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新発田市総合戦略

●国は、急速な少子高齢化の進展に対応し、将来にわたって活力ある日本社会を維持することを目的と
して、平成26年に「まち・ひと・しごと創生法」を制定し、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（第1期
計画）を策定しました。

●まち・ひと・しごと創生法では、各市町村が地域の実情に応じてまち・ひと・しごと創生に取り組む際
の基本的な計画として、地方版総合戦略を策定することを全市町村に求めています。

●国では、第1期計画の検証を踏まえ、「活力ある地域社会」の実現と「東京圏への一極集中」の是正を
目指し、令和元年12月に第2期計画を策定しました。

1　まち・ひと・しごと創生総合戦略とは

●当市では、国の総合戦略を踏まえ、平成27年に「しばた魅力創造戦略（まち・ひと・しごと創生 新発
田市総合戦略）」の第1期計画を策定しました。

●第1期計画の計画期間が令和元年度で最終年度となることから、以下の基本的な考え方に基づいて第
2期計画を策定し、取組をより一層充実・強化します。

2　新発田市の基本的な考え方

●「しばた魅力創造戦略」では、当市の最上位計画である「新発田市まちづくり総合計画」との整合を
図り、戦略的に「人口減少対策」と「地方創生」の取組を進めていきます。

3　新発田市まちづくり総合計画としばた魅力創造戦略の関係

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」政策5原則

地方公共団体・民間事業者・個人等の自立につながるような施策に取り組む。

施策が一過性の対症療法にとどまらず、将来に向かって、構造的な問題に積極的
に取り組む。

地域の強みや魅力を活かし、その地域の実態に合った施策を、自主的かつ主体的
に取り組む。

施策の効果をより高めるため、多様な主体との連携や、他の地域、施策との連携
を進めるなど、総合的な施策に取り組む。その上で、限られた財源や時間の中で
最大限の成果を上げるため、直接的に支援する施策に取り組む。

施策の結果を重視するため、具体的な数値目標を設定し、政策効果を客観的な
指標により検証し、必要な改善を行う。

自立性　：

将来性　：
　

地域性　：
　

総合性　：
　　　　　
　　

結果重視：

第2期における施策の方向性

４つの基本目標に向けた取組を実施するにあたっての第2期における国の新たな視点

●「地方へのひと・資金の流れを強化する」

●「人材を育て活かす」

●「誰もが活躍できる地域社会をつくる」

●「新しい時代の流れを力にする」

●「民間と協働する」

●「地域経営の視点で取り組む」

第2期計画における新発田市の基本的な考え方
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「新発田市人口ビジョン」に基づく戦略
「新発田市人口ビジョン（平成27年10月）」による人口の将来展望の分析に基づいた
施策を展開します。

1

地域資源を活用した戦略
豊かな自然環境、観光資源や高等学校から大学まで幅広い知識・技能が学べる充実し
た教育環境などを地域の強みとして施策を展開します。

2

立地条件を活用した戦略
首都圏から高速道路網と新幹線でつながる新潟市に隣接し、新潟空港、新潟東港にも
近接するなど、経済的立地条件のメリットを最大限に活用した施策を展開します。

3

連携による戦略
市民・企業・関係団体・近隣自治体等と連携し、魅力ある圏域を形成することで、大都
市圏への人の流れを変えていく施策を展開します。

4

新発田市まちづくり総合計画

●まちづくりを総合的・計画的に推進す
るための市の最上位計画

●市が今後取り組むべき施策等を体系的
に記載

●人口減少対策、地方創生の実現に向け
た取組を重点的に推進するための計画

●総合計画に記載された取組のうち、地域
の実情に沿った人口減少対策や地方創
生の実現に向けた具体的な取組を記載

しばた魅力創造戦略
人口減少対策、
地方創生に関する
取組に特化

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。

基本目標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。

基本目標３：結婚・出産・子育ての希望をかなえる。

基本目標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。

横断的な目標１：多様な人材の活躍を推進する。

横断的な目標２：新しい時代の流れを力にする。
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新発田市総合戦略

●当市の人口は、平成7年にピークを迎え、それ以降は減少に転じています。

●首都圏等への人口流出や少子化などを背景に、今後も人口減少は続き、平成22年の国勢調査を基準
とした国立社会保障・人口問題研究所（社人研）による将来推計では、令和42年には51,571人（①）
まで減少すると推計されています。

