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グループＡ

メンバー (敬称略)

2

乙部 由季子 リーダー

浅原 勝 サブリーダー

増田 宏

熊田 栄一

渋谷 充 （職員）



目指すべき方向性
（長期ビジョン）

日高づくり戦略
（戦略プロジェクト）

人口流出の抑制と
まちの魅力発信を

通じた
新たな人の呼び込み

補足コメント：

生涯を通じ、
安心・快適に
住み続けられる
生活環境の整備

補足コメント：

安心して出産・
子育てができる
環境づくり 補足コメント：

多様な世代が
活躍できる働く
機会の創出 補足コメント：

戦略プロジェクト提案シート

グループ名 Ａ

次期まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定にあたり、令和３年度から令和７年度に取
り組むべき人口減少対策を下記のとおり提言します。

戦略③
のびのび育ち安心して子育てできる乳幼児から
お年寄りまで安心安全にくらせるまち

戦略②
地域のつながりを活かした新交通システムの確
立

戦略① 私を日高に連れてって

戦略④
日高の自然の中で働ける新たな仕事づくりとま
ちづくり
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戦略
プロジェクト

私を日高に連れてって

施策① タイトル 日高の特性を生かした起業家の育成

戦略①

①地元料理のコンペを開催する

①農業したい人を集める
②起業したい人を集める
③農家ビレッジ２～３軒作る
④料理人を集める
⑤アウトドア好きを集める

③民宿のノウハウを学ぶため先進地域を見学する

定住

移住

起業

施策② タイトル 日高の魅力発信グループの育成

①ビレッジの前段者としてＮＰＯ法人を立ち上げる
②最新の機器を使って日高の魅力を発信し続ける仲間づくり

①ＳＮＳなど通信手段を活用して全国に発信する
②外国の大使館のメンバーを集めお国自慢料理を紹介してもらう
③中学生に民宿のＰＲポスターを作成してもらう

定住

移住

施策③ タイトル 異才を放つ人物の育成

①新しい祭りを考える（ｅスポーツ・アート展）

②野球の強豪校を誘致する

定住

移住

【ひと】グループ名 Ａ
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戦略
プロジェクト

地域のつながりを活かした新交通システムの確立

施策① タイトル 日高の特性を生かしたビレッジ作り

戦略②

①人が集まれる宿泊所（研修所）を作る
②特産品レストランを作る
③朝市を開く
④農家民宿ビレッジを作る
⑤キャンプビレッジを作る

①不用品の交換会を定期的に行う

①キャンプ場を作る
②宿泊施設を作る
③斬新な建物のビレッジにするため建築家のアドバイスを聞く

定住

移住

起業

施策② タイトル 日高の地理的条件を生かした土地利用

①大規模なショッピングモールを誘致し、まちに活気をもたせる
②高速通信網の構築
③５Ｇシステムの構築

①大規模なショッピングモールを誘致し、まちに活気をもたせる（再
掲）

①狭山日高ＩＣを重視し、倉庫業者などに積極的にＰＲする
②耕作放棄地を50坪単位で貸し出す

定住

移住

起業

施策③ タイトル 人が自由に活動できる交通システム

①巡回バスを公共施設、病院を中心に運行させる
②新交通システムの構築
③ＪＲに川越線の増便を要望する
④青色防犯パトロール車を全域で巡回して防犯活動を進める

①お年寄りの買い物を手助けする「ボランティア車」を走らせる

定住

移住

【まち】グループ名 Ａ
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戦略
プロジェクト

のびのび育ち安心して子育てできる
乳幼児からお年寄りまで安心安全にくらせるまち

施策① タイトル 自然を生かした出会いの場を作る

戦略③

①合同野外パーティーを開く
②ウォーキングや婚活キャンプなどの出会いの場を作る

①市主催の婚活パーティーを計画する

移住

起業

施策② タイトル きめ細かい子育て支援と医療サービス

①病院内子ども預かり所搬送システム
②緊急子供預かり所搬送システム
③空き家住環境子育て発信支援システムを作る
④子供が生まれた家族に200万円をプレゼントする
⑤母子家庭を強力に応援するボランティアを募集する
⑥在宅医療の拡充のため専門医師によるホスピスを拡大する

