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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

豊中市まち・ひと・しごと創生推進計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

大阪府豊中市 

 

３ 地域再生計画の区域 

大阪府豊中市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

   本市の人口は、昭和 60年（1985年）の 413,213人をピークに平成 17年（2005

年）386,623 人まで減少傾向にありましたが、この年を起点に微増傾向へと転じ

ており、令和２年度（2020年度）実施の国勢調査の速報値によると 401,818人と

なっています。また、推計人口では令和３年（2021 年）８月１日時点において、

401,233人となっています。しかしながら、少子高齢化は進行していることから、

将来的に本市の人口は減少に転じる見込みであり、国立社会保障・人口問題研究

所によると、令和 22年（2040年）には 382,437人になると推計されています。 

年齢別人口は平成７年（1955年）（国勢調査）から令和３年（2021年）４月時

点（推計人口）にかけて、年少人口は 15.0％から 13.6％、生産年齢人口は 73.9％

から 60.6％と減少傾向にある一方、老年人口は 11.1％から 25.8％に増加してい

ます。 

本市の出生・死亡数の推移をみると、平成 28 年（2016 年）以降、出生数が死

亡数を下回る「自然減」が続いています。令和２年（2020 年）では出生数 3,493

人、死亡数 3,822 人で 329 人の自然減となっています。合計特殊出生率は近年全

国・大阪府の数値を上回っており、平成 30年（2018年）で 1.52 となっています。 

転入・転出数の推移をみると、平成 23 年（2011 年）以降、転入数が転出数を

上回る「社会増」が続いています。令和２年（2020年）では転入数 20,038人、転

出数 18,674 人で 1,364 人の社会増となっています。年齢層別に転出入人口をみ
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ると、45歳未満の年代において社会増が見られます。 

   女性の就労状況についてみると、平成 27 年（2015 年）の国勢調査によると、

特に 30 歳以上 49 歳以下の層で、大阪府を下回っています。この層は、特に出産

や子育て等を機に離職した方が多く、子育て等をしながら就業できる環境を整え

ることで、これらの潜在的な労働力を引き出すことが必要です。 

現在、本市の人口は社会増が自然減を上回っているため、増加傾向にあります

が、今後は自然減が社会増を上回り、全国的な流れと同様、人口減少・少子高齢

化が進むことが想定されており、人口減少が進行することで事業所における次世

代の担い手不足や地域の担い手の減少による地域コミュニティの衰退といった課

題が発生することが懸念されます。 

 これらの課題に対応するため、人口減少・少子高齢化に歯止めをかけるべく、

出生率向上施策と 25～49 歳の働き盛り世代の社会増につながる施策が効果的で

あること、また本市の女性の就業率が低いこと等から、子育て世帯を主なターゲ

ットとしつつ、働き盛り世代にも焦点をあて、本計画において、以下の５つの「基

本目標」に基づき、基本的方向性と具体的な施策を着実に進めていきます。 

 

  基本目標(１) “住みたい”“訪れたい”魅力あふれるまち とよなか 

  基本目標(２)  働く場をつくるまち とよなか 

   基本目標(３)  地域でつながり支え合うまち とよなか 

   基本目標(４)  安心して産み育てられるまち とよなか 

   基本目標(５)  子どもが育ち・学び、社会で活躍するまち とよなか 

 

【数値目標】 

重要業績評価指標（KPI） 

５-２の

①に掲げ

る事業 

ＫＰＩ 

現状値 

（計画開始時

点) 

目標値 

（2024年

度） 

達成に寄与する

地方版総合戦略

の基本目標 

ア 
住み続けたいと感じている

市民の割合 
83.30% 85% 基本目標１ 
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社会増加数 865 人 
５年間で

5000 人増加 

市内の各駅乗降客数  411,610人 411,610人 

イ 

就業率 62.10% 62.10% 

基本目標２ 

市内事業所数 13,044事業所 
13,044 事業

所 

市内事業所の従業員数 127,496人 127,496人 

開業率 5.60% 7.50% 

廃業率 8.67% 
開業率-廃業

率＝0%以上 

ウ 

誰もが安全に安心して暮ら

せる環境が整っているまち

だと思う理由として、地域

住民同士が支えあう環境が

あるからと答えた市民の割

合(対象：18～49 歳) 

