
第7次南知多町総合計画概要版（案） 

～ 太陽と海と緑豊かなまちづくり ～ 
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もし南知多に暮らす人が、100 人だったら・・・
南知多町には、1万 7,477人の人が住んでいます。 
一番多いときで２万8,972人でした。なんて言ってもよくわからないので、もし
100人の町だったらどうなるかみてみました。すると色んなことが身近に感じら
れるかも。

４９人が男性です 

５１人が女性です

１３人が子どもです 

２人が中学生 

４人が小学生 

７人が 6歳未満です 

８７人が大人です 

そのうち 

３８人が 

お年寄りです 

お年寄りのうち 

支援や介護が 

必要な人が６人 

います 

９７人が日本人です 

３人が外国人です 

５６人が働いています 

そのうち 

漁師が７人 

農家が３人います 

町内には 

７つの事業所があり 

４５人が働いています。 

１２人が毎年町外へ 

引っ越して、 

１２人が新たに 

南知多へやってきます

28人が内海 

28 人が豊浜 

24 人が師崎 

9 人が篠島 

11 人が日間賀島 

に住んでいます 

100 人が暮らす南知多の世帯数は、４１世帯 

   そのうち 

お年寄りの一人暮らしは８世帯あります 

はじめに 

１年間に

１５，９３５人の 

観光客が 

訪れています 
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日本全体で人口が減っているか
ら、減ってくことは避けられない
けど、減っていくスピードが速い
と、いろんな影響がでてくるよ。 

A

100人になることあるの？Q
100 人になる可能性は
低いけど、昭和４０年以
降ずっと人口が減ってい
るよ。

A

人口が減ってはダメなの？Q
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町の収入は約 76億円 

そのうち 

税金が約 23億円 

国からもらうお金は 

約 21 億円 

借金は約 5億円 

町民１人あたりの 

借金は約 40万円 

貯金は約５万円 

町民１人あたりの 

   所得は約 249 万円 

税金は約 13万円 

１年間でまちづくりに 

 使われるお金は約73億円

町民１人あたりにすると 

約 40 万円

公共施設の数が 91棟 

そのうち 

中学校が５校 

小学校が６校 

保育園が５園 

町全体で 

公共施設の面積は 

94,723 ㎡ 

あります 

町民１人あたり 

にすると 

 教室約５分の１の 

公共施設があります 

公共施設のうち 

ほとんどの施設が 

築 30 年以上 

今後、修理や建て替えに 

1,166 億円かかります 

年間 3,772 トンの 

燃えるごみがでます 

町民１人が１日に出す

量に換算すると 

591ｇになります 

１年間に 

265 人が亡くなって 

67 人が生まれます 

5,082 人のお年寄りを 

10,161 人で支えています 

つまり、 

２人に１人で支えています 

まちのようすを見てみよう。
ここでは、南知多の現状や出来事について、「１日あたり」「１人あたり」などの単
位で、実際の数を見てみました。ここで紹介するものは、１万7,477人の様子で
すが、このまま7,488人に減ってしまったらどうなるか・・・

震度７の地震が起きる

と、 

8,700 戸が被害にあい、

約 1,800 人が亡くなる

と言われています。 
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未来の姿はどうなるのかな？
30年後に7,488人になってしまっていると予想されてい
る南知多町。 
しかし、実際には、もっともっと急激に人口減少は進んで
いて、 
7,488人よりも少なくなると言われています。 
では、予想されたとおりに未来が進み、その時わたしたち
が何もしなかったとしたら、暮らしにはどんな影響がでて
くるのでしょう。 

未来がどうなるかは、誰にもわかりません。 
あなたはどんな未来がいいですか？
未来をつくるのは、わたしたち一人ひとりです。 
生まれ育ったふるさと南知多のよりよい未来を 
みんなで目指していきましょう。 

よりよい南知多町にするために、町が目指す姿をみんなで 
共有し、誰がどんなことに取組んでいくのか明らかにする
ために 
「第 7次南知多町総合計画」をつくりました。 

