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 基本的な視点  
○ 「東京一極集中」の是正 
○ 若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現 
○ 地域の特性に即した地域課題の解決 
 
 基本的な考え方  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 基本目標  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地方における安定した雇用を創出する 

 ２０２０年までの５年間の累計で地方に３０

万人分の若者向け雇用を創出 

地方への新しいひとの流れをつくる 

２０２０年に東京圏から地方への転出を４万

人増、地方から東京圏への転入を６万人減少

させ、東京圏から地方の転出入を均衡 

 
若い世代の結婚・出産・子育ての 
希望をかなえる 

２０２０年に結婚希望実績指標を８０％、夫

婦子ども数予定実績指標を９５％に向上 

 基本的な視点  
右肩上がりの社会のそれとは異なる新たな価値観の

下、地域を新しく創り変えるため、次の視点から人口

減少に挑戦 
 
○ 人口減少そのものへの挑戦 
 子どもを生みたい人の希望をかなえることなどによ

り、人口減少自体を解消しようとする試み 
 
○ 人口減少社会への挑戦 
 人口減少は当面継続することを正面から受け止め、

人口減少に伴う地域の変化に柔軟に対応し、人の流れ

を地方に向けて変えようとする試み 
 
 基本目標  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ひとを育む 

 結婚から子育てまで切れ目のない支援を行う

ことにより、結婚・子育ての希望をかなえる 

しごとをつくる 

新たな仕事や雇用を産み出すことにより、人

口の県外流出を食い止める 

岐阜に呼び込む 

移住・定住の促進や企業等の誘致を通じ、地

域の将来を支えるひとを呼び込む 

安心をつくる 

人口・世帯構造の変化に適応し、暮らしの安

心をつくる 

まちをつなぐ 

市町村と県とが連携するとともに、多様な地域間連

携を推進することで、地域の課題解決を図る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 基本理念  
豊かな自然と活力ある都市が調和した 
安心で快適な住みよいまちづくり 
 
 めざす将来の姿  
水と緑を大切に活力ある山県市 
 
 基本目標  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

健やかで安心なまちづくり 

(1) 少子・高齢化対策の充実 
(2) あたたかな福祉の推進 
(3) 保健・医療の充実 
(4) 安全な生活の確保 

便利で快適なまちづくり 

(1) 交通・情報ネットワークの整備 
(2) 快適な住環境の整備 
(3) 美しい街並みと憩いの空間づくり 

豊かで美しい自然を守るまちづくり 

(1) 自然にやさしいまちづくりの推進 
(2) 環境との共生 
(3) うるおいのある環境づくり 

活力あふれる産業のまちづくり 

(1) 農林業の推進 
(2) 商工業の推進 
(3) 地域資源を活かした産業の促進 
(4) 新たな産業立地と雇用の促進 

豊かな心と文化を育むまちづくり 

(1) 子ども達への教育の充実と健全育成の推進 
(2) 生涯学習・スポーツの推進 
(3) 芸術・文化の振興と歴史資産の継承 

新しい未来を創るまちづくり 

(1) 市民参加の基礎づくり 
(2) 市民参加・交流の促進 
(3) 効率的で質の高い行政運営の推進 

国
・
県
の
動
き 

着
実
な
遂
行 

 
時代に合った地域づくり、安心な暮
らしを守るとともに、地域と地域を
連携する 

「小さな拠点」の整備や「地域連携」を推進する。

目標数値は、地方版総合戦略の状況を踏まえ設定 

しごと ひと 

まち 

「しごと」と 
「ひと」の 
好循環 

それを支える 
「まち」の活性化 

 
 
 
 
 
考えられる“戦略”キーワードは？ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

【世界的潮流】 
・グローバリゼーションの進展 
・技術革新の進展（地理的制約の縮小） 
・地球環境問題 
【国内の潮流】 
・急激な人口減少 
・少子高齢化の進展（偏重する人口構成） 
・労働力不足を背景とした女性､高齢者への就業期待 
・空き家、遊休施設の増加 
・価値観、ライフスタイルの変化 
・地域コミュニティの崩壊 
・巨大災害への対応策の必要性増大 
・インフラ、公共施設の老朽化 

