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■ 計画の趣旨
　南知多町では、町民と行政が共通の目標を持ち、一体感をもって地域づくりを推進していくため、各地域の皆様とともに、地域の振
興指針となる「南知多町振興基本計画」を策定しました。この計画は、法規制や財政の制約にとらわれず地域の夢をのせた将来像を
描いたものです。一つでも多くの事業が実現できるように、地域と行政が力を合わせて取り組んでまいります。
　■ 策定経過
　庁内において、若手職員を中心とし
た庁内検討会議（プロジェクトチーム）
や幹部会議で検討を行うとともに、町
内９地区において計３回ずつ地区住
民会議を開催し、地区の主要課題や将
来のあるべき姿、実現に向けて必要な
事業内容などを各地区の住民のみな
さんとじっくり検討して、地区別計画
としてとりまとめました。（全域版は、
各地区の計画内容を合体したものです。）
　■ 人口でみる本町の概況

第1回住民会議
地区の問題点・課
題、将来像などにつ
いて意見交換

第2回住民会議
振興基本計画案の
検討

第3回住民会議
振興基本計画最終
案の確認

振興基本計画
素案の提示

振興基本計画
修正案の提示

振興基本計画
最終案の提示
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●町の人口
・南知多町の人口は20,549人、世帯数は7,197世帯です。
・年齢別にみると、「０～１４歳」が2,203人、「１５～６４歳」が
12,244人、「６５歳以上」が6,081人で、６５歳以上の高齢化
率は29.6％となっています。
・人口ピラミッドをみると、男性では「60～64歳」が多く、次いで
「55～59歳」が多くなっています。一方、女性では55～79歳
が多くなっており、特に「60～64歳」が最も多くなっています。
男性よりも女性の方が年齢層の高い人が多くなっています。
　

●将来人口の推計
・南知多町の将来人口を推計すると、年々人口は減少し、平成32
年には17,726人、平成42年には15,067人となると推計されています。
・65歳以上の高齢化率も平成32年には37.4%、平成42年には42.6%になると推計されています。
※本計画の南知多町の将来人口については、９地区ごとにコーホート要因法を用いて行った人口推計結果を合算した数字であり、
第6次南知多町総合計画に示されている目標人口の推計結果とは異なります。

出生数の推移
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四季を愛でる 観光のまち
①四季を通じて楽しめる観光のまち
②都市基盤の整ったにぎわいのあるまち
③地震・津波に強い安全・安心なまち
④観光を考慮した教育・文化のまち
⑤若者に魅力的な雇用のあるまち
 
自然と活力にあふれ 安心して暮らせるまち
①若い世代が住み続けたいまち
②歴史と自然にあふれる観光のまち
③都市基盤が整った安全・安心なまち
 
自然と伝統を守り、安全・安心に楽しく暮らせる活力あるまち
①災害に強く利便性の高いまち
②心豊かな子どもを育むまち
③里山・里海を生かした観光のまち
④地場産業の元気なまち
⑤祭りでにぎわうまち

住みやすい 生涯現役のまち 豊丘
①みんなが住みたくなる快適なまち
②地域資源を生かした観光のまち
③農を生かしたまち
 
自然・歴史・文化がとけあい 健やかに暮らせるまち
①歴史と四季折々の魅力が楽しめるまち
②地場産業の元気なまち
③文化的な暮らしが楽しめるまち
④健康にいきいきと暮らせるまち
⑤基盤の整った快適なまち
⑥安心して暮らせるまち
 
赤ちゃんからお年寄りまで 住み続けたくなるまち
①安全・安心なまち
②都市基盤の整った住みよいまち
③特色ある産業のまち
 
海と歴史に育まれ 若い世代も安心して暮らせるまち
①地場産業の元気なまち
②若い世代が活躍できるまち
③すべての世代が暮らしやすいまち
 
自然も歴史も愛する島
①自然と歴史を生かした観光の島
②水産業が活気のある島
③若い人が暮らしやすい島
④いつまでも安心して暮らせる島
 
活気とふれあいのあるやさしい島
①おもてなしの島
②災害に強い安全・安心な島
③子どもや高齢者にやさしい島
④ゆっくり、のんびりと訪れたい島
⑤漁業、観光、商工業が連携する元気な島
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【目　標】
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【将来像】
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内海地区