この総合計画で、このまちが目指す「これからの12年」
の姿をまとめました。その姿を住民のみなさんと共有し、
一緒にまちのことを考えるきっかけとし、できるだけ多く
の方とまちづくりを進めていきたいと思っています。 
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総合計画とは（☞総合計画P３）

南知多町をもっと“いいまち”にするために、これから“どんなまちにしていくか”

という考え方を示して、“そのために何をするのか”というまちづくりのために必要

な取り組みをまとめたものです。 

南知多町では、地域の“いいところ“を生かしたまちづくりの一番大切な計画とし

て、これまでも総合計画を作ってきました。 

これからも、南知多町をもっと“いいまち”にするために、今回第７次総合計画を

作ることとしました。 

総合計画の役割 

「総合計画」は、まちづくりを進めていくうえで、もっとも基本的で、大切な計画

であり、大きく以下の３つの役割をもっています。 

１  歩むべき道を決める「道しるべ」

２  町全体の「目標（ゴール）」 

３  目標に近づいたかをはかる「基準」

まちづくりのために必
要な取り組みを 
まとめたものだよ。 

A

総合計画って何？Q
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総合計画をつくるために目指したもの 

総合計画の策定のイメージ図 

第７次総合計画は、町の運営 

に町民の意見を毎年取り入れて 

 いくため、「わかりやすく」、 

「つかう」計画を策定し、 

その仕組みの定着を

目指しています。 

総合計画の構成 

第７次総合計画は、南知多町をもっと“いいまち”にするための基本的な考え方を

示す「基本構想」と、“そのために何をするのか”というまちづくりのために必要な

取り組みを示す「アクションプラン」の２つでできています。

基本構想 アクション
プラン 

もっと“いいまち”に
するための基本的な

考え方

“そのために何をする
のか”というまちづくり
のために必要な 
取り組み

具体化 

次期 総合計画

わかりやすい計画 

優先順位を明確に示し、個別計

画や予算決算と連動させる 

つかう計画 

ＰＤＣＡサイクルを見える化

し、住民参画を定着させる 

第１～２次 

総合計画 

第３～６次

総合計画

第７次 

総合計画 

オイルショック後の混乱した社会情勢の中で、恵ま
れた自然環境のもと、明るく豊かなすみよいまちづ
くりを目指し、着実に行政施策を推進してきた。

“太陽と海と緑豊かなまちづくり”という基本理念の
もと、役場と地域との協働を推進し、地域力の強化
を図り、協働という意識の定着を目指した。

分かりやすく、使う総合計画を策定
し、住民意見を町政に反映する仕組み
を定着させることを目指す。

1966年～

1983年～

2021年～
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総合計画の必要性 

まちづくりはやることがいっぱい！暮らしている人たちを手助けするために、

様々な支援をしたり、学校や道路などの多くの施設を作ったり管理したりするため

に、お金もいっぱい使います。

このまちを“いいまち”にするために、いろんな取り組みをしたいけど、まちづく

りのために使えるお金は限られています。

だから、限られたお金で南知多町をもっと“いいまち”にするため、まちづくりの

ために必要な様々なことを、計画的に取り組む必要があります。 

それが、総合計画を作る理由です。

やることが
いっぱいある

なんで総合計画を作るの？Q
計画的にまちづくり
に取り組むために、
総合計画が必要なん
だよ。

A

限られたお金で”いいまち”にするため計画が必要 
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南知多町のお金の使いみち

町民一人あたりに換算すると…

－平成 30年度決算より－

まちに住む人の数とまちづくりに使えるお金の関係

まちづくりのために使えるお金が限られている理由は、このまちに住む人の数と
関係しています。なぜなら、まちづくりに使えるお金は“税金”だからです。
このまちに住むひとがどんどん減ってしまうと、まちづくりに使えるお金も減っ
ていまします。 
働く世代が減り、お年寄りが増える中で、これからも住みよいまちにしていくた
めに、将来暮らす人たちのことを考えて、お金を大切に使っていく必要があります。
お金をかけなくてもみんなが快適に暮らせる町になるよう、みんなで工夫しよう。