①空き家を利用した子育てグループホーム
②子育て世帯は無料の子育て支援住宅を作る
③空き家住環境子育て発信支援システムを作る（再掲）
④子供が生まれた家族に200万円をプレゼントする（再掲）
⑤母子家庭を強力に応援するボランティアを募集する（再掲）

①空き家を利用した子育てグループホーム（再掲）

定住

移住

起業

施策③ タイトル 学校教育の拡充

①不登校のお子さんを対象にしたフリースクールを作る

移住

【結婚・出産・子育て】グループ名 Ａ
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戦略
プロジェクト

日高の自然の中で働ける新たな仕事づくりとまちづくり

施策① タイトル 日高の自然と特産品を生かした仕事づくり

戦略④

①キャンプビレッジを作る

①アウトドアを行う会社の設立
②日高の特産品を生かすレストランを作る
③新しいキャンプ場を作る
④空き家をいかして小スペースでできるＩＴ起業を誘致する
⑤フリースクールを作る

①アウトドアを行う会社の設立（再掲）
②日高の特産品を生かすレストランを作る（再掲）
③農家民宿を起業
④遠足の聖地ひだかの支援事業所の立ち上げ
⑤ＡＩ会社の起業
⑥ＡＩ、ＩＴ、ＲＰＡ企業を誘致する
⑦ツアー会社を作る

定住

移住

起業

施策② タイトル 農産物の持続生産維持

①日高の特産を絶やさないようにする

①定期的に市役所で朝市を開く

定住

移住

施策③ タイトル 起業支援

①起業をスタートアップする若者に支援金を出す

①起業をスタートアップする若者に支援金を出す（再掲）

移住

起業

【しごと】グループ名 Ａ
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グループＢ

メンバー (敬称略)

8

加藤 聡 リーダー

宮越 正夫 サブリーダー

岩木 隆夫

小林 信行

西 祐介 （職員）



目指すべき方向性
（長期ビジョン）

日高づくり戦略
（戦略プロジェクト）

人口流出の抑制と
まちの魅力発信を

通じた
新たな人の呼び込み

補足コメント：

生涯を通じ、
安心・快適に
住み続けられる
生活環境の整備

補足コメント：

安心して出産・
子育てができる
環境づくり 補足コメント：

多様な世代が
活躍できる働く
機会の創出 補足コメント：

戦略プロジェクト提案シート

グループ名 Ｂ

次期まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定にあたり、令和３年度から令和７年度に取
り組むべき人口減少対策を下記のとおり提言します。

戦略③ のびのび子育て元気ッズ！

戦略② 特長ある住環境を活かしたまちづくり

戦略①
恵まれた自然環境プラス賑わいの創出によるひ
との呼び込み

戦略④ 夢・金・しごとにつながるはじめの一歩
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戦略
プロジェクト

恵まれた自然環境プラス賑わいの創出によるひとの呼び込
み

戦略①

施策① タイトル 賑わいの創出とまちのネットワーク化

①フェスティバル要素の強い伝統芸能などのまつりの創出
②5市合同お見合いフェスタ

①カフェ、飲食店、史跡、行政サービスなどあらゆるものが一覧できる
マップの作成（ネットの活用）
②遠足のコンシェルジュ設置（いろんなニーズにワンストップ対応）
③市内に住む子供達夫婦がリタイヤした両親を引き取って同居、引き
払った資金で同居住宅を増改築する

①市内の観光地をつなぎネットワーク化し観光客を誘致
②変わったことをする若者・よそ者・ばか者を許容する空気づくり

定住

移住

起業

施策② タイトル 恵まれた自然環境と災害の少なさのＰＲ

①首都圏大災害時の避難民の温かい受入計画策定
②災害や自然環境に恵まれた土地を内外にＰＲし、空き家やこま川団地
などを斡旋紹介し、難民救済を兼ねた転入者を募る

移住

【ひと】グループ名 Ｂ
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戦略
プロジェクト

特長ある住環境を活かしたまちづくり

施策① タイトル 賑わいのあるまちづくり

戦略②

①諸事業者の送迎バスの相互乗入と一般開放
②公共施設の再編に伴う小中校・公民館エリアの「界隈化」に向けた協
議会をつくる

①行政主導で市街化調整区域を特区化して「まち」「むら」をつくる施
策
②公共空間の利用の自由化（駅前広場のパフォーマンス、壁絵、移動
ショップ、街角ピアノ、花畑）