今、何が大切なのか？ 
今、何が求められているのか？ 

山県市として、どうしていくのか？ 
 

社会の潮流 

【山県市】まち・ひと・しごと創生総合戦略 



山県市KPI（第２次総合計画上の数値） 
    KPI 
第１章 健やかで
安心なまちづくり 

第１節 少子・高齢化対
策の充実 

施策１ 子育て支援体制の強化 1)子育て世代の自助強化 
2)子育て支援のためのサポート・ネットワークの
構築 
3)子育て支援環境整備 

 
★子育て支援活動を行っている人の人数（託児ボランティア） 
H25：53→H31：80人 
★ファミリーサポートｾﾝﾀｰ事業利用件数 H25：97件→H31：150件 

  施策２ 保育の充実 1)保育サービスの充実 
2)放課後児童対策の強化 

★保育所統廃合 H26：8園→H31：6園 
★放課後児童クラブ利用者数 H25：165人→H31：133人 
★一体型の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室数 
H25：0箇所→H31：5箇所 

  施策３ 高齢者福祉の充実 1)高齢社会に対応した仕組みづくり 
2)介護予防・認知症対策の強化 
3)介護サービスの促進 
4)地域包括支援センターの体制強化 
 

★見守りボランティア登録人数 H25：25人→H31：35人 
★老人福祉ｾﾝﾀｰ利用者年間延人数 H25：9926人→H31：10,000人 
★げんき高齢者祝金対象者数 H25：1590人→H31：1800人 
★認知症サポーター延人数 H25：1015人→H31：1800人 
★予防事業参加者年間延人数 H25：8911人→H31：10,000人 

  施策４ 生きがい対策の充実 1)高齢者組織の育成 
2)参加・交流の促進 

★単位老人クラブ会員数 H25：2776人→H31：3396人 
★シルバー人材センター会員数 H25：416人→H31：500人 
★単位老人クラブ加入率 H25：26％→H31：28％ 

 第２節 あたたかな福祉
の推進 

施策１ 地域福祉の推進 1)地域福祉のまちづくりの推進 
2)福祉教育の充実とボランティア活動の促進 
3)当事者同士の支え合い、助け合い促進 
4)適切なサービスの供給、調整 

★地域福祉活動事業補助団体 H25：4団体→H31：5団体 
★ふくしまちづくり推進員 H26：2校区→H31：5校区 

  施策２ 障がい者福祉の充実 1)障害者総合支援制度の充実 
2)障がい者の就労支援と社会参加 
3)地域生活支援の充実 
4)施設の整備 

★施設入所者の地域生活への移行 H25：0人→H31：1人 
★福祉施設から一般就労への移行 H25：1人→H31：3人 

  施策３ ひとりおや家庭福祉の充
実 

1)相談・支援の充実 
2)生活の自立支援 

★母子寡婦福祉会の会員数 H26：192人→H31：195人 

  施策４ 社会保障の充実 1)介護保険制度の推進 
2)国民健康保険制度などの推進 
3)後期高齢者医療制度などの推進 
4)国民年金制度の推進 
5)低所得者福祉の推進 

★国民健康保険税の年間収納率 H25：83.27％→H31：83.35％ 
★後期高齢者医療保険料の年間収納率 H25：97.5％→H31：97.6％ 
★国民年金保険料の年間収納率 H25：69.35％→H31：70％ 

 第３節 保健・医療の充
実 

施策１ 保健事業の充実 1)母子保健の推進 
2)歯科保健活動の充実 
3)成人・老人保健の推進 
4)感染症予防対策の充実 
5)保健指導体制の強化 

★乳幼児健診受診率 H25：98％→H31：100％ 
★歯ぐきに症状のある人の減少（12歳児）H25:44.5％→H31：20％以下 
★乳児全戸訪問事業 H25：87.9％→H31：90％以上 
★8020達成者数 H25：58人→H31：100人以上 
★むし歯のない人の増加（3歳児）H25：87.9→H31：90％以上 
★特定健診受診率 H25：28.4％→H29：60％ 
★12歳児一人平均むし歯指数 H25：0.08本→H31：0.05本 
★がん検診受診率 H25：10.49～20.71％→H31：50％ 

