
第２期宇多津町まち・ひと・しごと創生総合戦略 期間：令和３（2021）年度から令和７（2025）年度までの５年間【概要版】 
 

関連 

SDGs 

豊かな子育てを全力でサポート １ 

(１)出産・子育て環境の 

充実 

●子育て世代包括支援センター事業（利用者支援事業） 

●マタニティセミナー事業 

●産後ケア事業 ●保育環境の充実 

●地域子育て支援拠点事業 

●ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 

●放課後児童育成クラブ 放課後子ども教室 

●南部地区子育て支援・交流施設（仮称）の整備・運用 

  

基本指標 基準値 目標値（2025） 

①合計特殊出生率 1.74（2019） 1.80 

②子育て世代（30歳
代、40歳代）の社会
増減数 

▲68人 
（2015～2019 年の 

5年間累計） 

±0人 
（2021～2025 年の 

5年間累計） 

③年少人口（0～14
歳）の社会増減数 

▲285人 
（2015～2019 年の 

5年間累計） 

▲200人 
（2021～2025 年の 

5年間累計） 

 

マタニティセミナーの開催 [全コース参加率] 32.6％（2019） 40％ 

保育施設の待機児童 [待機児童数] 0人（2019） 0人 

地域子育て支援拠点の活用 [延べ利用者数] 6,288人(2019) 6,335人 

ファミリー・サポート・センター事業 [活動件数] 546件（2019） 580件 

放課後待機児童 [待機児童数] 0人（2019） 0人 

南部地区子育て支援・交流施設（仮称）の整備・運用 [延べ利用者数] ― 16,000人 

 

(２)教育環境の充実 
●ＩＣＴ教育の推進 

●英語教育・外国語活動の充実 

 

ＩＣＴ教育の推進[端末を上手く活用できていると思う児童生徒の割合] ― 80％ 

英語教育・外国語活動の 

充実 

英語検定合格率【小学６年生(ｺﾞｰﾙﾄﾞ/ｼﾙﾊﾞｰ/ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)】 ― 90％ 

英語検定合格率【中学１年生（５級以上）】 ― 80％ 

 

(３)経済的負担の軽減 
●出産祝い金交付事業 

●新入生制服取得費補助事業 ●奨学金返済支援事業 

 

新入生制服取得費補助[利用者率] 97％（2019） 100％ 

奨学金返済支援[延べ利用者数] ― 20人/5年 

 

関連 

SDGs 

  魅力を活かした新しい人の流れの創出 ２ 

基本指標 基準値 目標値（2025） 

①若年世代(15～39
歳)の社会増減数 

＋253人 
（2015～2019年の 

5年間累計） 

＋310人 
（2021～2025年の 

5年間累計） 

②観光客数 
649,093人 
（2019） 

1,500,000人 

 

(１)移住・定住の促進 
●新婚世帯に対する生活支援 

●移住促進事業 

●空き家バンク事業 

 

 

ＫＰＩ 基準値 
目標値

（2025） 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 基本目標と基本指標 施策及び事業内容 

(２)交流人口・関係人口の 

創出 

●各種イベントの開催 ●地域資源を生かした観光推進 

●レンタサイクル事業 ●魅力情報発信事業 

●関係人口の創出・拡大 ●芸術文化事業の推進 

●大学等との連携強化 

 

各種イベントの開催[来場者数（総計）] 53,500 人（2018） 60,000人 

JR宇多津駅の乗降者[乗降者数] 4,494 人/日(2019) 4,700人/日 

レンタサイクル事業[延べ利用者数] 468 人（2019） 600人 

情報発信WEBサイト「うたづさんぽみち」[ページビュー数] 13,947 件（2019） 30,000件 

 

関連 

SDGs 

地域の特性を活かした産業の振興 ３ 

基本指標 基準値 目標値（2025） 

①雇用者数 10,349人 

（2016年経済センサス） 
10,500人 

②町内事業所数 995事業所 

（2019） 
1,000事業所 

 

新婚世帯に対する生活支援[支援件数] 70件（2019） 75件 

移住者の増加[町外からの移住者数] 219人（2019） 250人 

空き家バンク事業 
新規登録件数 2件（2019） 15件/5年 

移住世帯数 1件（2019） 10件/5年 

 