①市内に点在する中小企業を集約して、一大工業団地とする
②高麗神社の邦楽殿の新設、神社モール化、周辺住宅農地を神社街化す
る
③ベイシア周辺を最寄り会社でモール化する（娯楽場も併せて）
④日高中央直売所を総合福祉センターへ移転し道の駅として整備（民
泊・レストランを新設）
⑤ひだかアリーナのサブアリーナを映画館とする

定住

移住

起業

施策② タイトル 自然の街並みを生かした景観づくり

①生産緑地の居住エリアの中心となる公園の整備
②休耕田・林野・耕地の共同利用の制度的枠組みづくり
③景観を統一した家づくりの推進
④由緒ある神社仏閣への道路整備

定住

施策③ タイトル 空き家などを活用した宿泊施設の整備

①空校舎を民宿やアパートに活用する

①空き家を活用した民泊、下宿を推進
②ターゲットを絞り、グランピング・モビリティホテルなどの整備
③自衛隊官舎・高麗川団地の一部を借上げ、住宅困難者に提供

①旭ヶ丘と武蔵高萩駅の間にビジネスホテルを建設（地元不動産・地元
材木商）

定住

移住

起業

【まち】グループ名 Ｂ

施策④ タイトル ニッチなスポーツの聖地化によるまちづくり

①ニッチなスポーツの聖地化

①旭ヶ丘周辺に総合スポーツ公園（屋根付きドーム）整備し、近隣市で
共同経営・運営
②盲導犬訓練所開設及びドッグレース大会会場を設置

移住

起業
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戦略
プロジェクト

のびのび子育て元気ッズ！

施策① タイトル 出会いから子育てまでの情報一元化

戦略③

①5市合同お見合いフェスタ
②日高の子育て情報（イベント・メディア）
③子育て支援窓口の一元化（子育て支援と母親の就職支援）
④子育てに関する情報をすべてまとめた冊子の作成
⑤幼・老共存のサロン作り

定住

施策② タイトル 誰もが輝ける教育環境の整備

①小学校の校区・授業・課外活動のオープン化（特徴ある体験できる教
育）

①既存の中学校を利用したフリースクールの実施
②フリースクールと来年からの小中一貫教育の風通しを互いに良くする
③個性的な教育をうたうフリースクールを日高でやることで副次的な効
果をあげる
④フリースクール実施で生徒の増、先生の雇用増
⑤フリースクール開設に伴って、その家族の移住
⑥フリースクールのための市外から来る生徒達の寮の建設
⑦寮の建設に伴い調理師の採用
⑧小中一貫のため、将来彼等が交際して結婚に結び付く可能性

定住

移住

【結婚・出産・子育て】グループ名 Ｂ
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戦略
プロジェクト

夢・金・しごとにつながるはじめの一歩

施策① タイトル 夢をかなえる創業支援

戦略④

①起業者には公民館等公共施設での収益チャレンジを解禁
②空き店舗、空き家、空き地を活用しチャレンジショップを作る
③シェアオフィスを作る
④ＪＡや商工会を介さない産業振興プロジェクト
⑤イベント請負会社を設立する

起業

施策② タイトル 希望をかなえる就労支援

①リタイヤ組や子育て中の主婦の余暇時間を利用し、家内作業の仕事を
提供する斡旋会社を立ち上げる

①ママの余暇時間利用のしごと紹介
②景観づくりの設計から施工までできる会社の創設
③遊休地・休耕田・空き家を活用した就農体験から生産販売へつなげる
事業

定住

起業

施策③ タイトル 地域の資源を生かした稼ぐ力の発掘

①巾着田キャンプ場の有料化（ダイナミックプライジング）

移住

【しごと】グループ名 Ｂ
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メンバー (敬称略)