  施策２ 健康づくりの推進 1)健康づくりの啓発の推進 
2)心と体の健康づくりの促進 
3)食育の総合的な推進 

★3歳児朝食摂取率 H25：93.8％→H31：100％ 
★ストレスが大いにあった人の割合 H26：23.9％→H31：20％ 
★普段自分で健康だと思う人の割合 H26：80.78％→H31：85％ 
★地域活動に参加する人の割合 H26：48.8％→H31：55％ 
★家族や友人と一緒に食事をする機会 
 幼児期 H25：90％→H31：100％ 
 成人期・高齢期 H26：78％→H31：90％ 

  施策３ 地域医療の推進 1)地域医療体制の強化 
2)救急医療体制の充実 
3)災害医療体制の整備 

★救急医療体制の満足度 H24：30.9％→H31：50％ 
★救急救命士 H25：14名→H31：14名 
★気管挿管認定救命士 H25：9名→H31：10名 
★薬剤投与認定救命士 H25：11名→H31：12名 
★ビデオ喉頭鏡認定救命士 H25：3名→H31：6名 

 第４節 安全な生活の確
保 

施策１ 防災・消防対策の充実 1)総合的な防災・防犯対策の強化 
2)消防体制の強化 
3)地域の防災・消防体制の強化 

★住宅用火災警報器設置の条例適合率 H25：61％→H31：80％ 

  施策２ 河川・山地などの安全確保 1)河川改修の推進 
2)治山・砂防対策の強化 

★普通河川改修工事箇所数 H25：5箇所→H31：7箇所 
★急傾斜地崩壊防止施設のパトロール回数 H25：1回→H31：2回 

  施策３ 交通安全・防犯対策などの
強化 

1)交通安全対策の充実 
2)雪対策の強化 
3)防犯対策の充実 
4)消費者の権利と自立支援の強化 

★交通事故死者数 H25：2人→H31：0人 
★交通事故加害者数 H25：5.66人→H31：5.5人（免許所有者1000人あたり） 
★消費者トラブルに関する研修等の実施回数 H25：1回→H31：3回 

第２章 便利で快
適なまちづくり 

第１節 交通・情報ネッ
トワークの整備 

施策１ 道路の整備 1)自動車専用道路の整備 
2)国･県道などの整備 
3)市道及び幹線街路の整備 
4)うるおいと魅力ある道づくり 

★市道改良工事箇所数 H25：33箇所→H31：35箇所 
★橋梁の点検実施数（累計） H25：52橋→H31：612橋 
★橋梁長寿命化対策（累計） H25：1橋→H31：19橋 
★安全施設・歩道の改修工事箇所数（累計）H25：0箇所→H31：5箇所 

  施策２ 公共交通の充実 1)地域公共交通棒形成計画と地域公共交通再編
実施計画の策定 
2)交通結節点整備の検討、市内外の移動の円滑化 
3)自主運行パスなど生活交通の維持確保・利便性
の向上 
4)民間路線パス・タクシーの運行体制の充実 
5)福祉有償運送の推進 

★自主運行路線乗車人数 H25：185,926人→H31：198,000人 
★自主運行路線乗車一人当たりの運行経費 H25：828円→H31：770円 
★自主運行路線 一便当たりの乗車人数 H25：5.9人→H31：6.2人 