山海地区

豊浜地区

豊丘地区

大井地区

片名地区

師崎地区

篠島地区

日間賀島地区

■ 各地区の「将来像」「まちづくりの目標」

め



新たな住宅地の整備 空き家の有効活用豊　　浜

景観に配慮した市街地へのアクセス道路のにぎ
わいづくり（南知多ICから市街地まで）
国道247号の整備
(都)知多西部線の整備
(都)内海通線の整備

(都)河和内海線の整備
(町)内海山海線の整備
広域農道の整備（内海地区は完成）
細街路網の再編・整備（狭隘道路・行き止まり道
路の解消）

■ 主な事業・取組（分野別） （　 住民会議等で提案された事業・取組 ／ 　 既存計画で位置づけされている事業・取組）

内　　海

公共交通の充実の検討
細街路の再編・整備（狭隘道路の解消）
広域農道の整備
（県）岩屋観音線の整備
（拡幅、ガードレール・歩道などの設置）

（町）内海山海線の整備（拡幅等の機能強化）
（県）奥田内福寺南知多線の整備（拡幅等の機能
強化）山　　海

国道247号の整備（歩道整備、埋立地における
路線の一部変更）
広域農道へのアクセス道路の整備
役場前道路（（都）豊丘豊浜線）の整備

沿道複合地区の形成
（都）大井豊浜線の整備
広域農道の早期全線整備（豊浜地区は完成）
海っ子バスの充実

豊　　浜

生活道路の拡幅
街路灯の整備
海っ子バスの充実
（都）知多東部線の整備

主要地方道半田南知多公園線の整備（四車線化）
広域農道の早期整備（豊丘地区は完成）
歩道設置事業（県道豊丘豊浜線）
広域農道へのアクセス道路の整備

豊　　丘

歩道整備
細街路網の再編・整備
（都）知多東部線の整備

（都）大井豊浜線の整備
主要地方道半田南知多公園線の整備（四車線化）
街路灯・防犯灯の整備

大　　井

集落内道路の整備
街路灯・防犯灯の整備
国道247号の歩道整備
主要地方道半田南知多公園線の整備（四車線化）

（都）知多東部線の整備
広域農道の早期全線開通（片名地区は完成）
スクールバスの運行
海っ子バスの充実

片　　名

主要地方道半田南知多公園線の整備（四車線化）
有料道路の無料化

海っ子バスの充実
歩道及び街路灯の整備による安全な道づくり師　　崎

観光船の充実 主要町道の維持・改修篠　　島
渡船施設の整備
マリーナの整備
海上交通の充実

防災面に配慮した道路の整備
（ 　主要町道の維持・改修）
巡回バスの運行

日間賀島

1. 道路・交通

人にやさしい内海駅及び周辺地域の環境整備
（　 内海駅周辺のバリアフリー化の促進）
内海駅周辺のにぎわいづくり

住宅地の整備（内海第二区画整理）
都市的な土地利用への転換の可能性を検討
安全・安心な住宅地の整備

内　　海

市街化区域内の低未利用地における都市基盤
の早急な整備
地区計画などによる都市的土地利用への転換の検討

耕作放棄地を手放すための支援制度の構築
施設整備のルールづくり
週末居住や二地域居住の促進

山　　海

2. 市街地・住宅整備

住宅地の整備
家庭菜園付の別荘地の整備
新市街地の整備

空き家対策
土地利用規制の緩和豊　　丘



高台への新しい住宅地の整備
空き家の管理及び有効活用
週末居住や二地域居住の促進
住宅地における住工混在の解消

居住環境整備
都市基盤整備や地区計画等による都市的土地
利用への転換
漁業集落のまち並み保全

大　　井

若者向けの住宅整備 週末居住や二地域居住の促進片　　名
新たな都市的土地利用の検討
集合住宅の誘致
地域の空き家情報の収集と発信

空き家の有効活用
町営住宅の整備
新師崎地区の住環境整備

師　　崎

週末居住や二地域居住の促進篠　　島
移転や移住用地としての住宅地の整備（ 　低未利用地の住宅、工房等への活用）日間賀島

自然エネルギーの誘致観光客の利用にも配慮した新たな近隣公園の整備内　　海
豊かな自然と親しめる場の整備
（　 豊かな自然と親しめる場の整備）

植林地・自然環境の維持・保全
（　 樹林地・自然環境の維持・保全）山　　海

津波一次避難場所を兼ねた富士ヶ根公園の整備豊　　浜
乃木山展望台の整備 里山、ホタルの保全（　 樹林地の保全）豊　　丘
お富士の山公園の整備
清掃・草刈等の美化活動の推進

みなと公園の再整備大　　井

公園の整備片　　名
羽豆岬の保全・活用 防災公園の整備師　　崎
森林の保全篠　　島
乗船場周辺の緑化
ごみ処理場の整備
公園の整備

緑化の推進
海岸部の森林の保全日間賀島

3. 公園緑地・自然・環境

内海川の早期整備内　　海
農業用排水路の整備 山海川の早期整備（堤・川幅等の改修）山　　海
鳥居川（準用河川）の改修
高浜谷川（準用河川）の改修豊　　浜 人工砂浜の整備

