
三好市人口ビジョン（改訂版）及び 
第２次三好市まち・ひと・しごと創生総合戦略  

2020年3月 
三 好 市 

（概要）  



●三好市人口ビジョン（令和２年改訂版） 
「三好市人口ビジョン」を策定した2015年以降の人口動向や社人研推計を踏まえ、今後想定される将来人口（趨勢人口）を
推計すると、2040にはで1,3000人台、2060年には7,000人を下回ることが想定されます。 
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 今後の出生状況の改善や転入促進・転出抑制への
取り組みを通じて、2040年において14,000人超、
2060年においても10,000人程度の人口規模を維
持することが展望されます。 

前提条件 

出生 
合計特殊出生率が、社人研が想定する2020年の
1.53を起点に、2030年には人口置換水準の2.07
を達成し、その後は2.07を維持する 

移動 

性別・年齢区分別の純定住率が、若者層（20～39
歳）ではそれぞれ５年毎に1.5％ずつ改善（上昇）、
また、その他の年代についてはそれぞれ５年毎に
0.5％ずつ改善（上昇）する 
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●第2次総合戦略 ＜基本的な考え方＞ 

○第2次三好市総合計画に定める基本施策のなかで、「人口減少の抑制」、「人口減社会に適合した持続可能
なまちづくり」につながる施策を総合戦略に位置付ける。 

１．戦略の位置づけ 

２．戦略の期間 
第2次総合戦略の計画期間は、2020年度から2024年度までの5年間とします。 

３．戦略における目標人口 

三好市人口ビジョン改訂版における人口の将来展望を踏まえ、2040年時点で人口目標として、14,000人超
とします。 

４．戦略の方向性 

（１）国における4つの基本目標、横断的な目標の充実・強化等 
（２）関係人口の創出・拡大 
（３）SDGsの推進 
（４）新しい時代の潮流 
（５）地方創生を担う人材・組織・拠点等の育成・強化 
（６）官民連携 
（７）広域的な取組 
（８）希望をかなえる少子化対策の推進 
（９） 誰もが輝ける地域社会の実現 
（１０） 持続可能で、魅力溢れるまちづくりの推進 

【参考】 
 国の第2期総合戦略における新たな視点 
     （まち・ひと・しごと創生基本方針2019） 
〔基本目標〕  
  ①稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるよう 
  にする 
  ②地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの 
  流れをつくる 
  ③結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
  ④ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的 
  な地域をつくる 
〔横断的目標〕 
  ①多様な人材の活躍を推進する 
  ②新しい時代の流れを力にする 
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●第2次総合戦略 ＜概要＞ 

  １．戦略のコンセプト 

２．ターゲットの整理 

３．戦略目標の設定 

『三好らしい住環境づくり・生活の質の向上』 

＜20・30代の若年層の転出抑制・転入促進＞ 
・結婚や出産を希望する人々が住み続けることにより、地域が活気づき、出生数が増加することも期待されます。 
＜中高年層 の活躍＞ 
・生産年齢人口が減少する中で、中・高齢者などの潜在的な人材の地域での活躍が期待されます。 
＜交流人口・関係人口の拡大＞ 
・交流人口や関係人口が拡大することは、本市の産業活性化、及び集落の維持、そして将来的なUIJターンによる定住人口  
 に向けた裾野の拡大などが期待されます。   

 第2次総合戦略では、国における4つの基本目標を踏まえた、第1次総合戦略での「5つの重点プロジェクト（戦略目標）」
を継続しつつ、基本方針に沿った充実・強化等を図ることとし、次のとおり目標を設定します。 

第1次総合戦略 

戦略目標Ⅰ 
働く場を創る三好 

戦略目標Ⅱ 
ひとを呼びこむ三好 

戦略目標Ⅲ 
結婚・出産・子育ての 
希望を叶える三好 

戦略目標Ⅳ 
安心なくらしを守り、 
地域をつなぐ三好 

戦略目標Ⅴ 
未来に「ツケ」を残さ 
ない三好 

第2次総合戦略 第1次からの主な充実・強化ポイント 

戦略目標Ⅰ 
働く場を創る三好 

交流人口の拡大や観光消費額の増加、さらには産業の担い手となる人
材や団体の確保を図ります。 

戦略目標Ⅱ 
ひとを呼びこむ三好 

関係人口の創出・拡大や、地方「支援（貢献）の流れ」づくり、若年
層の人の流れづくりに注力します。 

戦略目標Ⅲ 
結婚・出産・子育ての 
希望を叶える三好 

出産の希望を叶える環境づくりに加え、若年層の出会いの機会創出を
強化します。 

戦略目標Ⅳ 
安心なくらしを守り、 
地域をつなぐ三好 

本市に対する愛着や誇り（シビックプライド）の醸成を加えるととも
に、人口減少の影響により自治機能が低下するなか、主体的に地域力
の維持・強化に取り組む意欲がある集落を支えるため、集落点検を踏
まえた集落ビジョンの共有、ビジョンの実現に向けた取り組みを支援
します。 

