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On Aprill 1943， Hikari was granted municipal staωs as a city. 

Since that time Hikari City continues to develop as a modem industrial city included in th巴 Shunanindustrial area. We owe the city's growth 

to the efforts of industrial enterprises， and to the cooperation and und巴rstandingof the citizens toward the municipal administration. 

These ar巴 turbulenttimes. Every economic and social system is required to chang巴， despite th巴 factthat the cu町entsystems have been 

supporting the growth of Japan for the half cenωry after World War II. In Hikari City， it is nesessary to cope with various problems such as 

the rapid advance of an aging， int巴rnationalizedand information-oriented society; the uplifting of a spirit of environmental conservation; the 

formation of a society in which men and wom巴nar巴equalin all aspects of living; and th巴realizationof adrninistrative reform and political 

powerd巴c巴ntralization.

Through this City Guide， the last to be published in this century， we introduce Hikari City as it really is and present what the citizens of 

Hikari City have been doing during this century to cons巴rveth巴 city'sbeautiful and important "treasuresヘwhichshould be handed down to 

future generations. 
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人類の歴史と比較しても、海岸の砂、浪が砕ける岩、どれもが遥かに

畏い歴史を刻んでいる.気の遠く忽るほどの時間の中で、人は自然か

ら樟々な思惑を受け忽がら、共に暮5すことができたのに...・。わた

したちは今、大きな岐路に立ち‘そして‘自分の足跡を見つめ直して

います。豊かさの中に身を置き、慌ただしい日々の暮らしに追われな

がらも、ふとした時に、憶がしい思い出とともに、忘れられない大切

悠風寮が浮かんできます。速くに行ってしまった友に、あの頃の気持

ちで会えるまち。いつまでも、そん広光であって欲しい。

From ancienl times， humltn beings could have liveu on the various 

benefils of mlturc. 

We now sland 81 a lurnlng poinl in hislory， looking bllck al Ih巴刷出sof

ollr eXIslencc. 

We wish Hikari City 10 be a eIty wher耳wetan welcome old friends bi¥ck 

lO lhe samc natllraJ environment山alwall here when lhey left 10WI1. 

-1 

島田川の縦:薄紅色の鋭、菜の1Eの質色.そして島田川清流の河.
市街地にあって.見事砿突の1唱和;をfi1主てくれてます.

Season 

虹ケ浜海岸:白い砂.宵い潟、l!!台、花王松林.名
のととく虹のように美しい海開1;;.市民共有の
財産.まさに光市の至宝です.

向山交際の紅葉 :清水家家老際だった磁波家が帝京に私財を役

じて主主をE設立.明治16年に語E・を公開したのが向山文震で.秋
にl立見事ta:紅JII:に包まれ.紛れる人のgを楽しまt主てくれます.

:争漉1.
8費崎山の鴨俸の磁IeI:毎
年クサフクのilf卵場と
ta:~.~の天然記念物
に指定されています.
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γ DmJく A J| 
もひかり輝くまち

HII<ARI 21 Leading Project 

が輝く
[人材育成 ・文化・福祉]