町の税金, 

30%

貯金の取崩し, 

5%
繰越金, 4%

地方交付税, 

26%

国庫支出金, 

5%

県支出金, 

9%

地方消費税, 

5%

借金, 

7%
その他, 

8% 福祉, 

31%

総務, 

17%
健康・環境, 

12%

教育・文化, 

10%

消防・救急, 

7%

借金の返済, 

7%

産業, 10%
道路・公園, 

4%
その他, 2%

支出
（出ていくお金）

収入 
（入ってくるお金）

126,979 円 福祉 49,153 円69,634 円 40,961 円 28,673 円

28,673 円 40,961 円 16,384 円 8,192 円 409,610 円

福祉 

道路・公園

総務 健康・環境 教育・文化

借金の返済

消防・救急

産業 その他 合 計 

76 億 97 万円 73 億1,770 万円
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南知多町の将来人口と目標人口（☞総合計画P4～）

はじめにお話したように、南知多町に住んでいる人は、昭和 40 年からずっと減

っています。この先、このまちに住んでいる人の数を予測した将来人口（しょうら

いじんこう）によると、令和 32年では、今の半分以下の約 7,500 人まで減ってし

まいます。 

  日本全体で人口減少が進んでいる中、本町だけが人が増えることは難しいですが、

急に減ってしまうと、みんなの生活にも役場の運営にも大きな影響が出てきます。 

そうならないように、令和３０年時点で概ね 10,000 人の人口になるように目標

を立てました。 

何で住む人が減っているの？Q
生まれる子どもの数
が減ったり、住んで
いた人が引っ越した
りしたためだよ。

A

10,000 人
令和30年時点で概ね 

推計人口：国立社会保障・人口問題研究所推計結果に準拠して推計

南知多町の将来人口予測と目標人口
目標人口

推計人口

人口減少ストップ 
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変わっていく社会への対応と持続可能な行財政運営（☞総合計画 P8～）
日本だけじゃなく、世界をみても社会環境が変わっていく中で、住民生活が将来

にわたって持続可能になるよう、本町も様々な対応をしていかなければなりません。 

このような中、「ＳＤＧｓ」の視点を取り入れ、先端技術を産業や暮らしの中に取

り込んで、様々な課題を解決する「Society5.0」の実現も目指しています。 

また、人口が減っていく（＝税収が減っていく）中で、南知多町が生き残ってい

くためには、使えるお金を確保するだけでなく、使うお金を減らすことも重要です。 

例えば、公共施設の見直し、近くのまちと連携して公共サービスを運営・提供す

るなど、効率的で効果的なまちづくりが求められます。 

地域のニーズや課題に役場だけで対応することは極めて困難であるため、行政、

町民、企業、関係団体、その他多くの人々が力を合わせ、ともにまちづくりを推進

していくことが必要です。 

目標指標（KGI）の設定（☞総合計画P7）

みんなの生活が維持できるよう、30 年後でも最低 10,000 人の人たちがこの町

に住んでくれるようにするため「令和 14 年度時点で生まれる子どもの数が 75 人

以上」として、第７次総合計画の一番大事な目標（ゴール）にします。これを、目

標指標（KGI：Key Goal Indicator）と言います。第７次総合計画の取り組みは、

この目標指標にもとづいてチェックします。 

 この目標（ゴール）を達成するためには、子育て支援だけでなく、仕事、住環境

など、様々な観点から魅力あるまちづくりが必要となります。

具体的にどうすればいいの？Q
「目標（ゴール）」を決め
て、まちのみんなでまち
づくりに取り組むよ。 

A

目標指標（KGI） 令和14年度時点で維持すべき出生数 75人
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将来イメージ（☞総合計画P12）  
本町にかかわる人々が、第７次総合計画期間が終了する１２年後、そしてさらに