(１)新たな「しごと」の 

創出と働きやすい 

環境づくり 

●創業支援事業 ●企業誘致条例に伴う助成の拡充 

●キラサポ宣言推進事業 

●町内企業・事業者などに向けたワーク・ライフ・バランスの啓発 

 

創業支援・企業誘致[開業した事業所数] 
197 件 

(2015～2019 年の 5 年累計) 
200件/5年 

キラサポ宣言推進[登録企業数] 7 件（2020） 12件 

 

(２)地域資源の活用 

●四国水族館を中心とした観光産業の活性化 

●ふるさと納税制度活用推進事業 

●特産品販売促進事業 

●学術研究助成事業 

 

四国水族館を中心とし

た観光産業の振興 

観光関連事業者数（経済センサス） 235 人（2016） 245人 

町内宿泊者数 115,911 人（2018） 150,000人 

ふるさと納税制度の活用 
寄付額 69,927 千円（2019） 100,000千円 

寄付件数 4,434 件（2019） 5,000件 

特産品販売の促進[販売額] 7,061 千円（2019） 8,000千円 

学術研究助成事業の実施[採択件数] 5 件(2016～2020 年の 5 年累計) 10件/5年 

 

関連 

SDGs 

安全・安心で住みやすいまち ４ 

基本指標 基準値 目標値（2025） 

①町人口の自然増減
数（出生数と死亡
数の差） 

＋20人（2019） ＋20人 

②交通事故（人身）
件数 

91件（2019） 80件 

③犯罪発生件数 167件（2019） 150件 

 

(１)利便性の優れたまち 

●コミュニティバス運行事業 

●公衆無線 LAN の整備事業 

●ホームページ・ＳＮＳによる情報配信事業 

●デジタル化の推進 

 

 

コミュニティバス運行[延べ利用者数] － 7,350人 

公衆無線 LAN の整備（公共施設及び民間施設）[施設数] 19 施設（2020） 30施設 

ホームページの情報配信[1日平均ページビュー数] 1,627 件（2019） 1,800件 

電子申請の推進[オンライン申請可能な事務] 4 件（2019） 10件 

 

(２)生涯活躍のまち 
●世代間交流センター事業 ●まんでがん体操事業 

●特定健康診査 

 

世代間交流センターの活用[利用者数] 5,072 人（2019） 5,500人 

まんでがん体操[実施地区数] 29 地区（2019） 40地区 

特定健康診査[受診率] 36.5％（2019） 40％ 

 

(３)安心して暮らせるまち 

●安全・安心まちづくり事業 ●交通安全啓発事業 

●交通安全施設整備事業 ●学校情報・地域情報配信の充実 

●自治会連合会の活動の推進 ●新たな感染症への対応 

●在住外国人向け日本語教室の開設・開催 

 

安全・安心まちづくり活動の実施[防犯パトロール実施回数] 334 回（2019） 365回 

交通安全の啓発[啓発実施回数] 80 回（2019） 90回 

自治会連合会の活動の推進 
自治会結成数 49 団体（2020） 50団体 

自治会加入世帯率 33％（2020） 40％ 

在住外国人向け日本語教室の開設・開催[日本語教室の開催時間]  ― 48時間 

 

(４)災害に強いまち 

●防災・減災対策の推進 

●自主防災組織の育成及び強化事業 

●民間住宅耐震対策補助事業 

●老朽危険空き家除却支援事業 

 

自主防災組織の育成及び強化[自主防災組織数] 54 団体（2019） 60団体 

防災訓練の実施[防災訓練回数] 38 回（2019） 200回/5年 

民間住宅の耐震 
耐震診断補助件数 4 件（2019） 20件/5年 

耐震改修補助件数 0 件（2019） 5件/5年 

老朽危険空き家の減少[管理不全の空き家数] 22 戸(2018) 12戸 

 

ＫＰＩ 基準値 
目標値

（2025） 

 

ＫＰＩ 基準値 
目標値

（2025） 

 

ＫＰＩ 基準値 
目標値

（2025） 

 