erのびのび学習推進計画」

erいきいきゴーjレドプラン」

erすくすくエンゼルプランJ
er人材ネットワーク計画J

光市では、昭和63年3月に策定した「第三次光市総合計画Jの基

本計画に基づき、 『人間性皇室か芯活力ある快適環境都市jの実現に

向けて、とれまでに各種施策に積極的に取り組み、着実芯成果を上

げてきました。

21世紀を間近に控えた今回、光市を取り巻く環境は大きく変化し、

また、市民のニーズも多様化-高度化・複雑化してきています。

こうしたととから、平成8年3月に策定いたしぎしたf後期基本計画j

では、様々な諸情勢に的確に対応しつつ、市政運営の基本的な指針

であります「光市の有位性を生かした個性あるまちづくりJr市民参

加による心の通ったまちづくりJr効率的な行政運営の推進Jを踏

まえ、基本構想に掲げる将来像を実現するため、平成12年(西暦

2000年)を目標年次に餅郵電策を総合的・体系的にまとめています。

現在、この計画に基づきf人も街も自然も ひかり輝くまちj

の創造を目標に、金力を尽くしています。

[都市基盤産業歴史を]
伝える街並み

er経済活性化プラン」

er道路交通網整備プランJ
erアメニティライフ計画J
erスポーツ・レジャー拠点整備計画J
erひかり情報発信プランj

が輝く
[至宝・環境保全・市民参加〕

er水と緑のふるさと計画J
~ r海と川のクυーン計画J

er島田川ユートピア計画」

~ r工コミユージ‘アム計画J

According to・'TheThird Hikari City General pJan" of March J 988， we have engaged in various policies to provide a comforlable， easi1y 

accessibJe and modern city full of vilality and humanilY， and consequently have achieved a steadily incl官asingrealizati.on of Ihis goal. 1n 

肉 centyears， with lhe 21st cenlury Close at hand， rhe social enviJ:Onment SWTolll1ding Hikari City has chang巴d.Citize.os needs for belter 

living have become more v組・ied，diversjfied and complicated. 

Under such circllmstances， in March 1996 we made "The Letter-Term Basic Plan"lo realize the fllttJre imag巴 ofthe city in line with the 

three m吋orconcepls for managing OlU' city; "making an uniqlle lown lIsing Hikari City's original advanlages"， "m創laginga city throllgh 

participation of the citizens"， and "e任icientmanagement of adminiSlJ:ation". 

We will make a gl官ateffort 10 realize a splendid city where tbe citizens and the streets are tiv巴Iyalld nalllre-filled. 

〔 Message to 21 

これからも豊かな「田舎」で、あってほしい。

建築設計

木村則夫さん(41)

室主税潟爾巡りにクラフトショップを備え、そ

こを拠点に住宅や商業総設の訟計デザイン

に燐わっています.

光市には鐙かtcI.自然がごく当たり前のよう

にあって、その自然luきわれた感性の録かな

人々がいて、ほどよい衡のスケールだから、

そういったものにすぐに出逢えるのが銭高

の篠カです.

未来のために今何をすべ走。を広い浅野

で見つめ‘農業や漁業といった心を鐙かにし

てくれる産業に包をむけていくべきだと思

います.これからも盛かなra舎jであり続

けてほしいですね.

なんだかホッとする街ですねo

幼稚園教諭

岡真実子さん(23)

幼4佳飽数織をしています.子供たちとー

絡にE富んだり.ヨ言えたり、おいしくと飯を食べ

たり…そんな軍事Bです.

とにかく自然がたくさんあって、;毎でも山

でもfすきたいと怒ったら宮ぐに行くことがで

きる光市l革、砿んだかホッとする衝です.決

して書官会でI~~いけれど、田舎には図舎のそ

ういうのんひ'りとした良.tf.b~あると感じるので、

その良さを封書主主わすにいてほしいです。

私もマイペースで充実した人生を送って

いきたいと思います.いつまでも住みよい街、

光市であってほしいですね。

光産の安全でおいしい牛乳を作っていますo 高齢者、障害者が笑って過ごせる街に。

酪E翼・字し処理販売業

前回吉昭さん(a5)

気牛を飼育し、プラントを持って低混殺菌

によるノンホモド裂だ各家庭に配達しています.

光市はやはり、少しのんびりめで自然が多

い所がいいですね.ですから都市化Iまあまり

進んでほしくありまゼん.叡会を爽似た街づ

くりそ~るので忽く、光の良さを生かした独

自の1n2mをi緩めてほしし3と患います.美しい

自然を5'fり物にした、各地から人が集まれる

よう1iJiiiというのが光市うしい気がします.

私も光震の安全でおいしいノンホモ牛乳，~

多くの市民!と知ってもらうと向筒に実際飲ん

でもらえるよう努力していきます.

