
減
少

進学・就職のために転出
した若者が戻ってこない

新たに西条市で
生活を始める人が少ない

10

社会増減

自然増減
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Ｑ.人口が減ることって、

そんなに悪いことなん？？
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行政にもこんな影響が･･･

Ａ.人口減少が原因で、
地域や産業の課題が増えよります。

税収の減少 社会保障費の増大 公共施設の維持が困難に
14



人口減少を前提としたまちづくり

みんなで目指す人口目標
85,000人
（2045年目標値）

78,000人
（推計値）
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西条市の最上位計画

西条市総合計画を策定

～後期基本計画（５ヵ年：令和２年度～６年度）～
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「人口減少・少子高齢化への対応」

最重要課題

このため、



2024（令和6）年度に向けて優先的に取り組む目標
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１．健康寿命の延伸
～高齢化がすすむ中、誰もが健康で豊かな生活を送れるように～

要介護認定者数が

2015→2040年で

１.５倍になります

将 来 予 測
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介護現場の人手がさらに不足 生活習慣病で若者も医療費増大

このままいくと…

１．健康寿命の延伸
～高齢化がすすむ中、誰もが健康で豊かな生活を送れるように～
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年を重ねても
元気で自分らしく

世代を超えて交流し
まちづくりに参画

みんなで実現しよう！

１．健康寿命の延伸
～高齢化がすすむ中、誰もが健康で豊かな生活を送れるように～

20



具体的な取り組み

１．健康寿命の延伸
～高齢化がすすむ中、誰もが健康で豊かな生活を送れるように～
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わくわく健康ポイント
認知症予防・

ICTを活用した高齢者の見守り

脳いきいきチェックで認知症早期発見

見守りロボットを活用したゆるやかな見守り



２．働きがいの創出・経済活力の維持

～人口が減少する中でも、地域経済をしっかりと維持していくために～

働く人※が

2015→2045年で

15,000人
減少します

将 来 予 測

※年齢を問わない全就業者数
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２．働きがいの創出・経済活力の維持

1,000haの耕作放棄地が発生
（東京ドーム214個分）

担い手不足で
事業継承が困難に

このままいくと…

～人口が減少する中でも、地域経済をしっかりと維持していくために～
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２．働きがいの創出・経済活力の維持

1つにとらわれず
さまざまな仕事を行う

若者も事業継承に
チャレンジし

会社やお店が存続

みんなで実現しよう！

多様性のある職場

～人口が減少する中でも、地域経済をしっかりと維持していくために～
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具体的な取り組み
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いしづちエリアの
観光サービスの創出

２．働きがいの創出・経済活力の維持

～人口が減少する中でも、地域経済をしっかりと維持していくために～

起業家（ﾛｰｶﾙﾍﾞﾝﾁｬｰ）
誘致・育成

フォレストアドベンチャー・西条



３．経営感覚のある行財政運営の実践

～将来世代に過度な負担を残さず、
持続可能な行政サービスを維持していくために～

市民一人あたりの借金が増え続けています
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救急車を呼んでも時間がかかる 教育環境の悪化

このままいくと…

３．経営感覚のある行財政運営の実践

～将来世代に過度な負担を残さず、
持続可能な行政サービスを維持していくために～

ごみ収集が
なかなかされない
（生活環境の悪化）
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子どもが元気 大人も元気
まちも自然も、産業も元気な西条！

みんなで実現しよう！

３．経営感覚のある行財政運営の実践

～将来世代に過度な負担を残さず、
持続可能な行政サービスを維持していくために～
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具体的な取り組み
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「低負担高福祉」から「中負担中福祉」への転換

３．経営感覚のある行財政運営の実践

～将来世代に過度な負担を残さず、
持続可能な行政サービスを維持していくために～

□公共施設の使用料等見直し

スポーツ施設・社会教育施設等の使用料見直し
公共施設のあり方を考える
市民ワークショップ

□ 各種事業の見直し
（ｽｸﾗｯﾌﾟ&ﾋﾞﾙﾄﾞの徹底）

□ 公共施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの推進
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将来世代へバトンタッチ！
みんなで

持続可能な西条市を実現しよう！

西条市長 玉井 敏久