●平成27年に策定した「新発田市人口ビジョン」の将来展望では、令和42年の人口を、人口減少対策
により小規模な改善をした場合には65,101人（②）、大規模な改善をした場合には75,054人（③）
になると展望しています。

●平成22年を基準とした将来推計（①）と、平成27年を基準とした推計（④）との比較では、減少傾向
が改善しましたが、将来展望として設定した②、③までの改善には至っていません。

4　新発田市の人口の現状と将来展望

●当市の基本的な考え方や人口の将来展望を踏まえ、第2期しばた魅力創造戦略では、以下の方向性に
より各施策に取り組み、引き続き新発田市人口ビジョンによる大規模な改善をした場合の、人口7万5
千人（令和42年）を目指します。

5　今後の施策の方向性

6　第2期計画における新発田市の戦略
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新発田市人口ビジョンでは、人口の将来展望にあたって、「純移動率※1」と「合計特殊出生率※2」のそれぞれについて、

「小規模」の改善が実現する場合と、「大規模」の改善が実現する場合の2つを仮定値として設定しています。

※1　純移動率　　　：流出人口と流入人口の差を表したもの
※2　合計特殊出生率：15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども
　　　　　　　　　　　の数に相当する

人口減少対策、地方創生の実現

「魅力をつくる」 「魅力をはぐくむ」 「魅力をつなぐ」「魅力をつくる」 「魅力をはぐくむ」 「魅力をつなぐ」

基本目標１

しごとづくり

新発田の特色を活か
した産業の振興

基本目標２

ひとの流れ

地域資源・魅力を活か
した交流から定住へ

基本目標３

結婚・出産・子育て
の希望をかなえる
しばた流「子育て支援
サイクル」の確立

基本目標４

まちづくり

市民が主役の
まちづくり

新発田市で働きたい、新発田市へ戻りたいと思える「魅力あるしごと」を創出するとと
もに、「雇う側」と「働く側」のマッチングや人材の育成を進める。

魅力あるしごとづくりと雇用の確保1

歴史・文化、豊かな自然、観光資源や教育環境など、地域資源の魅力を最大限に活かし
た取組を進め、移住・定住につなげる。

魅力を活かして定住につなげる3

市民、企業、関係団体や近隣自治体等が連携し、人口減少や産業構造の変化に対応し
たまちづくりを進める。

地域の連携によるまちづくり4

結婚・出産・子育ての希望をかなえる2
結婚したいという人の希望をかなえるため、ニーズに応じた出会いの場
を創出します。

理想とする子どもの数がもてるように取組を進め、各種施策を通じて経
済的負担を軽減する。

企業との連携を進め、男女ともに育児・家庭と仕事が両立できる調和の
とれた職場環境の改善を進める。

結婚の希望

出産の希望

子育て環境に
対するニーズ

「住みよいまち日本一　健康田園文化都市・しばた」の実現に向け
子どもたちの未来のために

「魅力をつくる」 「魅力をはぐくむ」 「魅力をつなぐ」をコンセプトに
人口減少対策・地方創生の実現を目指します

しばた魅力創造戦略のコンセプト
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65

基本目標１ しごとづくり

新発田の特色を活かした産業の振興

目標指標（KPI）

生産年齢人口一人当たりの市内総生産額

民間事業所の従業者数

5,805千円

38,081人

現状値

5,955千円

38,580人

目標値（R5）

施 策

Ⅰ
経営基盤の強化による産業の育成
経営指導、融資などの支援による経営基盤の強
化や販路の拡大、ブランド化の推進によって、競
争力の強い産業への転換を図ります。

施 策

Ⅱ
企業立地の推進
企業誘致や設備投資に対する助成金等の支援
や新たな企業立地場所として、市内遊休地や空
き工場等の利用可能性を検討します。

施 策

Ⅲ
創業支援、事業承継の促進
起業・創業に対する融資等の支援や事業承継希
望者へのマッチング支援を行います。

施 策

Ⅳ
雇用のマッチング・人材育成
求職と求人の各面からの支援に取り組むこと
で、雇用のマッチングを図るとともに、就業支援
等により、人材の確保・育成に取り組みます。

施 策

Ⅴ
誰もがやりがいを持って働ける
多様な環境づくり
若者から高齢者、障がい者などの誰もが経験等を
活かして働くことのできるよう、就業機会の拡充や
女性の働きやすい職場環境の改善を支援します。