ピアニスト

犠村靖幸さん(20)

県内各地の各種学校、事富祉E軍設、女性セミ

ナ-~どでピアノのコンサートをしています.

毎年、虹ケ浜海水浴場に10回くらいIがまぎ

に行きますが、光の;創立とにかく水がきれい

で燈認です.(自が見え主主くても、きれい1iJ7.l<

だということは体全体で感じることtJでさます)

いつかオーケストラと一緒にコンサートを

するのが夢です。光市に音楽好きな若者が気

重量に利用できる本格的な音量普段備のあるコ

ンザートホーJレができればうれしいですね.

高齢者、障著者が毎自笑って還とttるそん

~iiiに怒ってほしいと思います。

7 



[人材育成・福祉・文化]

一人ひとりがまちの主人公
21世紀にたくましく羽ばたく子どもたち

その笑顔は無i現の可能性に姉き、夢と希望にi能れている。

笑顔はまちに元気を与え、明日の飛躍へのエネルギーとなる。

赤ちゃんからお年寄りまで、みんな生き生きと鮒iいて欲しい。

光市は“人が締くまち"の創造をめざします。

8 
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[人材育成]

愈らヲ《ゆ@噂硲魅入
人が郵~いてこそ、まちに活力が生まれます。 いつのI時代も、まち

づくりの中心は人。文化を育み、芸術を愛し、スポーツを楽しむ、そ

んな人々の学習意欲に応えたい。

光市{立、学校教育から生涯学習まで慨広くサポートしています。

そして、明日の光市を支える人材の脊成に努めます。

The cily's vilality is brought oul in Ihe citizens Iiveliness.At any 
time it is lhe people who makc a city・sgrowlh. 

We wanl 10 address lhe va(Iolls needs of the people who love 

clIlture， arts，加dsports. 

We will assist people wilh school cdllcalion and lheir Iifelollg 
education 10 bring up laJenlecl people who will supporl the growlh 

or lbe cily in Ihe fulure. 

パソコンIt鎌:中学授で1章、一人に一台
のパソコンを鑓割高.

周南コンピ2ータ・カレッジ:情報化社
会に対応した宿直~ta:1i術者を育成します.

数湾キャンプ : 子どもたちI~野91活動
体験を還して.自然の大切さや生きるま日
脱却ます.

...-
9 
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内ISMATICCITYん IK A R I 

少子・高鱗化社会に向けて、すべての人々がともに暮らせる

まち。ノーマライゼーションの実現と、パリアフりーのまちづく

りをめざして光市は今、高度砿福祉・保健・医療サービスの充

実に力を入れています。

A city where people of all agω can live together happily in an 

increasingly aging socicLy. 

Wc will make effons 10 improvc the wclfarc， heallh and med.ical 
lreatmenl services for social nonnalization and a barricr free 

society. We wish 10 develop a city wbere all people， es開ciaUy

children.山eelderly and the handicapped， can Iive wilhout 

an且iety.

身隊者スポーツ大会 :障害のある人も恕い人も→者に怒ってス;fIーツを楽しみます.

お年寄りと罰児の交涜会:子どもたちは8じい笥
ゃん6ばあちゃんが大好き.

おっ1まい告書り:r母と子と父そして人!とやさ
じいまちj奄めざして開催.遊びなが5子育て
に隠する知器提が得られます.

社会のために.まだまだ楽しみ1J.がら織りますよ.

老人illーム :光湾苑のデイザーピス.
姦しい企簡に忽わす笑倒がこぼれます.

