尾花沢市総合戦略 （平成 27(2015)年度〜平成 31(2019)年度の５か年）

第６次尾花沢市
総合振興計画

尾花沢市人口ビジョン （平成 52(2040)年を視野）

将来像

国立社会保障・人口問題研究所や日本創成会議による人口推計を

基本目標
少子化対策

具体的な施策
１-１ 婚活支援の充実
１-２ 妊娠・出産・子育ての切れ目のない支
援

踏まえるとともに、まちづくりに関する市民ニーズを反映した施

１-３ 家族・地域で支え合う子育て支援の充
実

策の総合的な展開を勘案

夢かがやき 絆でむすぶ

将来の目標人口
平成 52(2040)年の総人口 概ね 11,800 人
＜将来の目標人口設定の基本的な考え方＞
第６次尾花沢市総合振興計画で掲げている平成 32（2020）年の総人口
17,000 人（目標値）を踏まえつつ、
 合計特殊出生率は、国の長期ビジョンを勘案して平成 42（2030）
年までに 1.80 人程度、平成 52（2040）年までに 2.07 人程度ま
で上昇すると仮定。
 人口移動（純移動率）は、平成 52（2040）年までに均衡（転入・
転出が同数となり、移動が±ゼロとなる）の状態となると仮定。但し、
純移動率の実績がプラスの年齢については、現状の値を今後も維持
すると仮定。

数値目標（H31 年度）
婚姻数 66 組（過去５年間平均）→ 75 組
合計特殊出生率 1.61 人（H25 年）→ 1.71 人

雇用・産業振興対策

地域の資源を活かした
産業振興によるしごとづくり
数値目標（H31 年度）
農業産出額 99.6 億円（H26 年度）→ 115 億円
新規雇用創出数 62 人（H25〜26 年度）
→ 150 人（５か年累計）
交流人口 162 万人（H26 年度）→ 200 万人

１-４ 子育てに係る経済的・精神的支援の充
実と特色ある教育の推進

重要業績評価指標 （KPI）
 婚活支援による婚姻数：８組（５か年累計）
 尾花沢市で子育てすることに満足している
人の割合（満足度）
：80％
 休日預かりの年間利用者数：30 人

１-５ 仕事と家庭の両立支援

 就学前児童を持つ世帯でこれまで育児休業
を取得した人の割合
（母親）
：７0％（父親）
：3％

２-１ 農産物の生産性・品質向上、ブランド
化、６次産業化の促進、ＰＲ活動の推
進

 ６次産業化を支援する補助の申請件数：法
人２件、個人・団体 10 件
 尾花沢牛取扱い指定店数：32 件

２-２ 担い手及び新規就農者・農業後継者の
育成・確保

 新規就農者数：15 人

２-３ 商店街の活性化と商業サービスの向上
支援

 魅力ある店舗づくり実施事業所数：30 件
（５か年累計）

２-４ 優良企業の積極的な誘致と既存企業の
振興や起業への支援

 企業誘致数：２社（５か年累計）
 新規受注マッチング件数：15 社（５か年累計）
 事業拡張企業数：５社（５か年累計）

２-５ 観光推進体制の充実

 交流人口【再掲】
：200 万人

２-６ 観光・交流資源の充実

 おくのほそ道尾花沢そば街道入込数：10％
増

２-7 雇用機会の確保と雇用の促進

 無料職業紹介所の就職決定者数：150 人
（５か年累計）

３-１ 住宅施策の充実

 新築や建替え件数（確認申請、工事届件数）
：
20 件
 住宅リフォーム件数：150 件

３-２ 空き家対策の推進

 空き家バンク等を利用して移住した件数：
10 件（５か年累計）

３-３ 市営住宅の整備・管理

 解体した空き地を活用しての安価な宅地供
給可能区画数：3 区画（５か年累計）

３-４ UJI ターンの促進

 尾花沢市への転入者数：280 人

３-５ 若者のふるさと回帰・定着促進

 新規学卒者の地元企業就職者数：175 人
（５か年累計）
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社人研推計：国立社会保障・人口問題研究所による推計値（H52(2040)年の総人口

10,826 人）

転入数・転出者・出生数・死亡数：市統計資料（各年１月〜12 月）

年齢３区分別人口の推移（尾花沢市）
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定住・移住対策

尾花沢に住んでみたい・
住み続けたいまちづくり
数値目標（H31 年度）
社会動態増減数 △297 人（H26 年）→ △250 人
（市外からの転入数 −市外への転出数）

３-６ 市街地整備（コンパクトなまちづくり）  LED 街路灯整備率：80％
元気な地域づくり

絆を大切に安心と活力ある
元気な地域づくり
数値目標（H31 年度）
住民主体の地域づくりを推進している地域数
4 地域（H26 年度）→ 15 地域
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尾花沢市の目標人口

克雪対策

冬期間だれもが安心安全に
暮らす快適な生活環境づくり
数値目標（H31 年度）
５年前より雪の心配なく暮らすことができるようになったと
思う人の割合 → 10％増

４-１ 地域を牽引する人材育成と地域コミュ
ニティ再生支援策の推進

 住民主体の地域づくりを推進している地域
数【再掲】
：15 地域

４-２ 地域で支え合うまちづくりの推進

 防災訓練実施組織数：15 件

４-３ 高齢者の生きがいづくりと社会参加の
促進

 単位老人クラブ数：39 クラブ
 ふれあいいきいきサロン｢なかよしお茶の
み会｣実施回数：35 地区

４-４ 地域ぐるみの健康づくり活動支援

 特定健診の受診率：60％

４-５ 交流活動の充実

 ｢首都圏尾花沢会｣｢みやぎ尾花沢会｣の参加
人数：300 人

５-１ 冬期間の道路交通網の確保

 市道流雪溝整備率：70％

５-２ 除雪対策の推進

 地域一斉除排雪事業実施件数：10 地区
 克雪住宅の整備申請件数：50 件（５か年累計）

５-３ 高齢者世帯等の雪対策

 除雪ボランティアの登録数：90 人

５-４ 利雪対策・親雪活動の推進

 尾花沢雪まつり等親雪イベント参加者数：
32,000 人

