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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称                                              

 おもいやりあふれる 阪南 健幸都市推進計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称                                    

  阪南市 

 

３ 地域再生計画の区域 

  阪南市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

 ４－１ 地域の概要 

阪南市は大阪府の南部に位置し、北は、大阪

湾に面しており、面積が約 36.17 ㎢（平成 26

年全国都道府県市区町村別面積調）で、その約

６割が山間地域であり、山間地域の一部は、大

阪府立自然公園に指定されている。また、瀬戸

内式気候の地域に属し雨量が少なく、冬は温暖

である。 

交通の面では、鉄道では南海電鉄が沿岸をＪ

Ｒ西日本が内陸を通っており、道路では国道

26 号や第二阪和国道、阪和自動車道が大阪と

和歌山を結ぶ動脈として通っている。また、大

阪市の中心部から約 45㎞の距離にあり、30分

圏内の関西国際空港をはじめ、通勤や日常生活

で、他の地域との交通条件に恵まれている。 

このように、阪南市は、市街地や住宅地を囲むように、波静かな海と緑豊かな

山林が近接しており、海・山を中心とした自然環境に恵まれ、また、交通利便

性が高いことから、大阪都市圏のベッドタウンの機能を担いながら発展してき

たまちである。 

 

４－２ 地域の現状と課題 

近年の社会情勢やライフスタイルの変化に伴い、住民のニーズを把握するた

め、平成 22 年に実施した「住民意識調査」や「住民との意見交換会」、また、

平成 25 年に実施した「市民の健康や食育に関する意識調査」の調査結果など
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から見えてきた本市の現状と課題は、次のとおりである。 

 

① 急速な人口減少と超高齢化 

阪南市では、大阪都市圏のベットタウンとして昭和 40 年代から人口が急

増したものの、平成 15年の 60,015人（住民基本台帳）をピークに減少基調

に転じ、平成 26年６月末現在では 57,070人となっている。 

また、平成 22 年国勢調査までは全国平均を下回っていた高齢化率につい

ても、平成 25年 10月の住民基本台帳上の人口では、25.5％となり、全国平

均の 25.1％（「高齢社会白書」平成 26 年版）を上回るなど高齢化について

も顕著であり、平成 25年 12月末現在では 25.81％となっている。本市の推

計によれば、平成 33 年には人口が 54,000 人までに減少し、高齢化率は

32.24％まで伸びる見込みとなっている。特に 75歳以上の後期高齢者の割合

は、10.11％（平成 25 年４月１日現在）から平成 33 年には 16.59％まで増

加する見込みである。一方、働き盛りの層を中心とする 15歳から 64歳まで

の生産年齢人口の割合は、62.12％（平成 25 年４月１日現在）から平成 33

年には 56.50％まで減少する見込みであり、現在の人口動態の見込みから推

計すると、地域で支える人材の減少と地域で支えてもらう要援護者の増加が

同時に進むことが予想されている。 

 

【表１ 人口と高齢化の推移】 

 人口（人） 65歳以上人口（人） 高齢化率（％） 

昭和 55年 42,612  3,055 7.17 

昭和 60年 49,640 3,962 7.98 

平成２年 54,073 4,944 9.14 

平成７年 55,625 6,364 11.44 

平成 12年 58,193 7,939 13.64 

平成 17年 57,616 10,043 17.43 

平成 22年 56,646 12,726 22.47 

平成 26年 57,070 15,194 26.62 

平成 28年（予測） 56,000 16,179 29.96 

平成 33年（予測） 54,000 17,411 32.24 

  ※昭和 55～平成 22年値は国勢調査、平成 26年値は、６月末住民基本台帳に基づく 
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②  医療・福祉の社会保障の安定化と市民の健康づくり 

   本市では、近年、急速な高齢化の進展により、医療や介護などの社会保

障給付が増加傾向にあり、特に介護保険給付費の総額については、平成 19

年度（2,359,871,302 円）と比較して、平成 24 年度（3,370,096,671 円）

においては 42.8％増加している。 

また、国民健康保険被保険者 1人あたりの医療費の推移をみると増加傾向

にあり、平成 23年度診療分の１人あたりの１年間にかかる医療費は 328,603

円で全国平均（305,276 円）に比べ非常に高く大阪府平均（324,363 円）と

ほぼ等しく高い状況にある。 

さらに、健康づくりの推進として各種検診に取り組んでいるが、本市のが

ん検診受診率は、表２のとおり、全国平均と比較すると男性の大腸がん検診

を除き低くなっており、検（健）診機会の増加など、市民が各種検（健）診

を受診しやすい環境を整えることにより、受診率の向上や疾病の早期発見・

早期治療を促進することが求められている。 

【表２ がん検診の受診状況（全国との比較）】 

 

 

厚生労働省「平成 22年国民生活基礎調査」 

 