グループＣ

14

潮田 真也 リーダー

村上 彰

辻 正重

長岡 篤史 （職員）



目指すべき方向性
（長期ビジョン）

日高づくり戦略
（戦略プロジェクト）

人口流出の抑制と
まちの魅力発信を

通じた
新たな人の呼び込み

補足コメント：

生涯を通じ、
安心・快適に
住み続けられる
生活環境の整備

補足コメント：

安心して出産・
子育てができる
環境づくり 補足コメント：

多様な世代が
活躍できる働く
機会の創出 補足コメント：

戦略プロジェクト提案シート

グループ名 Ｃ

次期まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定にあたり、令和３年度から令和７年度に取
り組むべき人口減少対策を下記のとおり提言します。

戦略③
妊娠から出産までの切れ目のない子育て環境
づくり

戦略② 便利で住みやすい町づくり

戦略① 活き活き生ける人づくり

戦略④ 知識財産を生かした仕事づくり
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戦略
プロジェクト

活き活き生ける人づくり

施策① タイトル 交通利便性の向上

戦略①

①道路・交通網整備事業（交通網の見直し（ルートや道路網）と整備に
よって、利便性と迅速性を担保する）
②既存路線運行管理事業（現在運行中のＪＲ、私鉄、路線バスの運行時
間の延長と増便を図る）
③公共交通システム管理事業（市運用のマイクロバスやシャトルバスの
導入とその運行管理を行う）

①道路・交通網整備事業（再掲）
②公共交通システム管理事業（再掲）

①道路・交通網整備事業（再掲）

定住

移住

起業

施策② タイトル 生涯学習の促進

①スポーツ・文化交流促進事業（地域住民や近隣住民とスポーツや文化
活動を通して明るい未来を創造する）
②ボランティア大学の創設

①スポーツ・文化交流促進事業（再掲）
②青少年学習・育成事業（学校教育以外の高度な技術やノウハウを勉強
できる環境を与える）
③歴史・文化財保全事業（高麗神社から巾着田に至る歴史景観地域を特
別保護区とする）

定住

移住

施策③ タイトル ケアサービスの充実

①地域包括ケアサービス事業（医療、介護、生活支援・介護予防などの
ケアシステムが包括的に確保される）定住

【ひと】グループ名 Ｃ

施策④ タイトル 観光開発

①観光開発とイベント開催推進事業（事業化に向けた支援を強力に推進
して観光収入の糧を作る）

①観光開発とイベント開催推進事業（再掲）

定住

起業
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戦略
プロジェクト

便利で住みやすい町づくり

施策① タイトル 生活環境の充実

戦略②

①水道設備、汚染処理施設保全事業（水道、ガス、電気などのライフラ
インを整えるため、ゴミ箱や下水道を完備する）
②環境汚染対策事業（プラスチックゴミや産廃不法投棄などを減らすた
めの環境整備が求められる）

①水道設備、汚染処理施設保全事業（再掲）
②環境汚染対策事業（再掲）

定住

移住

施策② タイトル 安全・安心の確保

①警備保障事業（盗難や詐欺あるいはほかの事件など起こらない町作り
モラル向上（教育）を図る）
②災害対策促進事業（地球環境破壊が進行して、災害から市民を守る）

①災害対策促進事業（再掲）

定住

移住

施策④ タイトル 大型ショッピングモールの誘致

①生活用品、食料配達補助事業（日常の生活をする上で必要なものをす
ぐに手に入れられるような物流改革を行う）

①生活用品、食料配達補助事業（再掲）

定住

【まち】グループ名 Ｃ

施策③ タイトル 健康管理の推進

①健康増進管理助成事業（水道、ガス、電気などのライフラインを整え
るため、ゴミ箱や下水道を完備する）
②生きがい・ゆとり推進事業（趣味や特技を生かして、仲間と楽しく過
ごしたい）
③老人介護ケアサービス事業（人の介護がないと暮らせない老人の看護
やリハビリを行う）

①健康増進管理助成事業（再掲）

定住

移住

移住
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戦略
プロジェクト

妊娠から出産まで切れ目のない子育て環境づくり

施策① タイトル マタニティケアの充実

戦略③

①マタニティケア事業（産前産後妊婦ショートステイのサービスを提供
する）
②産前産後ケアヘルパー事業（体調不良等で家事や育児が難しい人に家
事支援と育児支援のサービスを提供する）