  施策３ 地域情報化の推進 1)情報通信基盤の充実 
2)市政での情報化の推進 
3)市民の ICT利活用の支援 

★公衆無線LAN環境設置施設数 H25：25箇所→H31：40箇所 

 第２節 快適な住環境の
整備 

施策１ 住宅・住環境の整備 1)良質な宅地・住宅整備の促進 
2)うるおいのある住環境の形成 
3)山村地域における良質な住環境の形成 
4)移住定住の促進 

★木造住宅耐震診断実施件数 H25：184件→H31：274件（累計） 
★木造住宅耐震補強工事実施件数 H25：17件→H31：41件（累計） 

  施策２ 水道水の安定供給 1)安全で効率的な水道事業の推進 
2)水道施設等の維持・管理の推進 
3)健全経営の確立 

★給水普及率 H25：97％→H31：99％ 
★有収率 H25：73.3％→H31：80％ 

  施策３ 斎苑の整備 1)岐北斎苑の維持・管理 
2)市民のニーズの把握 

★岐北斎苑利用件数 H25：88件→H31：105件 

 第３節 美しい街並みと
憩いの空間づくり 

施策１ 土地利用・市街地対策の推
進 

1)計画的な土地利用の促進 
2)市街地の整備 

★地籍調査事業実施面積（累計） H25:0.42k㎡→H31：3.0 k㎡ 
★土地利用規制（用途地域）の指定面積 H25：315ha→H31：340ha 

  施策２ 景観形成の推進 1)総合的な景観形成の推進 
2)魅力ある街並みの形成 

★屋外広告物パトロール H25：1回/年→H31：3回/年 

  施策３ 公園・緑地の整備 1)既存公園の充実 
2)都市公園などの整備検討 
3)水辺と緑地の環境整備 

★公園管理委託箇所数（自治会等委託） H25：18箇所→H31：22箇所 
★四国山香りの森公園、香り会館利用者数 
 H25：85,000人→H31：95,000人 

第３章 豊かで美
しい自然を守るま
ちづくり 

第１節 自然にやさしい
まちづくりの推進 

施策１ 自然環境の保全 1)自然の保護・再生 
2)自然の有効活用 

★環境パトロール日数 H25：160日→H31：160日 
★環境保全監視員 H25：14人→H31：17人 

 
 

 施策２ 森林の整備・活用 1)林道などの整備 
2)森林の保全・活用 

★林道伊自良根尾線開設（延長） H25：4,361ｍ→H31：5,081ｍ 
★間伐実施面積（年間） H25：250ha→H31：400ha 



  施策３ 下水道・排水処理施設の整
備 

1)公共下水道事業の推進 
2)農業集落排水処理施設の有効活用 
3)雨水対策の推進 

★水洗化率（人口） H25：55％→H31：68％ 

 第２節 環境との共生 施策１ 環境行政の推進 1)総合的な環境政策の推進 
2)市民活動の促進 

★二酸化炭素の温室効果ガス H25：9,975ｔ→H31：9,477ｔ 

  施策２ ごみの減量化・リサイクル
の推進 

1)省資源・リサイクルの普及・啓発 
2)ごみの分別収集と再資源化の推進 
3)ごみの収集・処理体制の充実 

★ごみ排出量の削減目標 H25：670g/人･日→H31：659 g/人･日 
★最終処分量 H25：635㎥→H31：614㎥ 
★リサイクル率 H25：19.4％→H31：26％ 

 第３節 うるおいのある
環境づくり 

施策１ 環境衛生の推進 1)公害防止の推進 
2)し尿処理の推進 

★合併処理浄化槽設置基数 H25：27基→H31：35基 
★水質汚濁調査箇所 H25：28箇所→H31：28箇所 

  施策２ 緑化・環境美化の推進 1)緑化・花のまちづくりの推進 
2)環境美化活動の促進 

★まち美化パートナー登録団体数 H25：20団体→H31：26団体 

第４章 活力あふ
れる産業のまちづ
くり 

第１節 農林業の推進 施策１ 農業の振興 1)農業基盤の整備 
2)農業経営の安定化 
3)農産加工などの促進 

★揚水機の年間更新数 H26：1基→H31：2基 
★畜産衛生環境事業補助金額 H25：2177千円→H31：2000千円 
★野生鳥獣侵入防止柵の設置延長 H25：115km→H31：175km 
★畜産衛生苦情件数 H25：15件→H31：0件 
★にんにく生産量 H25：12ｔ→H31：20ｔ 