その先の将来も「こうあってほしい」と共有する本町の姿を、将来イメージとして

まとめました。 

ゴールを達成するためには？Q
「こうあってほし
い」というまちの
イメージをみんな
で共有することが
大事だよ。

A

将来イメージ
絆・選ばれる理由があるまち
～ Bonding , reason to be chosen ～

南知多町に住む人がどんどん減ってしまうと、まちづくりでできること
も限られてしまします。 
そのため、南知多町をもっと“いいまち”にして、もっと多くの人たちに
住んでもらうために、これから“どんなまちにしていくか”という考えを「将
来イメージ」としてまとめました。 
このまちに住む人たちだけでなく、様々な人たちとつながる「絆（きず
な）」を大切にして、それが地域の“いいところ“ところとして、様々な人た
ちに「選ばれる」理由になるようなまちを目指します。
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まちづくりの基本理念（☞総合計画P12）

将来イメージ「絆・選ばれる理由があるまち」を実現してくために、まちづくり

に関わる人々の行動指針として基本理念を以下のようにまとめました。

どうすれば選ばれるまちになるの？Q
このまちだからこそ
の、“いいところ”を
もっとのばすことが
必要だよ。

A

基本理念

暮らし続けられるまちを “あなた” とつくる
まちづくりに取り組むときの、一番大切な考え方を「基本理念（きほん
りねん）」と言います。 
様々な人たちに「選ばれる」まちにするためには、多くの人の協力が必
要です。また、「自分がまちをつくっている」という実感があると、もっと
南知多町のことが好きになるし、「ここで暮らし続けたい」という思いに
もつながります。そのため、このまちを選んでくれた全ての“あなた”とと
もに、暮らし続けられるまちづくりを行います。
もちろん、これを読んでいる“あなた”も一緒にね！
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南知多町の“いいところ”をもっとのばそう！

南知多町をもっと“いいまち”にするためにはどうすればいいだろう？都会のマネ

をすればいいのかな？でも、それだと都会のマネはできても、都会より“いいまち”

にならないよね。だったら、このまちの“いいところ”をもっとのばそう！

そのため、南知多町にしかない、このまちの“いいところ”をもっとのばすために

必要なことを、総合計画で取り組んでいきます。 

まちづくりの輪を広げる３つのSTEP

じいちゃん、ばあちゃんと
一緒に、みんなで子育て！

地元産のおいしい食べ物を
もっと食べてもらおう！

都会に行かなくても、この
まちで楽しく働けるよ！

STEP1 関心（認知） 自分の地域について、興味や関心を持

つ 

STEP2 行動（貢献）

STEP3 愛着（満足）

自分ができることをやってみる 

地域の活動に参加してみる 

住民意識調査（アンケートに答える 

外部評価委員会で意見を言う 

自分たちが活動したこと、体験したこ

とで地域の愛着を深める 

愛着を深めた地域のことを周りに語

ることで、活動の輪が広がる 

まちづくりの輪を

広げよう！！
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南知多町が進める取り組み 
未来のあるべき姿を実現するために、基本目標と基本施