!1i悶絡会 :独り諺らじのお年寄り1J.どに渇かしE 総合徳院光市立病院:地続の中核続島竜之じて、銭新医療訟帰宅まそTJ，え.
食司Eとまところを厨けます. 市民のlll!障を支えますー

内ISMATICCIT人HI K A R I 

[文化]

ても環也
人にルーツ1J~あるように、まちにも長い歴史があり、その中

か5生まれた独特の文化を引き継いで、魅力あるまちの顔を

形作っていきます。山の神、海の神、自然や災いや疫病を、恐

れ敬い祈る心から生まれ育てられた数々の祭りが今に残って

JuSI as a pcrson has their roots， a lown has a long hislOcy. The attractive 

visage of血elowo has evolved from Ihe uoique culture drawn by ils 

histoty. 

Various festivaJs which originuted from JeSμct for the mounlain and 

ぬeseagl岨i:andfear of nalural dis鏑雌司ondpIaguea凶llexist.

周防柱総:j事の~の震にたいまつ
をi貢げ込み、無事者息災や鐙停を祈
る伝統の火擦り.

Wo wiuit something 10 prlωerve耐'oughout:o込缶詰i'm，拘尚必 a

tohondωIWn to the peopte.o附 E地雌均cenluries.

島田人形浄1鑓潟芝居:室町軍事Itから伝わるも
ので、織の係形民俗文化財に指定されていま宮.

摘まつり:20凶量約四 ∞本の栂が咲
き跨り、多くの銀傷容でlζ出コいます.

早長八舗宮秋まつり:市民俗文化財に指定Eされた山盟と嵐山を町内の腎壮年が曳を包しま菅. 普賢まつり:潟の守護仏・笹野さまのまつりfel..多くの警告罪容でにぎりいます，
11 



自然と共生した快適な都市基鍛

新世紀に向けて活力ある産業の育成、大切に継Z除される伝統ある街並み

スポーツ、文化、芸術、産業、綿々 な活動を過して、このまちを支え、守り、育てていく人がいる。

生き生きと暮らす人がいる。そんな人々の生活を、街はしっかりと受け止めている。

光市は“光踊iくまち"の創造をめざします。

12 

伝伝:対3下話訂許~‘ 

苔
-11-0 戸 fy.tτi-'';~単?吋

快適司マ?引{便更革利リでで3

市欄民の悦そん峨な願蜘しい、mに師応え民右研托姉市市色討加号討iは泣f動動1毎閥自嬬亭即¢申刑1にこ三、
‘..争 一

時代が妥める都布機能聖上手(i:)ヤ'タレ在、老んなき長ち、づ〈り

を進めて帰す。明日の壁際的民生婚を支える道路、河川|、

上下水道イ住宅す公園よ港湾恕ζの整備と美しい自然が調和し

た快適窮境都市o l~l 世紀|ζ引き継いでいく確かな都市基盤
の盤備に努めてFいます。

虹ケ丘.~草ケ降線:平成元王手から漉備な進めてきた宙通
を繍宣言する終線道路が.平成9年11月に完成.21世紀
に向げて、光井・8白地区の，]!!怒る発展が期待されてい
ます.

‘， Cilize凶 wiSh10 have a lit，邑 whlcbis comfol'table and eaミily
acce，ssible， bul full of humanity. 

日ikariCily plans 10 pl'Qceed wilh Lhe陀 alizalionof a cily叫rha 
Tleh beauliful nll同ralenvimnmenl and packed with the urbao' 
conveniences which cit1zens require. 

We will lTloke an efforl to improve the basic Iiving facitltic'$ 'for 

lhc 21 Sl ccnlUl'y， 

なぎさへの遜:快適郎毘都市の実現に向けて自然煎銭を生かし鐙備さ
れたこの滋lみ平成2年度に自治穴箆表影を受けました.

多目的広lA:1広場一萄に芝生が広がるこの
公邸でI産、子どもたちb1自由に安心して思う
存分あそぶ乙とができます.

沼山総合公鴎:冠侮留の{揮を中心に四季の花木が楽しめる公園
として、現在整備を進めています.また、公園ー絡をスポーツ・
レジャーの縫点としてE軍備に錆めます.