①マタニティケア事業（再掲）
②産前産後ケアヘルパー事業（再掲）

定住

移住

施策② タイトル 子育て支援

①子育て支援拠点推進事業（公共施設や保育所、児童館等の地域の身近
な場所で、乳幼児のいる子育て中の親子の交流や育児相談、情報提供等
を実施する）
②乳幼児一時預かり事業（緊急避難的に発生する事態に対応するために
迅速な対応がとれるようにする）
③養育支援訪問事業（子育てに不安を抱えていたり、様々な理由で子供
の養育に支援を必要としている家庭に対して、市が実施主体となって、
必要な要員を派遣し、育児や家事を手助けしたり教えたりする）
④子育て短期支援事業（保護者の入院や通院、出張や冠婚葬祭などによ
り、一時的に家庭で養育できなくなった場合等に、児童養護施設等で一
時的に預かれるようにする）
⑤延長保育事業（共稼ぎの勤務や生活を円滑にするために委託延長を考
慮して憂慮ない改善を図る）

①子育て支援拠点推進事業（再掲）
②乳幼児一時預かり事業（再掲）
③養育支援訪問事業（再掲）
④子育て短期支援事業（再掲）
⑤延長保育事業（再掲）
⑥病児、病後児保育事業（子供が病気に罹った時、保護者の仕事や都合
などで家庭での養育が困難な場合に病児病後児保育室にて看護師、保育
士が連携して一時的に預かる）

定住

移住

【結婚・出産・子育て】グループ名 Ｃ
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戦略
プロジェクト

知識財産を生かした仕事づくり

施策① タイトル ＩＴを活用した町づくり

戦略④

①起業独立を含む工場誘致支援事業（土地の「利」を生かせた町興しを
実現する）
②インターネット関連開発支援事業（AIを応用し、ICTやIoTといった
ネットワークを使ったシステム構築を実現する）
③通信インフラの整備（IT）

①起業独立を含む工場誘致支援事業（再掲）
②インターネット関連開発支援事業（再掲）
③通信インフラの整備（再掲）
④ワーキングスペースの設置

移住

起業

施策② タイトル 雇用の創出

①ショッピングモール活用支援事業（現状の商工業の拠点を一元化し、
そこに行けば何でも買えるようにする）

①ショッピングモール活用支援事業（再掲）
②一般向けUIJターン就職支援事業（魅力的な生活環境（住居や就職先
など）提供する）
③若者向け就職促進事業（地元出身や市外出身の新規採用や再就職の機
会を与え有能な労働者を呼び込む）
④外国人労働者雇用支援事業（労働人口不足を補うために優秀な外国人
労働者を雇用する制度と斡旋を助成する）

移住

起業

施策③ タイトル 地域資源の活性化

①観光地・リゾート開発促進事業（自然歴史文化の特別保護区設定に
沿った観光地や保養地の開発を行う）
②観光の目玉プロジェクト（博物館・縄文住居跡の復元）
③高麗郷の魅力発信（バーチャルリアリティーVR）

①地場産業品販売促進事業（地域活性化の一環で、地元で生産される工
芸品や農産物の販路拡大を図る）

移住

起業

【しごと】グループ名 Ｃ
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メンバー (敬称略)

グループＤ
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大泉 征喬 リーダー

横山 完爾 サブリーダー

日野 恭子

川島 弘之

大河原 夏樹 （職員）



目指すべき方向性
（長期ビジョン）

日高づくり戦略
（戦略プロジェクト）

人口流出の抑制と
まちの魅力発信を

通じた
新たな人の呼び込み

補足コメント：

生涯を通じ、
安心・快適に
住み続けられる
生活環境の整備

補足コメント：

安心して出産・
子育てができる
環境づくり 補足コメント：

多様な世代が
活躍できる働く
機会の創出 補足コメント：

戦略プロジェクト提案シート

グループ名 Ｄ

次期まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定にあたり、令和３年度から令和７年度に取
り組むべき人口減少対策を下記のとおり提言します。