本市としても、平成 19 年、大半の医師が退職するなど危機的な状況であ

った市民病院を、平成 23 年に年社会医療法人生長会による指定管理運営に

移行し、平成 25 年には全面改築をすることにより、泉南市以南の２市１町

14 万人市民の地域医療の拠点施設として機能するようになった。改築され
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た新市民病院では、検診フロアを新設するなど予防医療にも力を入れ、市と

してもこの新市民病院を中核として健康に軸足をおいたまちづくりをめざ

している。 

そのような現状を踏まえ、平成 24 年度から、市民一人ひとりが、普段か

ら心身の健康について考え、自主的・積極的に楽しみながら健康づくりに取

り組むとともに、健康づくりへの関心を高めてもらうため、健康診査の受診

や健康講座などに参加する市民に対し、ポイントを付与して、抽選で記念品

と交換する「健康マイレージ事業」に取り組んでおり、初年度は、延べ 1,241

人の方の応募があった。しかしながら、60～80歳台の女性の参加者は多く、

一定の成果はあったものの、人口比では 2.1％の参加に過ぎず、参加率が低

い男性層や 60 歳未満の女性層に対して異なる角度からアプローチが必要で

あり、無関心層の掘り起しや、健康づくりがいかに社会参加や生きがいづく

りに通じるかといったことを啓発することが課題となっている。 

これまでも本市では、医療費や介護給付費の適正化に向け、健康教室、介

護予防教室、健康指導、食育改善など健康増進施策に取り組んできた。市民

の健康状態を向上させ医療費や介護給付費の適正化を図るには、市民に向け

た健康に関するアプローチが重要である一方、無関心層に対しては、市民が

自然と運動量を増加させ、無意識のうちに健康になる取組が求められている。 

平成 25 年に実施した「市民の健康や食育に関する意識調査」によると、

全体の 33.7％の人が、１日の歩行時間が 30 分未満であり、特に１日 90 分

以上（9,000歩以上）歩いている人は年齢が高くなるにつれて少なくなって

いる。また、20歳以上の運動習慣者（１回 30分以上週２日以上の運動を１

年以上継続している人）は、全体の 18.7％で、各年代別で比較すると全国

平均より低くなっている。さらには、学校の授業以外で、週５日以上運動（ク

ラブ活動や習い事や、外遊びを含む）している小学生は 22.6％と、全国平

均の 46.5％を大きく下回っている。 

そのため、市民の運動習慣を改善させるには、市民一人ひとりが、健康に

対する意識を治療・介護から予防へ移行し、普段から心身の健康について考

え、自主的・積極的に楽しみながら健康づくりに取組むことを促進するため

のさらなる支援を行うとともに、市民がまちに出かけ、まちを歩くことによ

り無意識のうちに健康になれるようにしなくてはならない。そのためには、

既存の公共ストックなどを活用し、恒常的に集える地域におけるコミュニテ

ィ拠点の整備が必要となる。 
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【表３ １人あたりの医療費の推移（国民健康保険被保険者）】 

 

※第２期阪南市特定健康診査等実施計画より 

 

 

【表４ 市民の運動量】 

 

※阪南市健康増進計画及び食育推進計画より 

 

③ 地域を活性化させる産業の育成 

本市の産業は、近世以前から農業や漁業を中心に織物業などが営まれ、

近代以降には紋羽織(もんぱおり)が有名な繊維・織物業や石綿業などが

栄えたが、廉価な海外製品との競争や産業構造の変化により一部衰退し、

農業や漁業についても近年では従事者の高齢化・後継者不足などによる

衰退が懸念されている。また、近隣都市に複数の小売店舗が集まった大
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規模な郊外型商業施設が進出し、本市の卸売・小売業の事業所数・販売

額は、国の商業統計調査によると平成９年の 4，494,270 百万円から 10

年後の平成 19年には 3,066,328百万円へと約３割減少している。 

このような中、地場産業の競争力を高めるためには、優れた「ものづ

くり」企業を集めた「阪南ブランド十四匠」などの各企業が連携し、地

場産業などの地域資源を活かした市内外の需要に応える新たな産業・雇

用を創出するとともに、尾崎駅を中心とする商業・業務系機能や、歴史

文化、自然環境などの観光資源、さらに海を活かした集客交流機能など、

地域の活性化をけん引する核(地域、産業など)を形成し、地域の活性化

を促す取組を進めることが課題となっている。 

 

④ 快適な暮らしを支える都市基盤の維持・活用、安全安心な生活環境の確

保  

    昭和 40・50年代には、人口増加に伴い、道路や学校などの多くの公共

施設を整備してきたが、その公共施設について、更新が必要な時期とな

り、今後、少子高齢化や人口減少への対応や、環境への配慮、暮らしの

安全などの視点からの都市基盤の整備が課題となっている。 

また、交流人口を増加させるためには、景観や歴史文化に対する市民の意

識を醸成し、快適な住環境の整備と歴史的建造物や遺跡、街並みなどの保

存と調和させながら、熊野街道の宿場町である山中渓を地域の活性化を担

う貴重な地域資源として活用することが課題となっている。 

さらに、近く発生が想定されている南海トラフ巨大地震は、大阪府の最

大被害予測によると、本市においては最大震度６強で建物全半壊 4,741戸、

死者 272 人、負傷者 950 人、最大津波高 3.6ｍとなり、海岸部が浸水区域

となるとされている。そのため、本市では現在「阪南市地域防災計画」の

見直しを進めているが、災害時の拠点となる市役所本庁舎が未耐震である

ことなどから、市役所近隣における拠点施設の整備、また、自主防災組織

の育成、常日頃の相互扶助関係構築のためのコミュニティづくりなどに資

する防災コミュニティの拠点施設としての機能を併せた施設整備に取り

組んでいるところである。 

 

