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　平成２０年に始まったわが国の人口減少は今後、加速度的に進むことが予想され、わ

が国の喫緊の課題となっています。人口減少及び少子高齢化の進展は、国民所得の減少、

地域活力の低下、社会保障費の増加、そして地方財政の縮小など、社会経済や国民生活

にとって大きな影響を及ぼすこととなります。

　こうした状況に対して国は、活力ある日本社会の維持のために人口減少への対応を

待ったなしの課題ととらえ、①東京一極集中の是正、②若い世代の就労・結婚・子育ての

希望の実現、③地域の特性に即した地域課題の解決、という３つの基本的視点のもと、

平成２６年に「まち・ひと・しごと創生法」を制定しました。

　この中で、人口減少の状況は、地域によって状況や原因が異なり、地域特性に応じた

処方せんが必要との考え方から、すべての都道府県及び市町村において、平成２７年度

中に、人口の将来展望を示す「地方人口ビジョン」及び地域の特色や地域資源を活かし、

地域の活性化と人口減少対策を示す「地方版総合戦略」の策定に努めることとされてい

ます。

　また、国民の希望を実現し、人口減少に歯止めをかけ、平成７２年に 1億人程度の人

口確保を目指す「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と、人口減少の克服及び地方

創生をあわせて行うことにより、将来にわたって活力ある日本社会を維持するために平

成２７年から５年間の施策をまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定

されました。この国の戦略では、地方の自立につながるよう、国から地方公共団体への

多様な支援と「切れ目」のない施策の展開が示されています。

　本市においては、桂川・洛西口新市街地に大型商業施設や企業が進出するとともに、

住宅の立地が進み、今後数年間は人口増加が予想され、他のまちと異なった状況となっ

ておりますが、長期的には、人口減少の傾向となることが予想される中、国や京都府と

連携しながら、地域活性化を総合的かつ効果的に推進していくための政策を定めた「向

日市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定するものです。

　平成 28 年 3 月

は じ め に

1

向日市長



基本理念1

2

　本市は、京都・大阪の大都市圏の間に位置し、名神高速道路や国道１７１号が南北に縦
断し、コンパクトな市域に、鉄道駅が多数ある交通利便性の高いまちです。
　本市における「地方版総合戦略」である「向日市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「戦
略」という。）」の策定にあたっては、この特性を活かし、住む人にも、訪れる人にも魅力
を感じられるまちづくりを進め、その魅力を市内外に発信し、まちの価値を高めることに
より、誰もが安心して暮らせるまちを目指すものとします。
　また、国や京都府の総合戦略と整合を図りつつ、向日市のまちづくりを効果的に進めて
いくため、国の総合戦略が目標とする「人口減少対策」「地域経済縮小対策」に関わる施
策について、国が示す「①安定した雇用を創出する、②地方への新しいひとの流れをつくる、
③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる、④時代に合った地域をつくり、安心
なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する」という４つの政策パッケージを考慮し
た計画としてとりまとめます。
　なお、戦略の策定及び実施においては、広く市民の希望を把握するため実施した、市民
アンケートの結果等を十分に踏まえ、将来にわたり、活力と魅力あるふるさと向日市を創
り上げていくこととします。

基本的な考え方2

　向日市における地域活性化を総合的かつ効果的に推進していくための施策の展開を目指
し、国の定める４つの政策パッケージに沿って、次の４つの基本目標を掲げ、具体的な施
策の展開を図ります。

（１）基本目標

基本目標４ 時代の要請に合った、安心・安全な暮らしを創る
基本目標3 安心して結婚・出産・子育てできる仕組みを創る
基本目標2 向日市の魅力を高め、人の流れを創る
基本目標1 地域特性を活かして「しごとの場」を創る
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　戦略の実行にあたっては、外部有識者（市民、産業界、行政機関、大学、金融機関、労働団体、
言論界）による「向日市ふるさと創生計画委員会」を発展的に継続し、戦略の進捗状況の
管理・把握と効果の検証を行います。進捗状況の管理・把握にあたっては、設定した KPI
を基本に、PDCAサイクルによって、戦略の柔軟な見直しを図ります。