  施策２ 林業の振興 1)木材産業の振興 
2)担い手の育成 

★年間木材生産量 H25：7500㎥→H31：9000㎥ 

 第２節 商工業の推進 施策１ 商業の育成 1)商業活動の促進 
2)商業団体の育成と共同事業の促進 

★巡回・窓口経営指導 H25：1839回→H31：1900回 
★組織率（会員／商工業者） H25：63.1％→H31：65％ 
★専門家派遣事業等 H25：81回→H31：100回 

  施策２ 工業の育成 1)立地環境の向上 
2)既存工業の育成 

★工場等設置奨励金（累計） H25：4件→H31：30件 

 第３節 地域資源を活か
した産業の促進 

施策１ 観光・交通の進行 1)観光・交流機会の拡充 
2)受入体制の強化 
3)特産品開発の推進 

★四国山香りの森公園、香り会館利用者数 H25：85,000人→H31：95,000人 
★グリーンプラザみやま利用者数 H25：10,967人→H31：12,500人 
★伊自良湖来客数 H25：11,130人→H31：12,000人 

  施策２ 地域資源の有効活用の促
進 

1)観光・交流資源の整備、活用 
2)地域資源のネットワーク化の推進 

★グリーンプラザみやま利用者数 H25：10,967人→H31：12,500人 
★伊自良湖 H25：11,130人→H31：12,000人 
★四国山香りの森公園、香り会館利用者数 H25：85,000人→H31：95,000人 
★農産物直売所入客数：ふれあいバザールH25：67,688人→H31：69,000人 
   てんこもり H25：155,000人→H31：156,000人 

 第４節 新たな産業立地
と雇用の促進 

施策１ 企業誘致の推進 1)誘致基盤の強化 
2)誘致活動の推進 
3)創業・起業の支援 

★工場等設置奨励金 H25：4件→H31：30件 

  施策２ 雇用･労働対策の強化 1)雇用の確保 
2)労働環境の向上 

★労働保険加入支援 H25：169事業所→H31：180事業所 
★健康診断実施 H25：241人→H31：300人 
★税務関係支援 H25：365企業→H31：400企業 

第５章 豊かな心
と文化を育むまち
づくり 

第１節 子ども達への教
育の充実と健全育成の推
進 

施策１ 家庭・地域教育の充実 1)家庭教育の推進 
2)地域教育の推進 

★家庭教育学級参加人数 H25：4710人→H31：4800人 
★一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子ども教室数 
   H25：0箇所→H31：5箇所 

  施策２ 学校教育の推進 1)学習指導方法の工夫改善の推進 
2)ふるさとの伝統や地域性を活かした特色ある
教育活動の充実 
3)学校間連携事業の充実 
4)教育センター機能の充実と改革 
5)学校整備の推進 
6)学校適正規模化の推進 
7)快適な学習環境整備の推進 
8)読書活動の充実と情報教育の推進 
9)学校保健の充実と食育の推進 
10)学校サポート体制の充実 
11)緊急事態への態勢強化を推進 

★多目的トイレ設置箇所数 H26：30箇所→H31：32箇所 
★防災備蓄倉庫設置箇所数 H26：0箇所→H31：2箇所 
★12歳児一人平均むし歯指数 H26：0.08本→H31：0本 
★学校給食の地場産物使用割合 H25：25.7％→H31：30％ 
★あんしんネット登録率 H26：96％→H31：100％ 
★不登校児童生徒の出現率 H25：0.6％→H31：0.5％ 
★市費学習支援員等の人数 H26：1人/132→H31：1人/100 
★小学生陸上記録会参加率 過去平均33％→H31：50％ 