⑤ 豊かで多様な学び・活動の機会の創出                     

   市民が豊かな生活をおくるためには、すべての市民が生涯を通じて豊か

で多様な学習機会を得ることができ、一人ひとりが自主的に学び、互いに

交流して理解を深め、その学んだ成果を地域に還元する仕組みづくりが課

題となっている。 
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また、生涯スポーツ指導者が不足しがちであるため、スポーツレクリエー

ション指導者の人材育成を推進することにより、地域社会での指導者の活動

の広がりが求められている。 

 

⑥ 「新しい公共」の創出と地域コミュニティの再構築               

   居住都市として自治会などさまざまな地域コミュニティが形成されてき

たが、近年、人口減少による担い手不足（ヒトの不足）及び地域コミュニ

ティを担う人材の高齢化、自治会への加入率の低下などにより、地域コミ

ュニティの希薄化が懸念されている。 

このような中、平成 21 年７月に阪南市自治基本条例を施行し、協働のま

ちづくりに向けた第一歩を踏み出した。また、平成 26 年４月には、市民協

働活動の場の機能強化として、小学校の跡地を利活用した複合施設である

「地域交流館」内に「市民活動センター」を移転させたところである。 

しかし、市民協働によるまちづくりのさらなる推進や防災・減災のために

は、地域における相互扶助は不可欠であり、今後は先ず中心市街地に施設整

備された（仮称）防災コミュニティ等拠点施設の空間を活かして、地域コミ

ュニティの再構築に取り組むとともに、計画的に各地域へと取組を広げてい

く。 

 

４－３ 目標 

   本市では、既に迎えている急激な人口減少及び高齢化、そしてそれに伴い浮

き彫りとなった上記課題に対応する社会を構築するため、市民一人ひとりが、

健康に対する意識を治療・介護から予防へ移行し、自主的・積極的に楽しみな

がら取り組める健康づくりへの更なる支援を推進する。 

さらなる健康づくりの支援には、地域住民の７割を占める健康づくり無関心

層を行動変容させる仕掛けが必要である。そのためには、無意識のうちに運動

量を増加させることが不可欠であり、市民をいかにまちに誘い出し、まちを回

遊するようになることが重要な鍵になるため、市民が恒常的に出かける機会を

もてるよう、既存の公共施設を有機的に結びつけるとともに、市民の健康寿命

の延伸に資する機能を有し、市民誰もが集えるような施設を各地域に整備し、

市全域で自然と健康づくりに取り組めるポピュレーションアプローチ（＊）を

構築する。 

本市ではポピュレーションアプローチによる健康づくりを構築するため、ス

マートウエルネスシティ首長研究会の提唱するコンセプトに賛同し、自律的に

「歩く」を基本とする『健幸』なまち（スマートウエルネスシティ）の実現に

むけて、健康づくりの無関心層を含む市民の行動変容を促し、高齢化・人口減
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少が進んでも持続可能な先進予防型社会を創ることを所属する 57 自治体（平

成 26年８月 27日現在）とともにめざしている。 

スマートウエルネスシティは、高齢になっても地域で元気に暮らせる社会を

実現するため、「健幸＝健康で幸せ（身体面の健康だけでなく、人々が生きが

いを感じ、安全安心で豊かな生活が送れること）」づくりの支援を行い、健幸

長寿社会を実現しようとするものであり、単に身体の健康づくりだけではなく、

食文化・食生活の改善・啓発や生きがい・絆づくり、生涯学習、産業振興、都

市基盤整備など、健康づくりとまちづくりを連動させた施策を展開するもので

ある。 

そのことから、スマートウエルネスシティをめざした取組により、健康長寿

社会を実現するとともに、まちそのものの活性化を図ることとする。 

 

＊ポピュレーションアプローチとは…高いリスクの住民を対象に絞り込んで対 

処するハイリスクアプローチに対して、対

象を限定せずに地域住民全体へはたらき

かけることで、地域全体のリスクを低減す

る取組 

 

（１）数値目標 

 （１）－１健康づくり 

                              