策、行財政マネジメントの柱にまとめました。 

将来イメージ 基本施策 基本目標 

絆
・
選
ば
れ
る
理
由
が
あ
る
ま
ち

地
域
で
育
む

ひ
と
づ
く
り

地
元
を
に
ぎ
わ
す

し
ご
と
づ
く
り

安
心
で
き
る

ま
ち
づ
く
り

1-1 地域で大切にする子育て環境

1-2  次世代の担い手を育む教育環境 

1-3  生涯通じて取り組む健康づくり 

1-4  個性を活かす障がい者福祉 

1-5 安心して住み続けられる長寿社会

1-6  豊かな自然を活かしたひとづくり 

1-7 郷土愛、つながりを育む文化・スポーツ

2-1  豊かな海と産物を活かした水産業 

2-2  豊かな農地を活かした農業 

2-3 新たな魅力や価値を生みだす商工業

2-4 何度も訪れたくなる観光・交流

2-5  新たなチャレンジを創る起業支援 

2-6  価値ある産業を残す事業承継支援 

2-7 働く環境づくり

3-1  災害に強く安全に暮らせるまちづくり 

3-2  つながりを活かした防犯 

3-3 資源を活かす土地利用

3-4  安心な暮らしを支えるインフラ 

3-5  暮らしを支える地域公共交通 

3-6  多様性を認め、共に支え合うコミュニティ 

3-7 心と体安らぐ自然・住環境

行財政

マネジメント

4-1  職員の成長とやりがい 

4-2  業務の高度化、効率化

4-3 町民の満足度向上

4-4 持続可能な行財政運営

（☞総合計画P16）
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将来イメージを実現するための 
３つの重点政策 

本町が安心して暮らし続けられるまちであるために、特に優先的に取

り組まなければならいことをまとめました。

全ての政策分野で連携して実施 

子
育
て
支
援
と
教
育
の
充
実

産
業
の
活
性
化
と
雇
用
の
確
保

定
住
促
進

人
口
減
少
の
抑
制
（
Ｋ
Ｇ
Ｉ
達
成
）
を
目
指
す

（☞総合計画P18）
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アンケートに回答 会議で意見を言う 

アンケートのお願い 会議の案内 

総合計画の使い方 
「将来イメージ」どおりの“いいまち”にするためには、このまちに暮らす様々な

人たちだけでなく、会社、役場、その他多くの人たちが、一緒になってまちづくり

に取り組む必要があります。 

このため、まちづくりにかかわる“みんな”が同じ方向を向いて、一緒にまちづく

りを取り組めるようにするために、総合計画を使います。 

さらに、総合計画は、一度作ったら終わりじゃなくて、よりいいものにするため

にたえず改善を続けます。 

まちづくりの目標（ゴール）へ向かって取り組んだ結果をまちづくりの管理指標

（KPI）を使って、どれだけ「将来イメージ」に近づいたかをチェックします。 

チェックした結果にもとづいて、まちづくりの取り組みがもっとよくなるように、

改善を続けていきます。 

住民参画のイメージ 

総合計画ってどう使うの？Q
アンケートに答えた
り、評価委員会に出て
意見を言うことでまち
づくりに役立つよ。 

A

意識調査
(ｱﾝｹｰﾄ)

評価委員会
(会議)

総合計画 
(役場)
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住民意識調査モニター
住民意識調査モニターは、５年間、継続して町の取り組みに対するアンケートに
協力していただきます。アンケートは、町の取り組みに対して、重要度・認知度・
満足度・貢献度、まちづくりに対する評価、意見、要望をお聞きします。その結果
をもとに、将来イメージに近づいているかチェックし、改善していきます。 
モニターは、年代、性別、地域のバランスを見て 100名の方に協力していただい
ています。 
モニターになっていない方も、インターネットにより自由にアンケートに答えら
れますので、一緒にまちづくりについて考えてみましょう。 

総合計画評価委員会 
将来イメージの実現に向けて、毎年、実施する事業を具体的に示したアクション
プランの説明をし、そのアクションプランにたいする意見交換を行います。モニタ
ーの方が出席する会議で、役場と住民との意見交換を行い、その結果をもとに、次
のアクションプランの検討をしていきます。 
【評価委員会の仕事】 
７月中に開催（住民モニター１００名に案内 任期中５年で２回出席要請）

アクションプラン 
アクションプランは、将来イメージを実現するために、重点政策に位置付けられ
る「主な事業」をまとめたもので、今後３年間、どのように事業を行っていくかを
具体的に示したものです。みなさんからいただいたアンケート調査や評価委員会で
の意見をもとに、毎年度、進捗管理し、新しい要素を加えたり、見直しを行ったり
することで、柔軟に事業を進めていきます。 