　平成２７年度を初年度に、平成３１年度までの５年間を計画期間とします。

計画期間3

（２）戦略の推進とＰＤＣＡサイクルによる運用



基本目標と施策の展開4

4

（１）商工業の活性化

（２）農業の活性化

４つの基本目標に沿って以下の施策を展開します。

基本目標１ 地域特性を活かして「しごとの場」を創る

（１）観光振興の推進

（２）まちの魅力の戦略的発信

基本目標2 向日市の魅力を高め、人の流れを創る

（１）安心して産み育てる体制づくり

（２）子育てを支援する保育環境づくり

基本目標3 安心して結婚・出産・子育てできる仕組みを創る

（１）交通ネットワークの整備

（２）地域消防・救急力の強化

（３）ごみ減量化の推進

（４）生活習慣病予防による健康生活への支援

（５）地域包括ケアシステムの推進

（６）認知症施策の推進

（７）安心して暮らし続けられる共生社会の実現

（８）福祉のまちづくりの推進

基本目標4 時代の要請に合った、安心・安全な暮らしを創る



基本目標ごとの具体的施策5
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　桂川・洛西口新市街地に大型商業施設や企業の進出が進み、本市を取り巻く状況が大き
く変わろうとする中、歴史・文化資源が豊富でコンパクトな本市の特性を活かし、商業・
工業・農業の連携を図りながら、地域産業の活性化に取り組みます。

　歴史を活かしたまちづくりの施策と連携しながら、商工業者の育成や誘致を支援する取
組を推進し、市内商工業の振興、活性化を図ります。

数値目標

基本的方向

具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）

ＫＰＩ

（１）商工業の活性化

基本目標１ 地域特性を活かして「しごとの場」を創る

市内の創業件数 ５年間で２０件
目標項目 目標数値

経営指導数 Ｈ２６：９００件
⇒　Ｈ２６実績比１０％増

項目 目標

●事業所の要望・相談等及び進出する事業所に対応する窓口体制の整備
●大型商業施設との差別化を図った魅力的な店づくりへの支援
●金融支援方策の充実の検討

具体的な
事業
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　新鮮で安心・安全な農産物を提供するために地産地消を推進するとともに、新たなブラ
ンド農産品の開発の支援や農業資源を活用した農商工の連携により、やりがいのある農業
経営を支援します。

（２）農業の活性化

ＫＰＩ

愛菜楽市出品農家数 Ｈ２７ ： ２０件　⇒　Ｈ３１ ： ３０件

特産品開発件数 Ｈ２６ ：   －　   ⇒　Ｈ３１ ：   ３件

常設販売所の設置 Ｈ２６ ：   －　   ⇒　Ｈ３１ ： １か所

項目 目標

●地産地消の拡大
●耕作放棄地の防止施策や放置竹林対策の実施
●特産品の育成・開発への支援
●農商工の連携による市内産業の活性化

具体的な
事業
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　将来の人口定着には、まず本市を知ってもらうことが大切なことから、訪れたくなる魅
力を高め、来訪者の受入体制の充実を図るとともに、その魅力をより効果的に伝える戦略
的な情報発信を強化します。

　本市が誇るべき歴史・文化資源を活かし、地域経済の活性化を図り、また、国内外から
積極的に観光客を誘致するため、ハード・ソフト両面での総合的、多角的な観光施策を推
進します。

数値目標

基本的方向

具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）

ＫＰＩ

（１）観光振興の推進

基本目標2 向日市の魅力を高め、人の流れを創る

観光入込客数

目標項目 目標数値

観光振興プランの策定 Ｈ２８ ： 策定

特産品開発件数 Ｈ２６ ：　－　⇒　Ｈ３１ ： ３件

項目 目標

●観光振興プランの策定
●土産品等特産品の開発及び飲食店、特産品販売所の開設支援
●ホテル等の複合型宿泊施設の誘致

具体的な
事業

Ｈ２６ ： ２６０，０００人
　　　⇒　Ｈ３１ ： ３９０，０００人

観光消費額 Ｈ２６ ： ８７，０００千円
　　　⇒　Ｈ３１ ： ２００，０００千円
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　ふるさと向日市に対する理解と愛着を深められるよう、歴史の事実とまちの魅力を市内
外に戦略的に発信します。

ＫＰＩ

（２）まちの魅力の戦略的発信

項目 目標

●向日市検定の実施具体的な
事業

向日市検定受検者数 Ｈ２６ ：　－　
　⇒　Ｈ３１ ： 延べ５，０００人（５年間で）
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　子育て世代が、このまちに住みたいと思える保育環境や社会活動・就労で活躍できる仕
組みを充実させていきます。

○安心して子どもを産み、健やかに育てることができるよう、妊娠期から継続的に支援で
きる環境を整備します。また、育児支援や親子の交流促進を図るなど地域ぐるみで子育
てを応援します。
○すべての子どもの成長・発達に応じた専門的な支援をするため、母子保健対策を充実し
ます。