 【目標１】 

  「健康づくりに取り組むための行政サービスを受けられる環境になってい

ると思う市民の割合」（住民意識調査） 

   57.4％（平成 22年度）⇒60.0％（平成 28年度）⇒65.0％（平成 33年度） 

【目標２】 

   がん検診受診率    

項目 
現状 

（平成 25年） 

目標 

（平成 35年＊） 

胃がん検診受診率 
男性 40～69歳 27.6％ 40.0％ 

女性 40～69歳 19.8％ 40.0％ 

大腸がん検診受診率 
男性 40～69歳 29.5％ 40.0％ 

女性 40～69歳 21.8％ 40.0％ 

肺がん検診受診率 
男性 40～69歳 18.0％ 40.0％ 

女性 40～69歳 23.0％ 40.0％ 

乳がん検診受診率 女性 40～69歳 30.8％ 50.0％ 
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子宮がん検診受診率 女性 20～69歳 34.5％ 50.0％ 

    （＊「阪南市健康増進計画及び食育推進計画」） 

 【目標３】 

   介護予防教室参加者数 

   4,230人（平成 22年度）⇒4,400人（平成 28年度）⇒4,500人（平成 33 

年度） 

 

 【目標４】 

   運動習慣者の割合（週２回以上 30 分以上の運動を１年以上継続）（市民

の健康や食育に関する意識調査）    

項目 現状（平成 25年） 目標（平成 35年＊） 

男性（20～64歳） 33.8％ 43.8％ 

女性（20～64歳） 32.3％ 42.3％ 

男性（65歳以上） 44.4％ 54.4％ 

女性（65歳以上） 35.2％ 45.2％ 

    （＊「阪南市健康増進計画及び食育推進計画」） 

 

（１）－２健康意識の向上づくり 

 【目標１】 

   健幸マイレージ制度応募総数 

   1,241通（平成 25年度） ⇒5,000通（平成 28年度） ⇒5,000通（平 

成 33年度） 

 【目標２】 

   食育に関心のある人の割合（市民の健康や食育に関する意識調査） 

   70.3％（平成 25 年度） ⇒90％（平成 35 年度）（「阪南市健康増進計画

及び食育推進計画」） 

 

（１）－３歩いて楽しいまちづくり 

 【目標１】 

  「幹線道路や生活道路が適切に整備・維持され、安全・快適に道路を利用

できる」と思う市民の割合（住民意識調査） 

  63.2％（平成 22 年度） ⇒65％（平成 28 年度） ⇒70％（平成 33 年度） 

 【目標２】 

  健康ポイントプロジェクトの参加者数 

  ０人（平成 22 年度）⇒800 人（平成 28 年度）⇒1,000 人（平成 33 年度） 
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 【目標３】 

  アンケートで「ハイキングコースに興味がある」、「実際にウォーキングし

た」という回答の合計 

  ０％（平成 22 年度） ⇒ 72％（平成 28 年度） ⇒80％（平成 33 年度） 

 

（１）－４活力・にぎわいづくり 

                            

 【目標１】 

  「商業に活力があり、持続的に発展している」と思う市民の割合（住民意

識調査） 

  28.1％（平成 22 年度）⇒30.0％（平成 28 年度）⇒32.0％（平成 33 年度） 

 

 【目標２】 

  「阪南ブランド十四匠」認証企業数 

  20社（平成 22年度）⇒30社（平成 28年度）⇒35社（平成 33年度） 

 

（１）－５生きがい・絆づくり 

 【目標１】 

  「生涯と通じて様々な学びやスポーツにふれ、生きがいを持って生活して

いる」と思う市民の割合（住民意識調査） 

  62.3％（平成 22 年度）⇒65.0％（平成 28 年度）⇒68.0％（平成 33 年度） 

 【目標２】 

  「市民はお互いに理解し、助け合って生活している」と思う市民の割合（住

民意識調査） 

  63.4％（平成 22 年度）⇒65.0％（平成 28 年度）⇒66.0％（平成 33 年度） 

 【目標３】 

  生涯スポーツ指導者認定登録者数 

  216人（平成 22年度）⇒250人（平成 28年度）⇒270人（平成 33年度） 

 【目標４】 

  自主防災組織結成の自治会数 

  32団体（平成 22年度）⇒61団体（平成 28年度）⇒61団体（平成 33年度） 

 

 

（１）－６総合評価－健幸都市インデックス 

健幸都市インデックスとは、医療的なデータに加えて、健康状態に影響す

る都市環境、コミュニティの活性度、ソーシャルキャピタルなどの総合的要
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因を網羅したデータを基に、健幸都市の構築度合いを示した指標である。本