施 策

Ⅵ
競争力の強い地域ブランドの構築
地場産品等のブランド化やグローバル化を進め、
販路拡大を図るとともに、月岡温泉の外国人受入
環境の整備や新たな魅力づくりを推進します。

基本目標２ ひとの流れ

地域資源・魅力を活かした交流から定住へ

目標指標（KPI）

観光入込客数

純移動数（転入数から転出数を減じたもの）

265万人

△188人

現状値

268万人

△108人

目標値（R5）

施 策

Ⅰ
観光客・来訪者に楽しんでもらえる
仕組みづくり
引き続き観光客の誘客促進に取り組むとともに、
観光拠点を形成し、回遊性の向上を図り、観光を
満喫できる居心地のよい環境づくりを進めます。

施 策

Ⅱ
スポーツ・文化資源を活用した
ツーリズムの推進
宿泊施設と連携した合宿・大会等を誘致し、交
流人口の増加を図るとともに、スポーツ施設等
の整備・改修を進めます。

施 策

Ⅲ
中心市街地の賑わい創出
エリアマネジメントの推進やイベントの実施に
より、賑わいを創出するとともに、公共交通の
充実等に取り組みます。

施 策

Ⅳ
住みたくなる環境づくり
地域の魅力を伝える移住体験交流等を開催し、
定住を促進するとともに、若者にインターンシッ
プや企業説明会を通じて、地元就職を考える機
会を創出します。

施 策

Ⅴ
関係人口の創出
市の魅力を発信するとともに、地域に地域外の
人材が関わることにより、地域の新たな担い手
となる関係人口の創出を図ります。

基本目標３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる

しばた流「子育て支援サイクル」の確立

目標指標（KPI）

合計特殊出生率

子育てしやすいまちだと感じている保護者の割合

1.38

55.1%

現状値

1.54

60.0%

目標値（R5）

施 策

Ⅰ
結婚の希望をかなえる
理想のライフデザインを実現させるための支援
を行うとともに、結婚を希望する人には出会う
前から結婚までの適切な支援を行います。

施 策

Ⅱ
安心して妊娠・出産できる支援の充実
「かかりつけ保健師」などによる妊娠期から子育
て期までの切れ目のない支援や妊娠・出産に関
する費用の一部助成等を行います。

施 策

Ⅲ
安心して子育てできる環境づくり
子育て世帯の経済的負担の軽減や相談支援等
の子育て支援サービスの充実を図り、子育ての
負担軽減を図ります。

施 策

Ⅴ
子育てをしながら働き続けられる
職場環境の推進
「ワーク・ライフ・バランス」の実現に向けた取
組や女性が働きやすい環境の整備を進め、安心
して子育てができる環境づくりを進めます。

施 策

Ⅵ
未来を担う「しばたっ子」の育成
新発田市の特色を活かし
た教育や、学校・家庭・地
域の連携により、未来を
担う「しばたっ子」を育成
するとともに、子どもが安
心して学び育つ環境を整
え、教育水準の向上を図
ります。

基本目標４ まちづくり

市民が主役のまちづくり

目標指標（KPI）

地域協働の先進事例地区数

自主防災組織率

8地区

 89.6% （R2.3.31）

現状値

12地区

91.6%

目標値（R5）

施 策

Ⅰ
安心安全で快適な暮らしの確保
地域による防災・防犯活動に対する支援など、
安心安全な暮らしの確保に向けた取組を推進す
るとともに、社会基盤の整備や住環境の向上に
向けた支援を進めます。

施 策

Ⅱ
誰もがいきいきと暮らせる
健康長寿のまちづくり
スポーツ・レクリエーション活動を通じた健康増
進や生涯学習の機会を創出し、誰もがいきいき
と暮らせるまちづくりを進めます。

施 策

Ⅲ
持続可能な地域づくり
地域全体を考慮した土地利用を推進し、生活基
盤の維持、地域の拠点の創出や公共交通の充実
等により、持続可能な地域づくりを進めます。

施 策

Ⅳ
新発田の魅力創造
企業や高校・大学等と連携したまちづくりを展
開するとともに、歴史的な街並みや文化財、民
族芸能などの歴史的資源を継承する仕組みをつ
くります。

施 策

Ⅴ
広域連携の推進
近隣自治体と連携し、地域課題に応じた政策連
携を展開し、地域が一体となった経済、生活圏
の形成を促進します。