4. 河川・海岸

2. 市街地・住宅整備

大井川・山田川の改修等大　　井
片名川（準用河川）の改修
排水ポンプの整備

水門の管理体制の見直し片　　名

四季を通じて楽しめる磯場づくり 新たな人工ビーチの整備師　　崎
波返しの延長篠　　島
海水浴場の整備日間賀島



農業観光振興ゾーンの整備内　　海
観光農園ゾーン（　 農業振興ゾーン） 観光農業者等新規就農業者の誘致豊　　丘
農業振興ゾーン 遊休農地を活用した貸農園の整備大　　井
貸し農園の整備 遊休農地の活用促進ゾーン片　　名
市民農園・産直施設の整備篠　　島

5. 農業

滞在型観光施設の整備
イベント施設の整備
釣り公園の整備
「道の駅」の整備
「海の駅」の整備
マリンスポーツ客向けの環境整備
レクリエーション地区の整備
駐車場の整備

内海駅周辺の観光客に向けたサイン整備・観光
情報の充実
砂浜の保全・美化
新たな観光スポットの開拓
特産品のブランド化
観光情報の発信の充実
観光推進体制の整備

内　　海

観光交流ゾーンの整備（　観光交流ゾーンの整備）
日本一の桜並木の整備
護岸の遊歩道化の要望
自然的景観と調和した観光商業施設の整備
宿泊施設、観光客向け店舗等の誘致
町全体の観光コーディネートの推進

魅力づくりボランティア隊の整備
ウォーキングコースの整備
ハイキングコースの整備
マリンスポーツ客の受け入れ環境整備
山海の観光マップの作成
地域の商業を守る取組みの推進

山　　海

貸農園・観光農園、体験学習の場の整備
「道の駅」などの観光レクリエーション拠点の整備
（　 産業観光エリアの整備）

貝がら公園を活用した観光まちづくり（トイレ、
アクセス道路、散策道の整備）
水産試験場のリニューアルとＰＲ
鯛まつりの魅力づくり

豊　　浜

観光開発ゾーン
散策ルートづくり（海岸や河川などの水辺空間
等を活用した散策ルートの整備）

レンタサイクル施設の設置
豊　　丘

6. 観光交流・商業

弘法大師を生かした観光拠点の整備（上陸大師・
聖崎公園周辺）
海釣り公園の整備
海辺や歴史資源をつなぐ散策・ウォーキングルー
トの整備

沿道型の商業施設・サービス施設、居住機能を
有した複合施設（漁港周辺は商業施設を中心に
地区形成）
海産物・農産物の地域ブランド化

大　　井

宿泊・店舗・船宿等の商業施設を中心とした整備 特産品を使った商品開発片　　名
観光センターや朝市を核とした「海の駅」構想
（　 師崎港周辺の観光情報機能の充実、バリア
フリーの促進、景観整備）
散策コースの整備
（　 水辺空間などを活用した散策ルートの整備）
古いまち並みを生かした観光振興
レンタサイクルの導入

観光客向け駐車場の整備
公衆トイレの整備
宿泊・店舗・船宿等の商業施設を中心とした整備
師崎の知名度向上にむけたＰＲ強化
特産品開発による地域ブランド化
観光案内ボランティアの実施
観光の話題づくり

師　　崎

散策路の整備（　 散策路の整備）
牛取展望台の撤去と跡地の再整備
観光船乗場及び周辺環境の整備（　 乗船場周辺の緑化）
無人島の観光利用

地域固有の歴史・文化資源の保全・活用
神明社の拠点整備
観光交流ゾーンの整備
観光商業地の整備

篠　　島



内海港の老朽化対策内　　海
山海漁港の漁港施設老朽化対策山　　海
水産加工業や漁業関連施設、倉庫等の集積漁港施設の老朽化対策豊　　浜
水産加工業や漁業関連施設、倉庫等の集積漁港施設の老朽化対策大　　井
水産加工業や漁具庫等の漁業関連施設、倉庫等の集積片　　名
水産加工業や漁業関連施設、倉庫等の集積及び老朽化対策師　　崎
水産加工業や漁具庫等の漁業関連施設や倉庫
等の整備