指標は先述のスマートウエルネスシティ首長研究会に所属する 7市（新潟県

見附市、新潟市、三条市、福島県伊達市、岐阜市、大阪府高石市、兵庫県豊

岡市）が地域活性化総合特区制度を活用し、国から指定を受けた「健幸長寿

社会を創造するスマートウエルネスシティ総合特区制度」のなかで開発され

た指標であり、スマートウエルネスシティの進捗度をはかる共通指標として

首長研究会では位置づけられている。 

スマートウエルネスシティ総合特区では、平成 23 年度から５年後の平成

28 年度には健幸都市インデックスの大項目となる「ＳＷＣバリュー（＝健

幸度）」の 20％アップを掲げていることから、本市においても、平成 28 年

度に予定している健康クラウド導入を試行とし、翌年度の平成 29 年度から

平成 33 年度には５年間のＳＷＣバリューを構成する大項目（①からだの状

況とライフスタイル、②ソーシャルアクティビティ、③ＳＷＣインフラ）の

評価結果をそれぞれ 20％向上させる目標を掲げる。 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

 ５－１ 全体の概要 

先に掲げた目標を達成するため、健幸都市（スマートウエルネスシティ）の

実現をめざすものであるが、新たに整備する安全安心な健幸都市の拠点施設で

ある防災・コミュニティの複合機能を有する「コミュニティの駅」を中核とし

て、市内の既存施設と今後整備予定の拠点施設の連携により、市民が健康でい

きがいをもって過ごすことのできる仕組みづくりを行う。 

また、交流や産業振興など活力あるまちづくりのためのそれぞれの機能の拠

点施設を「駅」と位置づけていく。中核となる「コミュニティの駅」を中核と

し、市民活動センターを有する地域交流館を「協働の駅」として、交流だけで

はなく、市民の公益活動をより活発化させるとともに、泉南市以南２市 1 町 14

万人市民の地域医療の拠点であり、検診機能の充実した「医療の駅」（阪南市民

病院）や、こどもの健診や高齢者の検診など地域の健康づくりの場である「健

康の駅」（保健センター）とつなげることにより、市民が健康を常に意識すると

ともに、コミュニティ施設との連携で生きがい・絆づくりを増進させる。 

また、地場産業・着地型観光の情報発信の拠点である「産業観光の駅」（阪南

はなやか観光協会）では、市内外への市の魅力発信だけではなく、産業との連

携により、市内におけるものの交流の活性化を図り、また、今後、整備予定の

「山の駅（ハイカーの拠点）」や「マリンの駅（マリンレクリエーションの拠点）」

などと連携した地域・駅（ステーション）とのネットワークにより、市全域で

自然と運動、また産業を結び付け、地産地消の推進などを図るとともに、多く
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の市民が「駅」を利用することにより、無意識のうちに歩かされてしまう、即

ち個人の運動量の増加につながるまちづくりを可能にする。 

このような各駅のネットワーク化により、食文化・食生活の改善・啓発や生

きがい・絆づくり、生涯学習、産業振興、都市基盤整備など、健康づくりとま

ちづくりを連動させた総合的な施策の展開を行うものである。なお、健康づく

りではポピュレーションアプローチでの展開を可能とするため ICT（情報通信技

術）の利活用による個別処方運動プログラムの提供と実施状況を見える化する

ことで支援する。 

「コミュニティの駅」を核としたステーションネットワークによる健康づく

りとまちづくりを連動させた総合的な施策展開は、健康づくりを軸とした地域

コミュニティを活発化させる新たな仕組みであり、全国でも先進的なモデルで

ある。 

 

【図１「コミュニティの駅」を核としたステーションネットワークのイメージ】 

 

 

５－２ 特定政策課題に関する事項 

     該当なし 

  

５－３ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

   該当なし 

 

５－４ その他の事業 

 

コミュニティの駅
（交流の拠点施設）

マリンの駅
（マリンレクリエーション拠点）

健康の駅
（保健センター）

産業観光の駅
（阪南はなやか観光協会）

医療の駅
（阪南市民病院）

山の駅
（ハイキングコース）

協働の駅
（地域交流館）
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５－４－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

 公共施設を転用する事業へのリニューアル債の措置（総務省）【C0402】 

（１）支援措置を受けようとする者 

阪南市 

 

（２）内容 

市内には、統合により未利用になる学校施設があるが、当該施設は、

地域のシンボルとして、地域住民の市民活動や地域コミュニティの中

核として長年拠点機能を担ってきたものである。統合後の跡地利活用

については、地域住民とも協議の上、今後策定するマスタープランに

おいて具体的な内容を決定し、それを踏まえ、「健幸」をテーマに多

くの老若男女に配慮しつつ、交流の場を整備することにより、今後、

市全体で展開するスマートウエルネスシティの推進施策と組合せ、交

流人口の増加のほか、あらゆる市民活動やいきがいづくりの場の創造

を図る。当該施設整備のうち、地域活性化事業が目的とする喫緊の政

策課題の実現に資する部分について、リニューアル債を活用する。 

（３）事業期間 平成 27年度～平成 28年度 

 

 

        

５－４－２ 複数の事業と密接に関連させて効果を高める独自の取組 

（１）健康のまちづくり事業 

①独自の取組として実施する事業 

ウォーキングロード・ハイキングコースＰＲ事業 

・事業主体 阪南市 

・事業概要 市内にウォーキングルート、ハイキングコースを設定し、

周知・啓発のため、マップ制作、配布を行うことで、「歩く」

ことの習慣化やスポーツへの関心向上を図り、運動量の増

加、健康増進を目指す。 

また、ウォーキングルート、ハイキングコースマップには、

各コースの運動量及び健幸ポイントを表示するとともに、作

成したウォーキングルート、ハイキングコースマップについ

ては、（仮称）防災コミュニティ等拠点施設にも備え、利用者

に配布する。 

なお、阪南市は市域の６割が和泉山脈の山林で形成されて

おり、古くからのハイキングコースが残っていることから、
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初心者から中級クラス向けのルート等多様なルートが設定可