戦略目標Ⅴ 
未来を見据えあゆむ三好 

長期的な視点による財政の健全化に加え、地方創生に資する人材の育
成を図ります。 
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●第2次総合戦略 ＜概要＞ 

  ４．3つの住環境モデルの設定 

５．SDGsの視点 

 第2次総合戦略では、コンセプトに基づき、地域特性に応じたまちづくりを進める観点から、3つ住環境モデルを設定します。 

 持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）は、「誰一人取
り残さない」持続可能で多様性と包括性のある社会の実現を目指して、全ての国が
2030年までの間に達成すべき17の目標からなる開発目標です。 
 第2次総合戦略では、新たにSDGsの視点を取り入れることとし、各施策がSDGsの
様々な目標に結びついていることを示すため、17の目標のアイコンを使って視覚的に
分かりやすく見える化し、全体として全ての目標につながっていることが確認できる
ようにします。 

マチ 
～地方におけるマチナカ暮らし 

モデル～ 

市内のなかで比して都市的な機能を
有し、日常生活における利便性と、ア
クティビティが共存するエリア。他の
都市への交通アクセスの利便性、若者
発の開かれた企画の場として期待でき
る。また、多様なライフスタイルを支
援する仕事環境や、文化インフラの充
実強化を図ることで、若年（単身）世
帯が地方に住みながらも、職住近接に
よるワーク・ライフバランスの充実を
目指すことや、高齢層の生き生きと活
力ある暮らしを実現する。 

サト 
～田舎コミュニティ暮らしモデル～ 

 

ソラ 
～自然との共生・地域自治と寄り添い  

 育む暮らしモデル～ 

豊富な環境資源と生活が共生するなか
で、子育て世代などが自然の中でのび
のびと子育てをし、地域社会と一体と
なっての暮らしが期待できるエリア。 
欧米豪・アジアからのインバウンドに
よる多様な文化との接点を活かし、教
育体制（自然教育、人間教育等）、子
育てインフラの充実も見込まれる。   
 
 
 
 

マチ 
～地方におけるマチナカ暮らしモデル～ 

【重点施策パッケージ】 
◇雇用の場の創出 
◇移住定住の促進（産業の担い手） 
◇都市機能の維持・魅力向上 
◇地域ブランドづくり（吉野川アウトド
アスポーツ）        ―など 

サト 
～田舎コミュニティ暮らしモデル～ 

【重点施策パッケージ】 
◇安心して暮らせる元気な地域づくり 
◇集落点検 
◇特色ある教育 
◇地域ブランドづくり（吉野川アウトドア
スポーツ、世界農業遺産） ―など 

ソラ 
～自然との共生・地域自治と寄り添い育

む暮らしモデル～ 
【重点施策パッケージ】 

◇集落点検 
◇移住定住の促進（自治の担い手） 
◇特色ある教育 
◇地域ブランドづくり（世界農業遺産）            
―など 

※ ※ 

人口減少・高齢化の著しい山間集落。
厳しい自然と対峙しながらも、地域で
の暮らしの経験則に基づく生活が展開
されるエリア。高齢単身世帯の終身居
住や⿃獣害対策などといった集落の課
題を、転出した子どもなど外部主体と
の連携・支援により安定化させ、ネッ
トワークの構築を図るとともに、地域
の自治力を育みながらの暮らしを実現
する。 
 
 

マチ 

◇共通事項：結婚・子育て支援 ―など ◇共通事項：結婚・子育て支援 ―など ◇共通事項：結婚・子育て支援 ―など 

※地域をつなぐシステムづくり 

◇関係人口創出・拡大 ◇地方への資金の流れ強化（寄付等） ◇ SDGs  ◇ Society5.0の実現に向けた技術 
◇地方創生の基盤を成す人材の掘り起しや育成、活躍 ◇民間との協働 ◇誰もが活躍できる地域社会 ―など 

第2次の取組における 
新たな視点・取組 
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●第2次総合戦略 ＜施策の基本的方向と施策事項＞ 

戦略目標Ⅰ 働く場を創る三好 

 近年、有効求人倍率が高水準で推移するなど雇用情勢が改善するなか、生産年齢人口の減少等により、本市においても
労働力不足の解消が喫緊の課題となっています。 
 若者が魅力を感じる多様な雇用の場の創出や、地域の資源や特性を生かした産業の活性化を図るとともに、市内事業所
の人材確保の取り組みを支援します。 

