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「生まれてよかった、住んでよかった。

　　　また来たい、住んでみたい、住み続けたい。」

　　　　　　　　　　　　　　　と実感できるまちを目指します。



日 南 市

日南市総合計画
緑と黒潮が育む　　　　　

　　　産業・文化・交流都市



市章・市旗
　昭和25年に制定された、市民にもなじみが深い旧日南市
のデザインを継承しました。
　日南市の「日」の字をデザインしたもので、４つの突起
は、東西南北、四方に限りない本市の発展を表しており、
丸みを帯びたデザインは、市民の融合と南国のイメージで
ある「輝く太陽」を意味しています。

市の花「ツワブキの花」
　ツワブキの花は、キク科に属し、西日本から朝
鮮半島南部、中国東南部に自生しています。
　名前の由来は、「艶」のあるフキの葉「つやぶ
き」が変化して「つわぶき」となったと言われてい
ます。
　花言葉は、「よみがえる愛」、「困難に傷つかな
い」です。

市の木「飫肥杉（オビスギ）」
　飫肥杉（オビスギ）は、ヒノキ目スギ科に分類さ
れる常緑高木で、高温多雨な当地方の気候に調
和し、成長が早く、樹脂分を多く含み、水切れが
良く、衝撃に強い特性があります。
　飫肥藩の家臣たちが、藩財政の窮乏を救うた
めに、１６２３年頃から山野にスギを植林したの
が、飫肥林業の始まりと言われています。

市の鳥「メジロ」
　メジロは、スズメ目メジロ科の鳥です。目の回り
の白い輪が特徴で、名前の由来となっています。
　早春の時期に里山や市街地でも飛び回り、緑
がかった背と目の周りの白い輪、チィーチィーと
鳴く「さえずり」は、昔から親しまれ、私たちの心を
和ませてくれる馴染み深い鳥です。

市の魚「カツオ」
　カツオは、スズキ目サバ科に属する回遊魚です。英語
でツナ（ｔｕｎａ）と呼ぶように、マグロと近縁の魚です。
　山口素堂の有名な俳句に「目には青葉、山ほととぎ
す、初鰹」とあるように、カツオは昔から日本人に親しま
れてきた魚です。
　日南市は全国一の近海カツオ一本釣りの水揚げ
量・漁獲高を誇る市（平成20年度現在）となっています。

日南市の市章・市旗及び市の花・木・鳥・魚
　市章・市旗及び市の花・木・鳥・魚は、平成21年10月30日に制定されました。
　なお、市の花・木・鳥・魚の制定にあたっては、公募を行い、応募数の最も多
かったものが制定されました。



平成21年３月30日、日南市・北郷町・南郷町の３市町が合併し、新しい日南市が誕生
いたしました。
我が国は、急速な少子高齢化など人口減少時代に突入し、国際化や高度情報化、環境
問題の深刻化など、大きな変化の時代を迎えています。
また、権限移譲など地域主権が推し進められる中で、自己決定力の強化や自主性・自
立性をさらに高めるなど、市民の声を的確に反映できる行政経営が必要になってきま
した。
このため、日南市では、今後、市民の皆様と行政が協働してまちづくりに取り組んで
いくための「新にちなん創造」の指針として、「日南市総合計画」を策定いたしました。
策定にあたりましては、日南市・北郷町・南郷町合併協議会で策定しました「新市基
本計画」を基に、市議会をはじめ、北郷町・南郷町の地域協議会、市内各地区で開催し
ました市長と語るまちづくり座談会、市内外の各種団体説明会及び、パブリックコメン
トなどで賜りましたご意見を可能な限り反映するとともに、公募による市民委員を含む
総合計画等審議会において、計画素案の策定段階から議論を深めていただきました。
計画では、「緑と黒潮が育む産業・文化・交流都市　～みんなでつくり わかちあう ま
ち～」を将来像とし、「生まれてよかった。住んでよかった。来てよかった、また来た
い。」と実感できる活気あふれるまちづくりの礎とするため、旧３市町それぞれが培っ
てきたあらゆる資源、特性を生かしつつ、均衡ある発展を目指して、市民、企業、行政
が互いの役割を担い、能力を発揮する協働型社会の実現を推進していくことを基本姿
勢としています。
計画の実現は、行財政改革の指針である「市政創造計画」の着実な遂行を図りつつ、
「市政は経営なり」をモットーに、選択と集中により各施策を推進してまいりますの
で、市民の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
最後に、策定にあたり、多大なご尽力、貴重なご意見をいただきました多くの皆様に
対しまして、心からお礼を申し上げますとともに、深く感謝申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２２年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日南市長
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