能であり、ウォーキングだけでなく、ハイキングにより運動

を習慣化させ、健康増進を図ることができる。 

・事業期間 平成27年度から整備ができ次第 

 

 

②独自の取組みを密接に関連して実施する事業 

はんなん健幸ポイントプロジェクト 

・事業主体 阪南市 

・事業概要 全国の複数の自治体が共同で利用する健幸ポイント共通プ

ラットフォームを活用し、参加する市民の運動量に応じ、市

商工会員店舗で使える地域商品券と交換できるはんなん健

幸ポイントを付与することで、運動量の可視化、運動の動機

づけを図り市民の行動変容を促進する。 

この取組によりスポーツへの関心を高め、運動量を増加

させるとともに、効果を可視化することで健康意識の高揚

を図り、市民の健康意識を治療・介護から予防へ移行させ

る。 

・事業期間 平成 27 年度 

・国の補助制度等 スポーツによる地域活性化推進事業（文部科学省）

を活用 

 

（仮称）防災コミュニティ等拠点施設整備事業 

・事業主体 阪南市 

・事業概要 南海トラフ巨大地震等に対する備えとして、津波浸水区域

の一時避難所としての機能を強化するため、市役所に隣接す

る民間ビルを買収・改修整備を行う。一時避難所となる施設

であるが、平時においては、市民の防災教育機能等の役割を

担うとともに、多くの市民が交流可能なコミュニティスペー

スとして整備する。 

健康づくりとまちづくりを連動させた総合的な施策展開と

して、本市のステーションネットワークの中核施設である「コ

ミュニティの駅」として位置づけるものであり、中心市街地

である市役所隣接地という立地性を活かし、まちに市民を呼

び込むことで市民の運動量を自然と増加させ、社会保障費を

抑制するという本市がめざすスマートウエルネスシティの仕
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組みの１つとなる施設である。 

 

・事業期間 平成 26年度～平 27成年度 

・国の補助制度等 社会資本整備総合交付金（国土交通省）を活用 

 

 

① 独自の取組として実施する事業 

コミュニティ施設を活用した地域の健康拠点づくり 

・事業主体 阪南市 

・事業概要 平時において、市民の防災教育機能を担うとともに、多く

の市民が交流するコミュニティスペースとなる（仮称）防災

コミュニティ等拠点施設に血圧計、体組成計、有酸素運動機

器等の健康器具を設置し 市民交流のための機能充実を図る

とともに地域の健康拠点とする。 

「健康」は老若男女にかかわらず、市民の関心が高いテー

マであり、中心市街地の新たな魅力的なスポットを作ること

は、市民をまちに呼び込み、運動量を増加させることにつな

がるものであり、生活習慣病の予防、医療費・介護給付費な

ど社会保障費の抑制に寄与する。 

・事業期間 平成 27 年度から整備ができ次第 

 

②独自の取組みを密接に関連して実施する事業 

はんなん健幸ポイントプロジェクト（再掲） 

・事業主体 阪南市 

・事業概要 全国の複数の自治体が共同で利用する健幸ポイント共通プ

ラットフォームを活用し、参加する市民の運動量に応じ、市

商工会員店舗で使える地域商品券と交換できるはんなん健

幸ポイントを付与することで、運動量の可視化、運動の動機

づけを図り市民の行動変容を促進する。 

この取組によりスポーツへの関心を高め、運動量を増加さ

せるとともに、効果を可視化することで健康意識の高揚を図

り、市民の健康意識を治療・介護から予防へ移行させる。 

・事業期間 平成 27年度 

・国の補助制度等 スポーツによる地域活性化推進事業（文部科学省）

を活用 
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（仮称）防災コミュニティ等拠点施設整備事業（再掲） 

・事業主体 阪南市 

・事業概要 南海トラフ巨大地震等に対する備えとして、津波浸水区域

の一時避難所としての機能を強化するため、市役所に隣接す

る民間ビルを買収・改修整備を行う。一時避難所となる施設

であるが、平時においては、市民の防災教育機能等の役割を

担うとともに、多くの市民が交流可能なコミュニティスペー

スとして整備する。 

健康づくりとまちづくりを連動させた総合的な施策展開と

して、本市のステーションネットワークの中核施設である「コ

ミュニティの駅」として位置づけるものであり、中心市街地

である市役所隣接地という立地性を活かし、まちに市民を呼

び込むことで市民の運動量を自然と増加させ、社会保障費を

抑制するという本市がめざすスマートウエルネスシティの仕

組みの１つとなる施設である。 

・事業期間 平成 26年度～平成 27年度 

・国の補助制度等 社会資本整備総合交付金（国土交通省）を活用 

 

 

 

 