＊子育てコンシェルジュ…「コンシェルジュ」とは、フランス語で「管理人」「鍵を管理する人」を意味しますが、
最近では、あらゆる職種において、質の高い究極のサービスを提供するという意味の代名詞として広がり
をみせています。
　「子育てコンシェルジュ」とは、妊婦や転入された乳幼児の保護者の面接等を通じ、把握したニーズに
応じて情報提供を行い、必要な方には継続的にきめ細やかな支援を行うことを目的とする事業です。

数値目標

基本的方向

具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）

ＫＰＩ

（１）安心して産み育てる体制づくり

基本目標3 安心して結婚・出産・子育てできる仕組みを創る

年間出生数 Ｈ２６ ： ４１１人　⇒　Ｈ３１ ： ５００人

目標項目 目標数値

子育てコンシェルジュ＊による
妊婦の面接

Ｈ２６：　－　⇒　Ｈ２８：１００％

項目 目標



10

　子育て支援のための施設の整備を図るとともに、時間延長等多様な保育サービスの充実
に努めます。

ＫＰＩ

（２）子育てを支援する保育環境づくり

項目 目標

●年間を通じた待機児童の解消
●時間延長等保育サービスの充実

具体的な
事業

年間を通じた待機児童数 Ｈ２６ ： １３人　⇒　Ｈ３１ ： ０人

保育所定員 Ｈ２６ ： １，０５０人
　　　　　⇒　Ｈ２８ ： １，１９９人

●妊娠から子育てまでの切れ目ない支援体制の充実
●配慮を必要とする子どもたちの成長・発達の支援

具体的な
事業
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　本市はコンパクトな市域の中に多数の鉄道駅があり、広域的な交通利便性が高いまちで
す。こうした特色を活かし、少子高齢化社会においても地域の支え合いを基本として、だ
れもが安心・安全・健康な暮らしができる環境をつくります。

　交通弱者の日常生活の交通手段を確保するため、市の地勢や地形にふさわしい身近な公共
交通の導入を図ります。

数値目標

基本的方向

具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）

ＫＰＩ

（１）交通ネットワークの整備

基本目標4 時代の要請に合った、安心・安全な暮らしを創る

市民の定住意向の割合 Ｈ２７ ： ７３．８％　⇒　Ｈ３１ ： ８０％以上

目標項目 目標数値

コミュニティバスの導入
Ｈ３０年を目途にできるだけ
早い時期に運行

項目 目標

●新たな地域公共交通手段としてのコミュニティバスの導入具体的な
事業
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　市民一人一人の救急救命に関する知識を深めるとともに、技術の向上に努めることで、
複雑・多様化する災害への対応能力の向上を図ります。

ＫＰＩ

（２）地域消防・救急力の強化

項目 目標

●消防団員の確保と消防団活性化の推進
●市民の救急対応の向上推進

具体的な
事業

消防団員数 １５０人体制の維持

救急救命講習の受講者数 Ｈ２６ ： ３９８人　⇒　Ｈ３１ ： ４５０人

　ごみの減量化や資源再利用の取組を強化し、持続可能な循環型社会を目指します。

ＫＰＩ

（３）ごみ減量化の推進

項目 目標

●公共施設等における資源ごみの終日回収の実施
●小型家電の回収推進
●家庭ごみの発生抑制及び事業系ごみの排出抑制

具体的な
事業

市民一人一日当たりごみ排出量 Ｈ２６ ： ５６０ｇ／日・人
　　　　⇒　Ｈ３１ ： ５４０ｇ／日・人
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　市民が主体的に健（検）診を受け、生活習慣の改善などの健康づくりに取り組めるよう支援し
ます。