総合体湾総 :{持政するスポーツ公留とともに、市民
が気軽にスポーツやレクリ工ーションを議しめ‘鍵 下水道浄化センター :突しい;!Uf.>1IIの良好

原熔進を図ることができる処冊E段。1J水貨を守ります.

13 
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21世紀に安定した市民生活を約束する産業の育成は、雇用

の場づくりとして、まちの発展に欠かせ忽いものです。鉄鋼・

化学の二式基幹産業を中心lこ発展してきた光市は、地場産業

の据興を図るとともに、工業団地の造成による企業誘致や情

報産業の拠点づくりとしてのソフトJ~ーク整備事業等!こ積極

的に取り組み、新たな雇用の創出に努めています.

意た、次代に対応する農林水産業の生産基盤強化、あるいは、

端麗掃にとって魅力ある高居街づくり怠ど、創造性lζ満ちた活

靖盤融のまちづくりを進めています.

新日本製銭(欄光製自Djl1T:21世紀に花開く金線であるステンレス舗やチタン泌を
製造.筒Itを担うパイ才ニア製鋲所として発熊毛主続けています.

武密接品工業(梯出光工暗号:私たちの健康そして鐙か主主生活lζ欠くことのでき芯い医療品
や食品などな中心に裂選.持にビタミンCの箆産.I~世界第二位を跨っています.

-
Developmenl of induslry offers the opporlunily of employment 
and is essenlial for the city's growth in lhe 21sl cenlury. 

Hikari Cily has evolvcd wilh the development of Ihe steel and 

chemical industries. 

Now we will. make an effon to provide new employmenL by 
promolion of local industries， developing Ihe business sites to 

allracl new industries‘and Ihrough守iikariSoft Park" bllsiness 
park project 10 altracl soflware and relaled indllsu'ies. 

We wil1 also loughen Ihe PfOduction base of agriculture und 
fishery， and make commerèC'叫~re aru'active.引刊swe slrive fOl 
an Induslrial town full of creaU稲yand vitality. 

エッテツ篭子(練)光工湯:半導体
用シリコンウ工一八を製造.~需
に時代をυードするft先世帯伎術
者苦0016しています。

裁t豊漁業センター:いつまでも豊か
怒海であるために、つくり育てる漁業
の総点絡践として滋備しました.

千田郷lま窃鐙備:慶喜世話豊富の建備が
進めSれています.また、メロンやイ
チコなど鎗恕燭蚕もliんです.

ひかりソフトパーク:21世紀のリー
デイング産雲監といわれる情報産重量の
集積総点として鐙備しました.

ジャスコ光庖;県内初のハートピル法通用線訟により、
1111や人にやさしい穆援をめさ'しています.

t・
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[歴史を伝える町並み]

遺い時聞が鶴る
古くは山陽海路の要津として栄えた御手洗湾、室積港。そ

の往時を今iζ偲ばせてくれるのが普賢寺から阜長八幡宮へと

続く海商通り。18豪商宅を整備した光ふるさと郷土館や替な

がらのたたすまいを残した家が並んでいます。

毎年秋には300年の歴史を伝える山車が曳き因されるとの

通り、どこからか「木やり日則とともに、威勢のいい若い衆の機

|フ声が聞とえてくるよう広、そん花王気がします。

普賢竜寺山内;海筒通り雨量掘に位置する普賢寺筋辺にfふ
歴史を伝える多くの濁IJEがfllされています。

Murozumi formerly prospered as an imporranl port iown in Ih巴
San-yo sea route. 

The aimosphere of Ihe old days can slill be sel1sed by slrolling 

down thc "Kaisyo-dori" betw巴en Ihe Fugen temple and Hayaosa 
Hachiman Shtine. There Iぬs

home tωO¥V11 h悩3叫is剖lori比ca刈1m川1(1ω]兆』略seωum)ト.housed i川11wha創1was a verげyr吋ich、
me釘rchanJ川lIShom巴 and several shops wh~ch r陀巴tれ~ect Ih巴 lrou凶川s叫ing
dωεs幻igr伊101" Ihe pasl' am <1lso 011 ihis 51印刷.