● モニターの承諾

● 意見交換会への出席

● アンケートの回答

● 評価委員会へ出席 

役場（総合計画推進本部） 
● モニターのお願い

● 意見交換会の開催 

● アンケートの発送、まとめ 

● 評価委員会の開催 

住民モニター
案内

意見

● アクションプランの確認 

● 評価委員会へ出席

● 会議での意見出し

● 地域での話し合い 

● 評価委員会の設置

● 評価委員会の開催 

● 会議での説明、意見のまとめ 

● 意見への回答 意見

役場（総合計画推進本部） 評価委員会
案内
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【アクションプランの構成】 

予算要求 
町長ヒアリングを行った結果をもとに作成・公表したアクションプランに基づい
て、役場の担当課は予算要求をします。アクションプランに載っている事業以外に
もたくさんの仕事をしていますが、役場の財政状況により不採択、次年度以降先送
りとなる事業もあります。 

【アクションプランの構成】 

● 実施計画（重点政策に位置付けられる主な事業の３年間の計画） 

● 施策評価（基本目標・基本施策の進捗管理をしたもの） 

● 事業評価（予算に紐づく事業のＰＤＣＡサイクルを示したもの） 

● 住民意識調査モニター結果（アンケート調査の意見などのまとめ） 

基本構想 計画期間12年（4年ごとに見直し）

【基本構想の構成】 

● 人口ビジョン  ● 目指すべき方向性、将来イメージ、基本理念

● とるべき戦略、重点政策 ● 基本目標、基本施策 ● 個別計画の体系図 

アクションプラン 計画期間3年（毎年度見直し）

具体化 

後期 後期 前期 中期 前期 

調整 

● 内部審査の実施 ● 住民意識調査の結果の分析・反映 

● 総合計画評価委員会意見の反映   

町長ヒアリング  役場の各課と町長との調整会議

2021 年 2033 年
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役場の事業評価の仕組み 

  予算要求に基づいて予算化した事務事業は、全て事業評価書を作成し、事業ごと

にＰＤＣＡサイクルを推進しています。アクションプランの作成の時の、町長ヒア

リングで、前年の実績をもとに、毎年の事業を組み立て、実行し、自己評価、住民

意見の把握、問題点の洗い出しと改善を繰り返し行います。

使う総合計画ＰＤＣＡサイクルのイメージ図 
アクションプランの進行管理のため、ＰＤＣＡサイクルを回し
て取組みの成果の検証を行い、検証に基づく項目の見直しや改善
を行います。毎年度ローリングすることで、アクションプランを
 進化させ、予算編成や組織改編に反映することによって、総合計画 
 の実効性をさらに高めていきます。 

Plan

計画 

Do

実施 

Action

改善 

Check

評価

①総合計画の基本目
標・基本施策と予算
科目を紐づけて、そ
の年度の事業のＰＬ
ＡＮを立てます。 

②ＰＬＡＮに基づい
て、予算を執行し、
事業を実施します。

③目標値に達成した
か確認し、総合計画
においての妥当性・
効率性を担当課がチ
ェックします。 

④問題点・課題を洗
い出し、その対応策
と事業の方向性（継
続・要改善・廃止）
を検討します。 

Ｄ

Ｐ

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

アクションプラン

組織的な取組

成長の検証

分析・見直し

Ｃ

Ａ

住民意識調査
毎年行うアンケート調査の

回答結果を反映します 

評価委員会 
毎年行う評価委員会いただ

いた意見を反映します 

重点政策に位置付けられる
主な取組み（毎年更新） 

○具体的な取組み実行
○人材育成・チーム力強化 

○住民意識調査
○評価委員会 
○事業評価・人事評価 
○職員意識調査

○事業の見直し
○予算編成 
○組織改編
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住民

企業 関係
団体

協働による
まちづくり

行政

もっといいまちづくりができるようにみんなでチェックしよう‼ 
総合計画をよりいいものにするために、目標指標（KGI）とまちづくりの管理指
標（KPI）にもとづいて、このまちに住むみんなでチェックします。 
チェックの方法は、このまちに住むみんなにチェックしてもらう「住民意識調査
（じゅうみんいしきちょうさ）」と、「アクションプラン」にもとづいて取り組んだ
ことを、このまちで暮らす人を代表して選ばれた方からなる「外部評価委員会（が
いぶひょうかいいんかい）」において、毎年チェックしてもらいます。
そして、前期、中期、後期の４年ごとに、まちづくりの基本的な考え方である「基
本構想」をチェックして、総合計画をよりいいものにするために改善していきます。 

