
広 告 家族の為に「今」できること お葬式の「事前相談」 ☎042-989-9770 お葬式の洗心堂広 告 お葬式の洗心堂 もしもの時は…☎0120-7676-82 【24Hお迎受付・安置室・式場完備】 12

　「第２期日高市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を一体化し、地方創生や人口減少対策に資
する「まち」「ひと」「しごと」「結婚・出産・子育て」に関する施策をリーディングプロジェク
トに位置付け、重点的に推進し、人口減少の抑制を図ることにより、令和７年における人口を
５万3400人とすることを目指します。

　各分野の施策目標に対して指標を設定し、施策達成度の見える化を図りました。指標は、市が各
種の取組を実施した結果、市民の皆さんにもたらされた便益や実感など、どれだけの成果・効果・
効用があったのかを表す指標を１施策につき１つ設定しました。

第６次日高市総合計画前期基本計画の特徴第６次日高市総合計画前期基本計画の特徴

「誰もが安心して住み続けられる「誰もが安心して住み続けられる ふれあい清流文化都市　日高」ふれあい清流文化都市　日高」
を目指してを目指して

１

２

３

基本目標 数値目標 具体的な施策

誰もが
活躍し続けられる
仕事をつくる

魅力を活用した
にぎわいと
新たなひとの
流れをつくる

出会う、育てる、
子どもの笑顔が
あふれる
まちをつくる

安心して
住み続けられる
まちをつくる

令和７年の人口目標

人口53,400人
（社人研推計53,263人）

将来都市像の実現

誰もが安心して
住み続けられる

ふれあい清流文化都市
日高

・生産年齢人口の就業率を上げる
・市内事業所の従業者数を増やす
・市内総生産額（実質）を上げる

・人口の社会増を目指す
・20代から30代までの転出者の
　割合を下げる
・転入者数を増やす

・結婚する人を増やす
・子どもを増やす
・地域子育て支援センターの
　利用者数を増やす

・住み続けたいと感じている
　市民の割合を上げる
・環境に配慮した生活をしている
　市民の割合を上げる
・災害に対して住んでいる地域は
　安全だと感じている市民の割合
　を上げる

若者の活躍支援

女性の活躍支援

アクティブシニアの活躍支援

地域産業の振興

移住・定住の促進

子育てに魅力を感じるまちづくりの推進

まちの魅力発信と観光の推進

若者等の交流支援

結婚・妊娠・出産支援

働く子育て世帯の支援

特色ある教育の実践

子どもをのびのび育てるための環境づくり

自然豊かな環境の保全

良好な生活環境の整備、維持

生涯スポーツ・健康のまちづくり

地域連携、コミュニティ活動の促進

リーディングプロジェクトの全体像（第２期日高市まち・ひと・しごと創生総合戦略）

しごと

ひと

結婚・出産・
子育て

まち

施策 指標 現状値 目標値
令和元年度 令和７年度

１ 人権・男女共同参画 女性の活躍を多面的に支援する地域だと思う人の割合 7.5% 10.0%
２ 国際化・多文化共生 多文化共生の取組に対する満足度 2.92点/５点 3.10点/５点
３ 地域福祉 頼りになる知り合いが近所にいると感じている人の割合 53.0% 55.0%
４ 障がい者福祉 障がい者福祉の取組に対する満足度 2.96点/５点 3.00点/５点
５ 高齢者福祉 老後に不安を感じている人の割合 69.9% 65.0%
６ 健康づくり 食生活の改善や運動など、健康管理のための取組をしている人の割合 63.9% 67.0%
７ 交通 普段、できるだけ公共の交通機関を利用している人の割合 33.7% 34.0%
８ 危機管理・防災・防犯 職場や地域での防災訓練に参加している人の割合 48.7% 50.0%
９ 道路・河川 道路・河川の取組に対する満足度 2.81点/５点 3.04点/５点
10 都市づくり 市街化区域の平均地価公示価格 ６万3,575円/㎡ ６万4,800円/㎡
11 水道 水道の取組に対する満足度 3.37点/５点 3.46点/５点
12 下水道 下水道の取組に対する満足度 2.99点/５点 3.05点/５点
13 子育て支援 子育て支援に積極的だと感じている人の割合 22.5% 25.0%
14 学校教育 各学校の取組に対するアンケートで「満足（８割）」と答えた保護者の割合 34.0% 60.0%
15 青少年健全育成 子育てについて地域で支え合う雰囲気があると感じている人の割合 21.0% 22.5%
16 生活環境 住んでいる地域について快適な環境だと感じている人の割合 82.7%（令和２年度） 83.0%
17 自然環境 住んでいる地域の自然環境は守られていると感じている人の割合 58.2% 61.0%
18 循環型社会 市民1人当たりの可燃ごみ排出量 192㎏/人 183㎏/人
19 農林業 農林業の取組に対する満足度 2.83点/５点 3.00点/５点
20 商工業 住んでいる地域に活気があると感じている人の割合 15.4% 20.0%
21 観光 住んでいる地域に観光などでの訪問客が増えていると感じている人の割合 29.9% 30.0%
22 生涯学習・社会教育 生涯学習活動に参加している人の割合 11.3% 12.0%
23 歴史・文化 自慢したい地域の風景や名所があると感じている人の割合 46.4% 48.0%
24 市民参加・情報共有 地域活動やボランティアなどで社会のために活動してみたいと感じている人の割合 39.9% 43.0%
25 行政運営 行政運営の取組に対する満足度 2.85点/５点 3.00点/５点
26 財政運営 財政力指数 0.88 0.88 

　国際目標であるSDGsに示されている多様な項目の追求は、地方創生の実現や当市の諸課題の解
決にも役立つため、各施策に対応するSDGsのゴールを明示し、SDGs達成に向けた取り組みを推
進します。　第６次日高市総合計画における前期基本計画は、基本構想を実現するための施策を体系的に定め　第６次日高市総合計画における前期基本計画は、基本構想を実現するための施策を体系的に定め

たものです。計画期間は令和３年度から７年度までの５年間で、健康づくり・子育て支援・学校教育・たものです。計画期間は令和３年度から７年度までの５年間で、健康づくり・子育て支援・学校教育・
自然環境・観光など26の行政分野ごとの「施策」に目標と達成に向けた具体的な方策を定めています。自然環境・観光など26の行政分野ごとの「施策」に目標と達成に向けた具体的な方策を定めています。

問い合わせ問い合わせ　政策秘書課企画調整担当　政策秘書課企画調整担当

第６次日高市総合計画前期基本計画第６次日高市総合計画前期基本計画
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