戦略③ 楽しい家庭作り応援します

戦略② 住み続けたい街No.１を目指す

戦略① 日高の魅力と移住支援で人口増加

戦略④ 起業と企業で活気ある街作り
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戦略
プロジェクト

日高の魅力と移住支援で人口増加

施策① タイトル 日高の魅力発信

戦略①

①インターネット、情報誌、テレビ、ラジオや鉄道駅等に情報を公開し
観光客の誘致を行う事業
②日高の民話を発信する

①高麗王若光の小説化・ドラマ化・映画化・高麗王若光廟の新築

移住

起業

施策② タイトル 移住支援の充実

①移住者に特典ＰＲ（１年間水道料金・アリーナ・プール利用無料化）

①国際医療センターとコラボして移住推進（通院者・医療従事者）
②移住する人へフォローする課を作る（１つの課ですべて）
③新婚以外にもウェルカム３万を
④市内に勤めている人に移住してもらう（引越代の支出）
⑤多世代同居近居以外の人に支度金・移住準備金制度

定住

移住

施策③ タイトル 日高の魅力の活用

①年間イベント計画
②乗馬、車及び人力車（イケメン車夫）等による遊覧、観光案内人制度
③スタンプラリーに記念品の贈呈
④乗馬クラブ施設の充実
⑤巾着田で通年イベントを行う
⑥農家民泊（ツーリズム）ツーリズム収穫体験

①各施設に多言語表示する

①観光牧場事業（加藤牧場・佐島牧場の拡大）
②市内芸術家集団による総合カルチャー教室（陶芸・絵画・書道）
③旧新井家住宅を「高麗郡民族歴史文化館」として再生する
④旧新井家住宅北側をフィールドアスレチック場として整備する

定住

移住

起業

【ひと】グループ名 Ｄ
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戦略
プロジェクト

住み続けたい街No.１を目指す

施策① タイトル 空き家の有効活用

戦略②

①空き家活用事業（改修・マッチング・誘致企業タイアップ）

①空き家バンクのＰＲ
②空き教室マネージメント（貸し出し）

移住

起業

施策② タイトル 住みよい環境づくり

①自然散策路ハイキングコース整備事業（看板、東屋、休憩所設置含む。
自然散策路には日高の農産物の収穫施設を配し、観光農園を整備する。
ルートマップの整備）
②ゴミのない町作り（公園・川などのゴミ拾いを小中学生と地元民が一
緒に活動）
③市内全域に防犯カメラ設置
④市民会館の建設
⑤街灯の整備
⑥各施設に多言語表示

①自然散策路ハイキングコース整備事業（再掲）

定住

移住

施策③ タイトル 生涯に渡って学べる場所の提供

①無料市民農園と農業従事者による無料レクチャー（栽培から販売まで
サポート）
②図書館の建設（統廃合した旧校舎の活用、文字文化への理解）

定住

起業

【まち】グループ名 Ｄ

施策④ タイトル 交通インフラの整備

①シャトルバス運行事業（観光案内人として中高年を採用）

①川越線の複線化

①シャトルバス運行事業（1日券・半日券の発行、環境対応型の電気自
動車）

定住

移住
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戦略
プロジェクト

楽しい家庭作り応援します

施策① タイトル 多産家族応援します！

戦略③

①病院へのネット予約の充実
②出産用品補助（ベビーカー・ベビーベッド無料レンタル）
③出産に対する補助制度を手厚く（出産時及び幼児子育て期における補
助助成制度（金銭的＆人的）
④多産家族応援2子以降出産は水道料金無料（成人するまで）

定住

施策② タイトル 出会いの場作ります！

①ブライダル施設の充実
②合コン支援
③結婚祝い金

移住

施策③ タイトル 安心できる子育て環境作り

①日高総合公園の学童、中高生に対する積極的に利用を行う（市民広域
体育祭等）
②中学校の制服無料提供
③室内プールの建設（50ｍの競泳プール）
④保育園・幼稚園の整備と助成（早朝・夜間保育の充実）
⑤図書館に児童館を建設する
⑥人とのふれあいのある町、小中学校と町内会の連携強化（児童と地元
民が共同で行うイベント作り）