"Dashi"(tloals)which have '3 hislory of three hundred yea印刷宅

pulled al Ihc au(umn fcstival in this sll"eel. fr you come， yOll can 

hear山eIradiliona1 song"K:iyari-uta" featllring special calls by Ihe 

younger people. 

光ふるさと郷土舘:江戸純代|ζ童書検に

;Jil!していた北約船に関する資料や醤

油讃道道具主主どを展示し、当時の人々

の生活や文化そ紹介しています.

ポランティア観光ガイド :より多くの人!こ苦言摘の箆 海商遇。:伝統的儀式を館める家屋も次鰐lζ潟りつつあむましたが.1lIJ~J1保存恵袋恕どにより、恩返では古い町MiみのF寄生
史を知ってもらいたいとの思いから f海繭~積の~史 が進んでいます.
E事筋会jによって始められました.

15 



が
輝
く

このまちを築いた先人は、早くから自然との共生を願い、時代に流されることなく、

普通の価値を見つめてきた。盟かな川の流れ、緑の山々、どこまでも続く白い砂浜、青い松林。

かけがえのないものを守り続けてきたことを今、私たちは誇りたい。

光市は“自然が削iくまち"の創造をめざします。

16 
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H 11くAR 1 

[至 宝]

重量鴎らしい自織をあゆが邑争
雲のすき間から虹を伝って落ちた滴|志、豊かな山の緑に吸

い込まれ、やがて大い芯る川となって海へと続いていきます。

幾千年の時をかけ、5mnは白砂を運び、美しい漏Eとなりました。
松を育て続けた先人の営みは、やがて大樹となって見事な松

林を残しました。

こんな素晴らしい自然を享受できた喜びを、私たちは確実

に次代へと引き継いでいきたいのです。

Walerdrops coming down from the clouds along Ihe rainbow are 

sucked in by the woods of the moutains and form a big river 10 the 
sea. The flow of lhe rivel' has canjed grains of wlute sand over 

Ihousands of years and this has resulted in beauljful beaches. Pine 

lrees planted by th巴 carlyresidents have resulted in I創'gepine 

lrees forming a splendid pine wood. Such wonderful nalural 
heritage mUSl certainly be handed down 10 lhe nexl generation. 

あじさい苑:1帯雨時期には1万5000稼のあじさいがしっと
りと咲き鍔ります.

島田川・水鳥:冬に忽ると、島田川河口l孟一面、
冬腐の策国となります。

蜜m.虹ケ浜海岸:r日本の渚・否選Jやf8*の白砂湾総10m韓J1こ遅刻ま
れた美しい海俸です.雨海岸合わt立て約8畑にもおよぶ松林1孟f日本の各
総100選j、f森林浴の森100滋JIこも選lまれています.

餓鰭山樹林:瀬戸内海笛立
公傷内に位置し.国の夫然!2
念物に指定される樹林i革、E監
修1生の符微を有し、今1if，お原
生州ζ近い設を留めていま曹.

~.ヶ鱒:その姿blYJ，の'1こ1こていることから名付11
5れたというit.f7鱒1:..田川の砂が良い年Rをか1:1
て濡れ積包コてで苦たか弘草j名f周続蝿立Jとも呼ば
れています.

牛a置のモクゲンジ:tþ~1草田本で初めてモク
.ダメ';J(J)_白金地としてb'lU草された地.7月1<:
1;1;山々 が黄色に染まります.

， 

. . 
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PRISMATIC CITY H 1 1くAR 1 

[環境保全]

光の至宝。それは先人から受け継いできた比類なき自然です。

地球規模で環境問題が深刻化している今回、私達光市民は、

乙の美しい自然環境を21世紀に引き継ぐために、今、何をす

べきかを知っています。

海岸松の植栽:海岸適応裂マツ、松くい虫抵抗性マツを植えるなど、海岸松林の保護造成に
努めています。

Hikari City's tr巴asur巴 isth巴 unrivaledbeauty of nature that we 

hav巴inh巴ritedfrom our ancestors. 