数値目標 就職者数※（5年間）：150人以上 

施策の基本的方向 施策事項 KPI 関連するSDGs 

地場企業の強化 〇新卒者等の就職促進 
〇インバウンドの推進 
〇特産品開発・ブランド化支援 
〇地域おこし協力隊等の活用 等 

市内既存企業への就職者数：100人/5
年 
1人当たりの観光消費額：1.1倍/5年 
特産品開発件数：5件/5年 

起業・創業支援 〇起業・創業支援 
〇企業誘致（奨励措置） 
〇空き店舗等活用支援 等 

起業・創業件数：5件/5年 

企業誘致の促進 〇企業に対する支援（奨励措置） 
〇サテライトオフィス誘致活動 
〇空き店舗等活用支援 等 

新たな誘致企業（サテライトオフィス
企業含む）での就業者数：20人/5年 

雇用を創出する観光
（アウトドアツーリ
ズム）の推進 

〇インバウンドの推進 
〇アウトドアスポーツのまちづく
りの推進 
〇ジオパークの推進 等 

1人当たりの観光消費額：1.1倍/5年
【再掲】 
観光（アウトドアツーリズム）関係で
雇用を創出する事業推進法人数：2法
人/5年  

遊休資産の活用（雇
用創出） 
 

〇遊休資産活用の推進 等 新規の雇用を創出する休廃校舎等の活
用件数：5件  /5年    

働きやすい環境づく
り 

〇ワーク・ライフバランスの推進 
等 

ワーク・ライフバランスの促進を目的
としたセミナーへの新規参加企業数：
25社/5年 

5 
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●第2次総合戦略 ＜施策の基本的方向と施策事項＞ 

施策の基本的方向 施策事項 KPI 関連するSDGs 

長期・継続的な移住
支援 

〇お試し支援 
〇UIJターン支援 
〇空家等の利活用の推進 
〇関係人口の創出・拡大 
〇全世代型生涯活躍のまちづくりの推進 等 

お試し住宅の利用件数：150件/5年 
空き家物件の所有者・利用者間のマッ
チング件数：50件 /5年 

人の流れを創出する
観光の推進 

〇インバウンドの推進 
〇アウトドアスポーツのまちづくりの推進 
〇ジオパークの推進 
〇にし阿波DMOの推進 
〇徳島県剣山世界農業遺産の推進 
〇三好まるごと観光の推進 
〇交流人口の拡大に向けたプロモーション 
〇プロモーションを担う人材の確保 等 

観光による延べ宿泊者数： 
900,000人以上/5年 
観光を主体としたデジタルメディアに
おける総インプレッション※数： 
3,750,000imp/5年   
※ウェブページに表示される公告の掲載回数
または露出回数 

 
 

多様な人々が活躍で
きるまちづくりの推
進 

〇関係人口の創出・拡大 
〇全世代型生涯活躍のまちづくりの推進 
〇廃校活用の推進 
〇空家等の利活用の推進 
〇ふるさと納税の推進 等 

市に住所を有しないものの、多様な形
で地域貢献する人材数：150人/5年  

関係人口の創出・拡
大に向けたアプロー
チ 

〇関係人口創出・拡大 
〇観光プロモーション 等 

SNSを通じたコミュニケーション人
数：3,000人/5年 
観光を主体としたデジタルメディアに
おける総インプレッション数：
3,750,000imp/5年【再掲】 

戦略目標Ⅱ ひとを呼びこむ三好 

 労働力不足の解消や地域課題の解決に資する自治の担い手として期待され、定住志向のある移住希望者の受け 
入れ体制の整備や、移住支援の充実強化に取り組みます。 
 また、多様な形態で本市へ貢献する人材の発掘・関係づくりを推進し、新たな担い手の確保につなげます。 

数値目標 
25歳以上40歳未満の社会減の抑制 （2024年時点）：50％減 
UIJターン者数（5年間）：1,000人以上    
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●第2次総合戦略 ＜施策の基本的方向と施策事項＞ 

施策の基本的方向 施策事項 KPI 関連するSDGs 

地域で育む出会いの
機会創出 

〇地域婚活支援  等   結婚支援を通じた成婚数：5組/5年  
結婚支援応援企業・団体登録数：25
団体/5年   

出産・子育て支援 〇出産支援 
〇子育て支援 
〇広報活動の推進 
〇ワーク・ライフバランスの推進  
 等 

子どもを産み育てやすいまちと思う
人の割合（2023年時点）：70％以上 
ワーク・ライフバランスの促進を目
的としたセミナーへの新規参加企業
数：25社/5年【再掲】 
 