①24時間子育てお悩み相談事業（AIを活用した24時間対応）

定住

移住

【結婚・出産・子育て】グループ名 Ｄ

24



戦略
プロジェクト

起業と企業で活気ある街作り

施策① タイトル 就労しやすい環境づくり

戦略④

①資格取得の補助
②市内就職者へ市特産物を祝い品として贈る
③市内にハローワーク出張所を！（商工会内に）
④日高ハローワーク開設事業（ふるさとハローワーク設置）
⑤就職相談担当者設置（市内企業のみ）

①市内にハローワーク出張所を！（再掲）

定住

移住

施策② タイトル 企業誘致をし、就労場所を確保する

①道の駅設置
②学校施設有効活用事業（使用しなくなった学校を企業へ貸出）
③サテライトオフィス環境（場所の無料提供、インターネット環境、旧
校舎を利用）

①大手企業の誘致
②サテライトスタジオの開設
③企業誘致（災害に強いまちをＰＲ、優良IT企業誘致、雇用の促進）
④ソーラーシェアリングの推進

①植物工場の誘致
②製造業以外の企業誘致（ゲーム・アニメ制作）

定住

移住

起業

施策③ タイトル 起業支援

①農業法人の設立
②企業支援のトータル窓口の設置

①商工会の起業塾の充実
②バイオマス発電の充実
③レストラン、販売業、加工業の起業
④創業支援事業（創業支援・相談）
⑤旧新井家住宅を活用した提案コンペを行い、食事処とする

移住

起業

【しごと】グループ名 Ｄ
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敬称略

資料
１．市民ワークショップ 参加者
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乙部 由季子 リーダー

浅原 勝 サブリーダー

増田 宏

熊田 栄一

渋谷 充 （職員）

加藤 聡 リーダー

宮越 正夫 サブリーダー

岩木 隆夫

小林 信行

西 祐介 （職員）

潮田 真也 リーダー

村上 彰

辻 正重

長岡 篤史 （職員）

大泉 征喬 リーダー

横山 完爾 サブリーダー

日野 恭子

川島 弘之

大河原 夏樹 （職員）

グループＡ グループＢ

グループＣ グループＤ



2．市民ワークショップ 日程表

日時・会場 プログラム

第１回
令和元年９月26日（木）

18:30～20:30
日高市生涯学習センター視聴覚室

１ まち・ひと・しごと創生総合戦略とは
２ ワークショップ
(1) グループ分け
(2) メンバー自己紹介
(3) 正副リーダーの選出
(4) 本市の魅力を抽出し、
本市で幸せになれる人物像を考えよう
〇魅力の抽出 〇人物像の検討

第２回
令和元年10月10日（木）

18:30～20:30
日高市生涯学習センター視聴覚室

１ 前回の振り返り
２ ワークショップ
(1) 本市の魅力を抽出し、
本市で幸せになれる人物像を考えよう
〇人物像が抱える困難や野望を
本市の魅力で解決する
〇解決策を物語にし、
物語のタイトルとあらすじを考える

第３回
令和元年10月29日（火）

18:30～20:30
日高市生涯学習センター研修室

１ 前回の振り返り
２ ワークショップ
(1) 本市の魅力を抽出し、
本市で幸せになれる人物像を考えよう
〇発表の準備 〇グループ発表

第４回
令和元年11月６日（水）

18:30～20:30
日高市生涯学習センター研修室

１ ワークショップ
(1)本市の人口対策についての
戦略プロジェクトを考えよう
〇現行の日高市まち・ひと・しごと創生
総合戦略について、構成を確認します
〇テーマ①の人物像から、定住・移住・起
業を促進する（後押しする）事業を考
えよう

第５回
令和元年11月20日（水）

18:30～20:30
日高市生涯学習センター研修室

１ 前回の振り返り
２ ワークショップ
(1)本市の人口対策についての
戦略プロジェクトを考えよう
〇前回のワークで抽出された事業を
３～４のグループにまとめよう
〇各グループにタイトルをつけ戦略プロジェ
クトの原案を考えよう

第６回
令和元年12月11日（水）

18:30～20:30
日高市生涯学習センター研修室

１ 前回の振り返り
２ ワークショップ
(1)本市の人口対策についての
戦略プロジェクトを考えよう
〇発表の準備 〇グループ発表
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