ＫＰＩ

（４）生活習慣病予防による健康生活への支援

特定健診受診率 Ｈ２６ ： ４３．９％　⇒　Ｈ３１ ： ５０％

特定保健指導の実施率 Ｈ２６ ： ２６．９％　⇒　Ｈ３１ ： ３５％

乳がん検診受診率 Ｈ２６ ： ２２．４％　⇒　Ｈ３１ ： ２５％

項目 目標

●特定健診等の受診率向上と生活習慣病の重症化予防
●がん検診体制の充実

具体的な
事業

　地域全体で高齢者を支える地域包括ケアシステムの機能強化を図ります。

ＫＰＩ

（５）地域包括ケアシステムの推進

地域包括支援センターによる
訪問回数 Ｈ２６ ： ３，３１９件　⇒　Ｈ３１ ： ４，８７０件

各種健康・介護予防事業
参加者数 Ｈ２６ ： １２，０４３人　⇒　Ｈ３１ ： １２，４００人

地区別地域ケア会議の開催 Ｈ２６ ： ３０回　⇒　Ｈ３１ ： ４５回

項目 目標

●地域包括支援センターの機能強化
●介護予防施策の充実

具体的な
事業
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ＫＰＩ

認知症チェックサイトへの
アクセス件数 Ｈ２７ ： ９，７００件　⇒　Ｈ３１ ： １２，０００件

徘徊ＳＯＳネットワーク＊
協力事業所数 Ｈ２６ ： １６６箇所　⇒　Ｈ３１ ： ２２０箇所

項目 目標

ＫＰＩ

手話通訳者の配置 Ｈ２７ ： ２人　⇒　Ｈ３１ ： ３人

計画相談支援　作成率 Ｈ２６ ： ９１．２％　⇒　Ｈ３１ ： １００％

就労移行支援事業の利用者数 Ｈ２６ ： ７人　⇒　Ｈ３１ ： １１人

項目 目標

　認知症に対する市民の理解を深めるとともに、認知症高齢者を早期発見して支援につな
げます。

（６）認知症施策の推進

●認知症高齢者を支える体制づくりと早期発見の取組の推進具体的な
事業

　障がいの有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができ
る施策の充実に努めます。

（７）安心して暮らし続けられる共生社会の実現

＊徘徊SOSネットワーク…認知症高齢者等が徘徊等により行方不明になられた場合に、地域ぐるみで速やか
に発見し、安全に保護するために構築しているシステムです。
　具体的には、SOSネットワークに事前登録された方が行方不明になられた時に、協力機関として登録され
た市内の医療機関、介護サービス事業所、薬局、商店、新聞販売所等へ情報を提供し、早期発見・早期保
護に繋げることを目的としています。
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　市民一人一人がご近所や地域で助け合い、支え合えるまちづくりを進めます。

ＫＰＩ

（８）福祉のまちづくりの推進

地域の見守りネットワーク
事業協定事業者数 Ｈ２６ ： １事業者　⇒　Ｈ３１ ： ６事業者

項目 目標

●地域ぐるみで見守り、支え合う環境づくりの推進具体的な
事業

●相談支援体制の強化
●地域での生活を支援する福祉サービスの充実

具体的な
事業
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資 料 編
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策定体制

策定経過

市長
市議会

アンケート

パブリック
コメント

向日市ふるさと
創生計画委員会指示

提案

事務局（企画調整課）

副市長
各部長等

総合調整
連絡チーム

情報
提供

意見

意見

説明等

意見

説明等

第1回向日市ふるさと創生計画委員会

市民アンケート実施

第2回向日市ふるさと創生計画委員会

議員全員協議会

第3回向日市ふるさと創生計画委員会

議員全員協議会

パブリックコメント

議員全員協議会

平成２７年

平成２８年

８月

９月

１０月

１１月

１月

１月

２月

３月
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向日市ふるさと創生計画委員会

氏名 団体・役職等

委員長

副委員長

委員

神戸国際大学経済学部　教授

向日市観光協会　会長

向日市商工会　会長

京都府山城広域振興局　副局長

京都銀行　向日町支店長

連合京都乙訓地域協議会　議長
（三菱電機労働組合京都支部　執行委員長）

京都リビング新聞社　編集長

市民公募

市民公募

中村　智彦

大塚　正洋

髙橋　信吾

藤澤　正典

東　　義明

山舗　恵子

森田　正樹

池田　和子

松井　恒夫

（順不同・敬称略）
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向日市ふるさと創生計画委員会設置要綱

　（設置）
第１条　歴史を活かしたふるさと「向日市」の創生を図る「向日市ふるさと創生計画（向
　日市総合戦略）」（以下「創生計画」という。）の策定及び推進にあたり、専門的な見地及
　び市民の立場から幅広く意見を求めるため、向日市ふるさと創生計画委員会（以下「委
　員会」という。）を設置する。

　（所掌事項） 
第２条　委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
（１）創生計画の策定に関すること。
（２）創生計画の推進に関すること。
（３）その他必要な事項

　（組織）
第３条　委員会は、委員10人以内で組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
（１）学識経験を有する者
（２）市の区域内に住所を有する者で、市の募集に応じた者
（３）その他市長が必要と認める者

　（任期）
第４条　委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、
　補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
２　委員は、再任されることができる。

　（委員長及び副委員長）
第５条　委員会に委員長及び副委員長１人を置く。
２　委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
３　委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
４　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
５　委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

　（会議）
第６条　委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

　（意見の聴取）
第７条　委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させ、
　説明又は意見を聴くことができる。

　（庶務）
第８条　委員会の庶務は、企画調整課において処理する。

　（その他）
第９条　この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定
　める。
　　　附　則
　この要綱は、平成27年８月 20日から施行する。
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