次代を担う子どもた
ちを育む支援 

〇海外短期留学の推進 
〇国際姉妹都市交流の推進 
〇語学検定助成 等 

海外短期留学支援制度による留学者
数：15人 /5年 
国際姉妹都市交流事業の参加者数：
50人 /5年   

地域への愛着につな
がる教育の推進 

〇ふるさと（ジオパーク等）教育 
 の推進 
〇全世代型生涯活躍のまちづくり 
 の推進 等  

将来三好市に住みたいと思う高校生
の割合：50％ 以上  

戦略目標Ⅲ 結婚・出産・子育ての希望を叶える三好 

 本市の出生数は、若年人口の減少を主な要因として減少傾向にあります。本市が将来にわたって発展していくうえ
で、出生数の減少は大きな課題です。 
 こうしたことから、若い世代が定住し、安心して、子どもを産み育てられるよう、雇用の場の創出はもとより、結
婚から子育てへの一連の支援と教育環境の充実を図ります。 

数値目標 
婚姻組数（5年間）：300組 
合計特殊出生率（2024年度時点）：1.80 
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●第2次総合戦略 ＜施策の基本的方向と施策事項＞ 

戦略目標Ⅳ 安心なくらしを守り、地域をつなぐ三好 

 地域住民等による地域を支える主体的な活動を支援するとともに、まちの魅力を高め、全世代が活き活きと活躍で
き、安全、安心に暮らせるまちづくりを進めます。 

数値目標 市民の住環境に対する満足度（2023年度時点）：80％以上 
施策の基本的方向 施策事項 KPI 関連するSDGs 

プロモーションの推
進（シビックプライ
ドの醸成） 

〇シティプロモーション活動の推進 等  将来三好市に住みたいと思う高校生の
割合：50％ 以上    

暮らしの安全や魅力
ある地域づくり 

〇集落の現状把握 
〇包括的な集落支援 
〇有害⿃獣対策 
〇健康づくり支援 
〇高齢者の社会的な孤立に対する対策 
〇まちづくり奨励 
〇関係人口創出・拡大 等 

定期的な集まり、集落点検を実施した
数：5件/5年 
集落支援・まちづくりメニューの活用
件数：1,300件 /5年   
  

健幸づくり支援 〇健幸づくり条例に基づく支援 等 特定健診受診率：50％以上   

地域交通ネットワー
クの形成 

〇地域交通システムの維持・充実 等 バス路線維持本数：400本以上 

多様な人々が活躍で
きるまちづくりの推
進【再掲】 

〇関係人口の創出・拡大 
〇全世代型生涯活躍のまちづくりの推進 
〇廃校活用の推進 
〇空家等の利活用の推進 等 

市に住所を有しないものの、多様な形
で地域貢献する人材数：150人/5
年 【再掲】   
 

関係人口の創出・拡
大に向けたアプロー
チ【再掲】 

〇関係人口創出・拡大 
〇観光プロモーション 等 

SNSを通じたコミュニケーション人
数：3,000人/5年【再掲】 
観光を主体としたデジタルメディアに
おける総インプレッション数：
3,750,000imp/5年【再掲】 
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●第2次総合戦略 ＜施策の基本的方向と施策事項＞ 

戦略目標Ⅴ 未来を見据えあゆむ三好 

 本市では、これまで、事務の効率化の取り組み、そして、地方交付税の維持等により、健全な財政運営に努めていま
すが、今後の地方交付税の減少に確実に対応するため、一層の効率的な行財政運営に注力していかなければなりません。
長所の強化・充実とともに、現状の行政運営を継続性の観点からも、人口減少社会に適合した財政構造にしていく必要
があります。 
 一方、今後の人口減少を見据え、官民の枠組みを超えて、三好市を支える人材のあり方についても推進していきます。 

数値目標 
経常収支比率※：90％以内 
地域課題に取り組む官民の人材数（5年間）：100人 

施策の基本的方向 施策事項 KPI 関連するSDGs 

公共施設の適正化等
の推進 

〇公共施設マネージメント 等  公共建築物における床面積の縮減率：
9.5％/5年  

官民人材の育成プ
ラットフォームの形
成 

〇多様な地域課題に対応する官民 
 連携の推進 等 

地域課題に対応する官民連携による試
行的な取組：5件/5年 

地域に関われる職員
づくり 

〇集落の現状把握 等 集落点検に参画する職員数：25人/5
年 

※財政構造の弾力性を測定する比率として使われている指標であり、この比率が低いほど新たな行政需要に弾力的に対応でき、財政構造に弾力性が 
   あることとなる。 
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