５－４－３ 支援措置によらない独自の取組 

  （１）健康づくり 

    ①ＩＣＴ利活用による個別処方運動プログラムの提供 

    ・事業主体 阪南市 

 ・事業概要 ＩＣＴを活用し、科学的根拠に基づいた個別の健康づく

り処方プログラムを提供。市内に整備するステーションを

健康づくりの拠点として、全域で個人の健康状態の見える

化を図る。 

    ・事業期間 平成 28 年度～ 

                                

    ②運動・スポーツを実践する機会の提供 

    ・事業主体 阪南市 

    ・事業概要 ライフステージに応じた運動・スポーツの教室の開催や、

スポーツ祭、マラソン大会など市民が参加できるイベン
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トを開催し、健康意識を醸成させ、運動習慣者の増加を

図る。 

    ・事業期間 平成 26年度～  

   

    ③栄養指導の充実 

    ・事業主体 阪南市 

    ・事業概要 学校の授業等で食育を実践するとともに、健診結果等か

ら一人ひとりに応じた栄養指導を実施し、生活習慣病の

予防や改善を図る。 

    ・事業期間 平成 26年度～ 

  

    ④受診しやすい環境の整備 

    ・事業主体 阪南市、医療機関  

    ・事業概要 特定健康診査やがん検診のセット健診、休日健診の実施、

医療機関委託での実施など受診機会の増加を図る。また、

健（検）診費用負担を軽減し、受診者の負担軽減を図る。 

    ・事業期間 平成 26年度～ 

      

    ⑤介護予防の充実 

    ・事業主体 阪南市地域包括支援センター 

    ・事業概要 生活機能アンケート調査等を行い、二次予防高齢者を把

握するとともに、介護予防教室を行い、高齢者の介護予

防を図り、健康寿命の延伸を促進する。 

    ・事業期間 平成 26年度～ 

               

  （２）健康意識の向上づくり                           

    ①健幸マイレージ事業 

    ・事業主体 阪南市 

    ・事業概要 健康診査の受診や健康講座などに参加する市民に対し、

ポイントを付与して、抽選で記念品と交換する「健幸マ

イレージ事業」を実施することにより、市民の積極的な

健康づくり活動を促す。 

    ・事業期間 平成 26年度～ 

 

②地産地消の推進 

    ・事業主体 阪南市、阪南市商工会、阪南はなやか観光協会 等 
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    ・事業概要 府内産や近隣産等の地場農産物を活用して、地元の郷土

料理や食材への知識を深め、食習慣や食文化の継承に努

める。また、衛生管理を徹底することで安全、安心な学

校給食を提供する。 

    ・事業期間 平成 26年度～ 

     

③運動や栄養、食生活に関する知識に効果的な啓発 

    ・事業主体 阪南市、社会医療法人生長会 など 

    ・事業概要 はんなん体操やウォーキング、食事のバランスガイドの

普及に努めるとともに、運動を通じた生活習慣病予防、

介護予防に関する知識の普及、一人ひとりに応じた運動

習慣を選択できるよう運動・スポーツに関する啓発を図

る。 

    ・事業期間 平成 26年度～ 

 

  （３）歩いて楽しいまちづくり                         

    ①鳥取ノ荘駅及び駅周辺整備 

・事業主体 南海電鉄・阪南市 

    ・事業概要 阪南市交通バリアフリー基本構想を基本とした道路整備、

歩行者広場、駅施設等のバリアフリー化を行い、歩行者

を対象とした整備をすることで必然的に日常の運動量の

増加を促す。 

    ・事業期間 平成 26年度～平成 28年度 

     

    ②和泉鳥取駅及び周辺整備事業 

    ・事業主体 ＪＲ西日本・阪南市 

・事業概要 駅施設のバリアフリー化および周辺道路の整備を行い、

歩行者を対象とした整備をすることで必然的に日常の運動

量の増加を促す。 

    ・事業期間 平成 26年度～平成 28年度 

    

    ③道路網の安全性の確保 

    ・事業主体 国土交通省、大阪府、阪南市 

    ・事業概要 平成 25年度に策定した「橋梁長寿命化修繕計画」及び平

成 26年度に策定の「道路舗装維持管理計画」等に基づき、

道路網の安全性の確保を図り、歩きやすい環境づくりを
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進める。 

    ・事業期間 平成 26年度～ 

 

    ④府立自然公園の維持管理 

    ・事業主体 大阪府、阪南市 

    ・事業概要 府立自然公園の安全性を確保するため、ハイキングコー

スの整備及び維持管理を行い、健康意識を向上させた市

民が安全に健康づくりに取り組めることが可能となる。 

    ・事業期間 平成 26年度～ 

 

（４）活力・にぎわいづくり                          

  ①阪南スカイタウンへの企業誘致推進事業 

  ・事業主体 大阪府、阪南市 

・事業概要 大阪府と連携し、阪南スカイタウン内への企業立地を促

進し、「住」・「働」が一体化したまちづくりを進める。 

  ・事業期間 平成 26年度～ 

 