さぁ！みんなで南知多町を
もっと“いいまち”にしよう‼

For The Future

だれが総合計画をチェックするの？Q
もっといい計画にな
るように、この町に
住むみんなでチェッ
クするんだよ。

A

現在 未来
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まちづくりの主役は“あなた”です‼ 

南知多町をもっと“いいまち”にするためには、このまちに暮らす様々な人たちだ

けでなく、会社、役場、その他多くの人たちが、一緒になってまちづくりに取り組

む必要があります。このように、多くの様々な人たちが一緒になって取り組むこと

を「協働（きょうどう）」といいます。 

一人でやるには大変なことでも、みんなでやればできるかもしれない。一人で悩

んで答えが出なくても、みんなで考えればもっといい答えが出るかもしれない。 

まちづくりにかかわる“みんな”が同じ方向を向いて、一緒にまちづくりを取り組

めば、もっと大きな力を出せるはずです。そのために、総合計画を使います。

もちろん、まちづくりに“正解”はありません。うまくいかないこともあると思い

ます。だけど、うまくいかなかったらみんなで改善して、もっと“いいまち”になる

よう何回でもチャレンジすればいいのです。 

みんなが“今”行動しなければこのまちが“いいまち”になることはありません。 

まちづくりの主役は“あなた”です。 

さぁ！みんなで南知多町をもっと“いいまち”にしよう

より良いまちにするために 
     わたしにできること 

例えば・・・

・節電やごみの分別などの環境に優しい活動をする。 

・地元産の水産物や農産物を積極的に食べる。 

・町内にあるお店を積極的に利用する。 

・地域の人と日頃からあいさつをする。 

このほかにも、自分でできることは自分でやり、 

地域の中で自分ができることをやってみよう！
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地域で育むひとづくり 

まちづくりの指標をみんなでチェックしよう！

地元をにぎわすしごとづくり

安心できるまちづくり

1-1 地域で大切にする子育て環境

1-2  次世代の担い手を育む教育環境 

1-3  生涯通じて取り組む健康づくり 

1-4  個性を活かす障がい者福祉 

1-5 安心して住み続けられる長寿社会

1-6  豊かな自然を活かしたひとづくり 

1-7 郷土愛、つながりを育む文化・スポーツ

2-1  豊かな海と産物を活かした水産業 

2-2  豊かな農地を活かした農業 

2-3 新たな魅力や価値を生みだす商工業

2-4 何度も訪れたくなる観光・交流

2-5  新たなチャレンジを創る起業支援 

2-6  価値ある産業を残す事業承継支援 

2-7 働く環境づくり

3-1  災害に強く安全に暮らせるまちづくり 

3-2  つながりを活かした防犯 

3-3 資源を活かす土地利用

3-4  安心な暮らしを支えるインフラ 

3-5  暮らしを支える地域公共交通 

3-6  多様性を認め、共に支え合うｺﾐｭﾆﾃｨ 

3-7  心と体安らぐ自然・住環境 

行財政マネジメント
4-1  職員の成長とやりがい 
4-2  業務の高度化、効率化
4-3 町民の満足度向上
4-4  持続可能な行財政運営 

福祉 

令和１４年時点で 

維持すべ気出生数７５人 

目標指標（ＫＧＩ） 現状値
令和

３年
令和

４年

令和

５年

令和

６年
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今度は、南知多町を
  みんなで考えてみよう‼

どんな南知多町になったらいいと思う？
どんなことでもいいから書いてみよう！

自分の将来のことも考えて計画してみない！
12年後のあなたと南知多町の姿を書いてみよう！

あなたはどう考える？

あなたはどう考える？
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