Now environmental problems hav巴 becom巴 mOl巴 senouson a 

global scale. 

How巴V巴r， th巴 citizensof our city now know what to do to 

succ巴ssfullyhand down our natural h巴ntag巴 tothe people of the 

21st c巴ntury.

環境巡視員:市からの委嘱を受け、室積虹ケ浜海岸を中心にパトロール。ごみの不
法投棄などの防止の一助になっています。

蛍が住める土手と力ワ二ナや魚が住
めるブール、魚が遡上できる魚道を備えています。

工ココースト事業・虹ケ浜海岸の美しい景観を保ち
ながら、高潮による浸水被害や波浪による浸食被害な
どを防ぎます。

下水道工事:光市の美しい海やI11の環境を守るため、現在、
急ヒヘJノチで下水道の供用区域の拡大に努めています。

PRISMATIC CITY 判 11くAR 1 

[市民参加]

委き る
どとまでも続く青い海、虹の松原、白い砂、そして風薫るまち

“光¥その美しさを一層輝かせているのは市民の手による保

全への取り組みです。

いつまでも美しい光であってほしい。一人ひとりのそんな願

いが行動となって、活発な環境保全活動が続けられています。

このまちを愛する人々の心がエネルギーとなって、まちに新た

な生命を吹き込んでいます。

ヌレ
Boundl巴ssspreading cl巴arsea， gr巴enranges of pine woods and 
beach巴sof whit巴sand.
It is the citiz巴nsof Hikari City who mak巴 th巴巴ffortto preserve 
such natural beauty and give a unique character to th巴town目

w巴wishHikari City to b巴beautifulforever! This wish for Hikari 
adopt巴dby us all， one by 011巴， results in th巴 necessaryactlOns to 
preserve the natural巴nvironment.The minds of those who love 
Hikari City g巴n巴rateenergy to br巴athenew life into the city. 

環境にやさしい協力庖:ごみ減量やリサ
イクルに取り組む市内の事業所に標示さ
れています。

花篭コンクール.市民の皆さんの手で作られた花壇はいす
れも劣らぬ美しさ。私たちの生活に潤いとやすうぎを与えて
くれます。
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HIKARI OUTLIN MENT & CITY ASSEMBLY MUNICIPAL GOVE 
[光市のすがた]

-沿革
昭和18年4月1目、光海軍工臓を中心とする軍都として市制を施行しました。戦後は、武田薬品工業側光工場、八幡製鎖倒(現・新日本製鎖倒)

光製銭所の二大企業を中心として周南工業整備特別地域の一翼を担う近代的産業都市として発展を続けています。

会]

-地勢
面積 59.85km 

光市は、山口県の東南部、周甫工業地帯め東部に位置し、瀬戸内海国宣公園を一部に含む、

ぎ、中心地域は河口デルタを形成して、

〔 交通アクセス E 
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Hikari City's basic management concept is the realization of a 

warmhearted town through th巴 citizens'participation in the 

municipal adrninistration. 

We will promot巴 thep訂ticipationof citizens through meetings 

and talks with citizens and public relations. 

To fulfil the citizens' various needs for the municipal 

adrninistration， we will also make efforts to advance the social 

w巴lfareservices and to manag巴theadrninistration efficiently. 

市五役:(右から)末岡泰義市長 重岡靖彦助役
松岡孝水道局長

光市では「市民参加による心の通ったまちづ、くり」を基本理念lこ、ま

ちづくり市民集会、市民ふれあいトークの開催や広報・広聴活動など

を通して、市政への市民参加を積極的に推進しています。

また、多様な行政需要に対応するため、効率的な行政運営の推進を

図りながう、市民福祉の向上に努めています。

20 
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