  ②阪南市商工会補助事業 

  ・事業主体 阪南市 

・事業概要 東日本大震災の被災地支援の取組として実施されている

「東北コットンプロジェクト」への協力を通じて、本市内

で綿花を栽培・収穫し、その綿糸から新たな製品を生み出

す取組である「阪南コットンプロジェクト」の展開や地元

食材を使用した新たなグルメの創出など、市内企業が新た

な事業展開ができる環境整備の推進や産業観光事業の実

施などを行う商工会に補助金を交付する。 

  ・事業期間 平成 26年度～ 

 

  ③山中渓地区地域振興事業 

  ・事業主体 大阪府、阪南市、山中渓自治会 

・事業概要 紀州街道の宿場町の跡が残る山中渓には、史蹟だけでは

なく、桜、ホタル、わんぱく王国、府立自然公園を通るハ

イキングコースなど四季を通じて人を呼び込む資源がある

ことから、それらのポテンシャルを活かし、公民協働で、

自然、観光、産業などが連携した一体的な地域振興を行い、

まちおこしに取り組む。 
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    ・事業期間 平成 26年度～ 

 

（５）生きがい・きずなづくり                         

  ①生涯スポーツの振興 

・事業主体 阪南市 

・事業概要 市民がスポーツに親しむため、「総合体育大会」、「市民体

育祭」、「健康マラソン」など多くの方にスポーツに親しん

でいただく機会を提供する。また、一人ひとりが気持ちよ

く運動できるよう、スポーツ教室や野外活動事業などを行

い、各自の興味・目的に応じてスポーツに親しめるような

取組を進める。さらに、スポーツニーズに応えることので

きる生涯スポーツ指導者の確保に努めるとともに、指導者

講習会の内容を充実させ、養成し活用する。 

  ・事業期間 平成 26年度～ 

 

  ②市民活動センター運営事業 

  ・事業主体 阪南市 

・事業概要 より多くの市民等のまちづくり参画を促進するとともに、

平成 26 年４月に開館した「阪南市地域交流館」を中心とし

て、市民協働コーディネーター配置により、情報発信や交流、

人材育成、コーディネートの機能強化を図る。 

  ・事業期間 平成 26年度～ 

 

５－５ 計画期間 

  地域再生計画認定の日から平成 33 年度末まで 

 

 

 

６ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

  定量目標の達成状況を確認するために、各指標の年度単位の集計を行い、

結果については、阪南市みらい戦略会議に報告し事業の効果について評価を

行う。評価結果を踏まえ、目標の効果的な実現に向けて必要な計画の見直し

や変更を行う。 

 

 

６－２ 目標の達成状況に係る評価の時期及び評価を行う内容 
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目標 関連事業 平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 

平成 32

年度 

（最終目

標） 

健 康 ポ

イ ン ト

プ ロ ジ

ェ ク ト

の 参 加

者数 

ウォーキ

ングロー

ド・ハイ

キングコ

ースＰＲ

事業 

700 人 800 人 900 人 1,000 人 1,000 人 1,000 人 

ア ン ケ

ー ト で

「 ハ イ

キ ン グ

コ ー ス

に 興 味

ある」、

「 実 際

に ウ ォ

ー キ ン

グした」

と い う

回 答 の

合計 

70％ 72％ 74％ 76％ 78％ 80％ 

健康拠

点にお

ける健

康器具

利用者

（年間） 

コミュニ

ティ施設

を活用し

た地域の

健康拠点

づくり事

業 

 

1,000 人 5,000 人 6,000 人 7,000 人 7,500 人 8,000 人 

健幸マ

イレー

ジ応募

総数 

5,000 通 

 

 

5,000 通 

 

 

 

5,000 通 

 

 

5,000 通 

 

 

 

5,000 通 

 

 

5,000 通 
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介護予

防教室

参加者

数 

介護予防

の充実事

業 

7,500 人 7,500 人 7,500 人 

 

7,500 人 7,500 人 7,500 人 

特定保

健指導

利用率 

受診しや

すい環境

の整備事

業 

40％ 50％ 50％ 50％ 50％ 50％ 

「阪南

ブラン

ド・十四

匠」認定

企業数 

阪南市商

工会補助

事業 

28 社 30 社 30 社 30 社 30 社 30 社 

総合体

育館ト

レーニ

ング室

利用者

数 

生涯スポ

ーツの振

興事業 

19,800 

人 

20,000

人 

20,000

人 

 20,000

人 

20,000

人 

20,000

人 

市民公

益活動

推進研

修参加

者数 

市民活動

センター

運営事業 

45 人 50 人 50 人 50 人 50 人 50 人 

 

６－３ 目標の達成状況に係る評価の公表の手法 

毎年、６月頃に目標値に対する実測値及び目標達成についての状況について、

市ウェブサイト、市民情報コーナーに掲載する。 

 

７ 構造改革特別区域計画に関する事項 

該当なし 

 

８ 中心市街地活性化基本計画に関する事項 

該当なし 

 

９ 商業集積形成等基本計画に関する事項 
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該当なし 