水産業振興ゾーン
篠島漁港の老朽化対策篠　　島

漁業関連施設や倉庫等の集積
水産業振興ゾーン

漁港施設の老朽化対策
漁業集落排水処理施設の維持・保全日間賀島

7. 水産業・港湾

６次産業化の促進内　　海
若い人の雇用の確保山　　海
工業団地の整備（　プラスチック工業団地周辺
の保全・整備及び新たな工場の立地誘導）

既存の中小企業支援豊　　浜

軽工業の立地誘導大　　井
企業誘致片　　名
観光を中心とした若者の新たな雇用創出師　　崎
若者の雇用の場の創出篠　　島
若者の雇用創出 高齢者の雇用創出日間賀島

8. 企業誘致・雇用

特別養護老人ホーム周辺の維持・保全内　　海
高齢者向け施設の整備豊　　浜

豊　　丘 子どもの遊び場の整備

高齢者福祉施設の整備大　　井

師　　崎

9. 福祉・医療・子育て

保育所の整備

観光交流ゾーンの整備
観光商業地の整備
散策路や休憩施設の整備
案内看板の設置

体験施設等の整備
歴史・文化資源の保全・活用
自然資源を生かした観光業の振興
駐車場の整備

観光振興ゾーンの整備（　レクリエーション地区の整備）
魚介類の島としての観光ＰＲ
（　 自然資源を生かした観光業の振興）
島民の観光ガイドの育成

新たな観光船ルートの開発
良好な景観を保つための環境整備
篠島の海産物・加工食品のブランド化
（　 自然資源を生かした水産業の振興）

日間賀島

6. 観光交流・商業

保育所の移転・整備

篠　　島



保育所・小中学校の統合・整備（　福祉・教育ゾーン）

世代間交流を通じた子どもの居場所づくり

子育て支援のための施設整備 介護支援のための施設整備篠　　島
介護支援のための施設整備
子育て支援のための施設整備

診療所の充実（　 診療所施設・医療設備の充実）
ヘリポートの整備日間賀島

避難タワーの整備 津波一次避難場所及び避難路の整備内　　海
津波一次避難場所及び避難路の整備 植林地の土砂災害などの対策山　　海
津波一次避難場所及び避難路の整備 防災上危険な場所の改善豊　　浜
津波一次避難場所及び避難路の整備豊　　丘
津波・高潮対策
津波一次避難場所及び避難路の整備

自主防災力の強化大　　井

津波一次避難場所及び避難路の整備
自主防災活動の強化

新たな防災拠点の整備片　　名

津波一次避難場所及び避難路の整備 護岸の整備師　　崎
避難所の整備
津波一次避難場所及び避難路の整備

建物の不燃化の促進篠　　島

津波一次避難場所及び避難路の整備
建築物の不燃化

救急・消防の専門スタッフの配置日間賀島

10. 防災

避難所を兼ねた文化複合施設の整備
歴史探訪ゾーンの整備
（　  歴史・文化資源の保全・育成）

空き家を活用したアートギャラリーの整備
資料館のＰＲ強化
梅原邸の環境整備及び活用

内　　海

安全・安心な通学環境の整備
学童保育のスペースの充実

子育てしやすい環境の整備山　　海

学童保育と高齢者のサロンの実施
小中学校の統合・整備

鯛まつり記念館の整備豊　　浜

地域の歴史文化などを体験・学習できる文化交
流拠点施設の整備

遺跡などの歴史資源の保全・活用大　　井

図書館の充実師　　崎
学童保育の実施日間賀島

11. 歴史・文化・教育

地区の集落再編の検討 公共施設等の管理運営制度の整備内　　海
若い人たちの意見を聞く場の設置 山海ふれあい会館を活用した地区集会所の整備山　　海
豊丘むくろじ会館を活用した周辺整備 住民が利用しやすい公共施設の管理制度の構築豊　　丘

豊　　丘

公民館及び避難所の整備 片　　名
地域における若者の活躍の場や組織づくり師　　崎

12. コミュニティ・施設整備、その他

9. 福祉・医療・子育て



【参考】地区住民会議 開催記録

【参考】地区住民会議 開催記録

【第1回】

平成24年11月0８日

平成24年11月0７日

平成24年10月29日

平成24年11月14日

平成24年11月0６日

平成24年11月0２日

平成24年11月20日

平成24年11月27日

平成24年11月12日

【第2回】

平成24年12月04日

平成24年12月12日

平成24年12月0３日

平成24年12月0５日

平成24年12月11日

平成24年12月0８日

平成24年12月13日

平成24年12月18日

平成24年12月10日

【第3回】

平成25年１月22日

平成25年１月16日

平成25年１月21日

平成25年１月17日

平成25年１月29日

平成25年１月19日

平成25年１月31日

平成25年１月24日

平成25年１月28日

　 地 区 名 　

内 海 地 区

山 海 地 区

豊 浜 地 区

豊 丘 地 区

大 井 地 区

片 名 地 区

師 崎 地 区

篠 島 地 区

日間賀島地区

（内海地区 第1回） （山海地区 第2回） （豊浜地区 第3回）

（豊丘地区 第1回） （大井地区 第2回） （片名地区 第3回）

（師崎地区 第1回） （篠島地区 第2回） （日間賀島地区 第3回）