  施策３ 青少年の健全育成 1)青少年健全育成推進体制の充実 
2)青少年組織の育成と活動の促進 
3)青少年の健全育成環境の充実 

★少年の主張大会来場者数 H25：170人→H31：200人 
★青少年育成推進大会来場者数 H25：180人→H31：200人 

 第２節 生涯学習・スポ
ーツの推進 

施策１ 生涯学習の条件整備 1)生涯学習推進体制の整備 
2)学習施設の機能強化 

★公民館利用者 H25：90,314人→H31：100,000人 
★リーダーバンクの登録者数 H25：262人→H31：300人 

  施策２ 主体的な学習活動の支援 1)サークル活動等への支援 
2)学習機会の拡充 

★公民館講座数 H25：26件→H31：35件 
★サークル数 H25：189件→H31：200件 

  施策３ 生涯スポーツの推進 1)スポーツ・レクリエーション環境の充実 
2)スポーツ・レクリエーション機会の拡充 

★やまがたウォーキングイベント H25：37人→H31：150人 
★市ラジオ体操・みんなの体操会 H25：1300人→H31：1400人 
★社会体育施設利用者数 H25：231,075人→H31：240,000人 

 第３節 芸術・文化の振
興と歴史資産の継承 

施策１ 芸術・文化の振興 1)図書館利用の促進 
2)文化施設の充実 
3)芸術・文化活動の促進 

★図書館貸出冊数 H25：143,201冊→H31：150,000冊 
★花咲きホール稼動率 H25：71.38％→H31：75％ 
★古田紹飲記念館来館者数 H25：6206人→H31：6300人 

  施策２ 文化財と伝統芸能の継承 1)文化遺産の保護 
2)文化遺産の継承と活用 

★市重要無形民族文化財舞台公演来場者数 H25：300人→H31：315人 
★歴史関係出前講座実施回数 H25：5回→H31：10回 

第６章 新しい未
来を創るまちづく
り 

第１節 市民参加の基礎
づくり 

施策１ 人権・同和施策の推進 1)人権尊重に向けた啓発の推進 
2)権利擁護の強化 
3)DVや虐待の防止及び被害者の保護 

★市人権教育講演会 H25：170人→H31：250人 

  施策２ 男女共同参画社会ぼ推進 1)男女共同参画意識の啓発 
2)男女共同参画の条件整備 

★女性委員等の登用率 H26：32.5％→H31：35％ 
★放課後児童クラブ利用者数 H25：165人→H31：133人 
★延長保育の利用者数 H25：156人→H31：200人 
★女性消防団員数 H25：4人→H31：10人 

  施策３ 広報・広聴の推進 1)広報活動の充実 
2)広聴活動の充実 
3)情報公開の充実 

★広報誌閲覧率 H25：87.8％→H31：90％ 
★市民座談会 H25：202人→H31：400人 
★ホームページ閲覧率 H25：39.8％→H31：50％ 

 第２節 市民参加・交流
の促進 

施策１ コミュニティ活動の促進 1)コミュニティ活動の条件整備 
2)コミュニティ活動の促進 

★自治総合センターコミュニティ助成事業申請件数 
 H25：2件→H31：15件（累計） 

  施策２ 市民活動の充実 1)協働型まちづくり体制の確立 ★市民公募件数 H25：13人→H31：20人 
  施策３ 多様な交流の推進 1)国際理解の推進 

2)国内外との交流の推進 
3)受入体制の整備と多文化共生社会の実現 

★ホストファミリー会員数 H25：15人→H31：20人 
★外国語表記案内施設数 H25：0施設→H31：2施設 

 第３節 効率的で質の高
い行政運営の推進 

施策１ 行政運営の充実 1)市民サービスの向上 
2)行政組織の機能強化 
3)職員の資質向上と人事管理の充実 

★夜間窓口利用者数 H25：1202件→H31：1000件 
★休日窓口利用者数 H25：89件→H31：700件 
★広域相互発行市町数 H25：22市町→H31：25市町村 

  施策２ 健全な財政運営の推進 1)計画的で効率的な財政運営 
2)経費節減と受益者負担の適正化 
3)自主財源の確保 

★実質公債費比率 H25：18.4％→H31：18％以下 
★市税の収納率 H25：93.78％→H31：93.8％ 

  施策３ 広域行政の推進 1)広域連携事業の推進 ★地方中枢拠点都市連携協約の締結に向けたプロジェクト会議 
   H26：0回→H31：4回 

 