21.90% 23.0% 

基本目標３ 校区単位自主防災組織の組

織率 
65.8% 80.0% 

地域自治組織の数 ７団体 15団体 

CSW(コミュニティソーシャ

ルワーカー)相談支援件数 
1,048 件 1,080 件 

とよなか地域創生塾卒塾後

の活動者数 
29 人 30 人以上 

エ 

自然増加数 -246 人 1人以上 

基本目標４ 

子育てがしやすいまちであ

ると感じている市民の割合 
62.20% 65.0% 

合計特殊出生率 1.52 1.53 以上 

待機児童数 0人 0人 
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妊娠出産について満足して

いる者の割合 
78.20% 80.0% 

子育て応援団登録数 185 団体 220団体 

オ 

保育・教育環境が充実して

いると感じる市民の割合 
52.60% 55% 

基本目標５ 

地域や社会をよくするため

に何をすべきか考えること

があると答えた児童・生徒

の割合 

小学校 17.5％ 

中学校 11.5％ 

小学校

17.6％以上 

中学校

11.5％以上 

若者就業率(対象：15～34

歳) 
51.30% 51.30% 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 

５－２のとおり。 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

○ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った法人に対する

特例（内閣府）：【Ａ２００７】 

① 事業の名称 

「みらい創造都市とよなか ～明日がもっと楽しみなまち～」推進事業 

ア “住みたい”“訪れたい”魅力あふれるまち とよなか推進事業 

イ  働く場をつくるまち とよなか推進事業 

ウ  地域でつながり支え合うまち とよなか推進事業 

エ  安心して産み育てられるまち とよなか推進事業 

オ  子どもが育ち・学び、社会で活躍するまち とよなか推進事業 

 

② 事業の内容 

ア “住みたい”“訪れたい”魅力あふれるまち とよなか推進事業 

大阪国際空港や国土幹線道路などの広域交通網をはじめ、新大阪駅にも近
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いという立地特性や発達した地域公共交通のネットワークを活かしながら、

拠点や地域の特性に応じた機能の充実を市民・事業者・行政が連携しながら

進めます。 

【具体的な事業】 

・まちの拠点整備 

・良好な住環境の維持・継承 

・音楽あふれるまち豊中の推進 等 

 

イ 働く場をつくるまち とよなか推進事業 

豊中市の活力を向上させるために、本市の立地を活かした企業誘致や働き

やすい環境づくりを進めます。 

【具体的な事業】 

・若者就労支援 

・産業振興のための企業立地の促進 

・地域産業の活性化に向けた起業・創業支援 等 

 

ウ 地域でつながり支え合うまち とよなか推進事業 

豊中市で自分の暮らしを創造し、地域で健やかに安心した暮らしができる

ような社会システムを整備していきます。 

【具体的な事業】 

・多分野で連携する地域福祉ネットワークの構築 

・地域防災力の充実強化 

・地域自治組織の設立および活動支援 等 

 

エ 安心して産み育てられるまち とよなか推進事業 

豊中市で安心して子どもを産み育てられるとともに、やりがいや充実感を

もって多様な生き方が選択・実現できる環境づくりを進めます。 

【具体的な事業】 

・妊産婦や乳幼児期の親子が外出しやすい環境づくり 

・地域での子育て環境づくり 
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・子育てと仕事の両立の推進 等 

 

オ 子どもが育ち・学び、社会で活躍するまち とよなか推進事業 

未来を支える子どもたちが、豊中市で育ち、学び、「生きる力」を身につ

けた社会の担い手に成長できるよう、様々な取組みを進めます。 

【具体的な事業】 

・確かな学力と体力の向上、豊かな人間性の育成 

・子どもの居場所づくり 

・子ども・若者を総合的に支援するしくみづくり 等 

※ なお、詳細は第２期豊中市まち・ひと・しごと創生総合戦略のとおり。 

 

③ 事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標(ＫＰＩ)） 

４の【数値目標】に同じ。 

④ 寄附の金額の目安 

8,100,000 千円（2021年度～2024年度累計） 

⑤ 事業の評価の方法（ＰＤＣＡサイクル） 

毎年度、７月頃に外部有識者による効果検証を行い、翌年度以降の取組方

針を決定する。検証後、速やかに豊中市ホームページで公表する。 

⑥ 事業実施期間 

地域再生計画の認定の日から 2025 年３月 31日まで 

 

６ 計画期間 

地域再生計画の認定の日から 2025年３月 31日まで 


