
総合計画の取組姿勢
●日南市に住んでいる全ての
人々が、「日南市の将来像」に
向かって立場を超えて協力し
て考え行動できるしくみをつ
くっていきます。

総合計画の構成と計画期間
　総合計画は、日南市が目指す将来像とまちづくりの基本的な方向性を示した「基本構想」、将来像を実現す
るための具体的な計画を示した「基本計画」からなります。

将来人口の目標
　平成22年の日南市の人口は、およそ57,600人
です。これまでの人口の増減をもとに日南市の
10年後の人口を計算したところ、このままでは
5,000人ほど減ってしまうことがわかりました。
　そこで、日南市総合計画では、「日南市に住み
たい」と思う人が増えるよう、産業や教育、医
療、福祉などさまざまな分野において魅力あるま
ちを実現するとともに、住みやすい便利なまちを
つくっていくための取組を進めていくこととしま
した。その成果として、日南市に移り住む人や子
どもを産み育てていく人が増えていくことで、平成
31年度の目標人口を58,000人と設定しました。

●市民が自ら考え、行動し、地域
の課題を地域で解決するための
さまざまなまちづくり活動の充
実を図ります。

●総合計画にまとめられたさま
ざまな取組が効果をあげてい
るかどうか、具体的な目標を
掲げて毎年チェックし、改ぜ
んしていきます。

前期基本計画
▲平成22年4月 ▲平成27年4月 ▲平成32年3月

後期基本計画
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総合計画は日南市の将来の

目標像とその実現に向けたあらゆる

取組をまとめたものです

まちづくりの基本理念

誇りをもって自ら考え
行動する「協働」と「自立」のまち

人々が集まり行き交う
活気あふれる魅力的なまち

健康で充実した暮らしが
ゆたかな心を育むまち

日南市総合計画

～ みんなでつくり  わかちあう  まち ～

（平成22年度～平成31年度）

「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。
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日南市総合計画概要版　日南市では、平成２２年３月に、新しいまちづくり
の指針となる「日南市総合計画」を策定しました。
　このパンフレットは日南市総合計画のあらましに
ついて、小学生から大人の方まで触れていただける
ように、簡単に紹介したものです。
　ご家族皆さまでご覧いただき、新しいまちづくり
の計画に掲げた目標や取組について、語り合ってい
ただき、新日南市のまちづくりに一層のご関心をお
寄せいただければ幸いです。
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