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Ⅰ 基本的な考え方 

１ 南箕輪村創生総合戦略とは 

我が国では、平成 20(2008)年をピークとして人口減少局面となり、令和 32(2050)年には 9,700 万

人程度となり、令和 82(2100)年には 5,000万人を割り込む水準にまで人口が減少するとの推計があり

ます。 

さらに、地方と東京圏の経済格差拡大等が、若い世代の地方からの流出と東京圏への一極集中を招

いており、地方の若者が過密で出生率が極めて低い東京圏をはじめとする大都市部に流出することは、

日本全体としての少子化、人口減少につながっています。 

 

人口減少は、地域経済に、消費市場の規模縮小だけではなく、深刻な人手不足を生み出しており、

それゆえに事業の縮小を迫られるような状況も広範に生じつつあります。こうした地域経済の縮小は、

住民経済力の低下につながり、地域社会の様々な基盤の維持を困難としています。 

 

このようななか、国では「東京一極集中の是正」「若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現」「地

域の特性に即して地域課題を解決する」ことを目的として、「まち・ひと・しごと創生法 （平成二十

六年十一月二十八日法律第百三十六号）」が定められました。 

この法律の目的は、以下のように示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

国が策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 26（2014）年 12 月 27 日）」及び「第２期

まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和元（2019）年 12月 26日）」の基本的な考え方や政策５原則、

長野県が取りまとめた「人口定着・確かな暮らし実現総合戦略（平成 27(2015)年 10 月 22 日）」及び

「しあわせ信州創造プラン 2.0（平成 30（2018）年３月 14日）」に即し、南箕輪村創生総合戦略は本

村における将来的な人口減少と地域経済の縮小の克服、まち・ひと・しごとの創生との好循環の確立

を目指します。 

 

 

我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるととも

に、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来に

わたって活力ある日本社会を維持していくためには、国民一人ひとりが夢や希望を持ち、潤いの

ある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な

人材の確保及び地域における魅力ある多様な就業の機会の創出を一体的に推進すること（以下「ま

ち・ひと・しごと創生」という。）が重要となっていることに鑑み、まち・ひと・しごと創生につ

いて、基本理念、国等の責務、政府が講ずべきまち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的か

つ計画的に実施するための計画（以下「まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。）の作成等に

ついて定めるとともに、まち・ひと・しごと創生本部を設置することにより、まち・ひと・しご

と創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施することを目的とする。 
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「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本的な考え方と政策５原則（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本的な考え方 

１．人口減少と地域経済縮小の克服 

・日本の人口は、2008 年をピークとして減少局面にあり、さらに、地方と東京圏との経済格差

等が若い世代の東京圏への一極集中を招き、特に、地方の若い世代が、過密で出生率の極め

て低い大都市圏に流出することが、日本の少子化、人口減少につながっている。 

・人口の減少は、地域経済に多大な影響を与え、事業の縮小を迫られるような状況も広範に生

じつつある。この地方経済の縮小が、東京一極集中と地方からの人口流出に拍車をかけてい

る。 

・地方は、人口減少を契機に、「人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小が人口減少

を加速する」という負のスパイラルに陥るリスクが高い。 

このようなことから、以下の基本的視点から、人口、経済、地域社会の課題に対して一体的

に取り組むことが重要である。 

① 「東京一極集中」を是正する。 

② 若い世代の就労・結婚・子育ての希望を実現する。 

③ 地域の特性に即して地域課題を解決する。 

 

２．まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立 

（１）しごとの創生 

『雇用の質』の確保・向上、特に、若い世代が地方で安心して働くことができる雇用の提供

が必要となる。こうした『雇用の質』を重視した取組や将来に向けて安定的な『雇用の量』の

確保・拡大を実現する。さらに、地域における女性の活躍を推進する。 

（２）ひとの創生 

地方への新しい人の流れをつくるため、しごとの創生を図りつつ、若者の地方での就労を促

すとともに、地域内外の有用な人材を積極的に確保・育成し、地方への移住・定着を促進する

ための仕組みを整備する。くらしの環境を心配することなく、地方でのしごとにチャレンジで

き、安心して子どもを産み育てられるよう、結婚から妊娠・出産・子育てまで、切れ目のない

支援を実現する。 

（３）まちの創生 

「しごと」と「ひと」の好循環を支えるためには、人々が地方での生活やライフスタイルの

素晴らしさを実感し、安心して暮らせるような、「まち」の集約・活性化が必要となる。そのた

め、それぞれの地域の特性に即した地域課題の解決と、活性化に取り組む。 
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また、同法律の第十条第２項及び第３項には、市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略について、

以下のように示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略）  （抄） 

第十条  市町村（特別区を含む。以下この条において同じ。）は、まち・ひと・しごと創生総合

戦略（都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略が定められているときは、まち・ひと・しごと創

生総合戦略及び都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略）を勘案して、当該市町村の区域の実情

に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画（次項及び第三項において

「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。）を定めるよう努めなければならない。  

２  市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略は、おおむね次に掲げる事項について定めるものと

する。  

一  市町村の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関する目標  

二  市町村の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関し、市町村が講ずべき施策に関する基本

的方向  

三  前二号に掲げるもののほか、市町村の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関し、市町村

が講ずべき施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項  

３  市町村は、市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表するよう努めるものとする。 

○「まち・ひと・しごと創生」政策５原則 

（１）自立性 

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。 

（２）将来性 

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。 

（３）地域性 

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。 

（４）総合性 

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。 

（５）結果重視 

施策の結果を重視するため、明確な PDCAメカニズムの下に、客観的データに基づく現状分析

や将来予測等により短期・中期の具体的な数値目標を設定した上で施策に取り組む。その後、政

策効果を客観的な指標により評価し、必要な改善を行う。 
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国では、この法律に基づき平成 26（2014）年 12 月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を公表

し、また、令和元(2019)年 12 月には「第２期 まち・ひと・しごと創生総合戦略」を公表していま

す。長野県では、平成 27(2015)年 10 月 22 日に「人口定着・確かな暮らし実現総合戦略」を公表し、

平成 30(2018)年３月には、総合計画と総合戦略を統合した「しあわせ信州創造プラン 2.0」を公表し

ています。 

 

平成 26(2014)年 12月 27日付け閣副第 979号内閣審議官通知により、市町村でも人口の現状と将来

展望を提示する人口ビジョンを策定し、これを踏まえた、今後５か年の目標や施策の基本的方向、具

体的な施策をまとめた総合戦略の策定が望ましいとされています。 

 

南箕輪村の人口は、国立社会保障・人口問題研究所が示すとおり令和 17(2035)年まで微増傾向が続

き、その後、横ばいから減少傾向に転じると推計されています。当面の間は人口の増加が継続し、他

の市町村のように人口減少が大きな課題とはなっていないものの、いずれは、村内人口は減少に転じ

ることから、現時点から将来を見据えた対策に取り組む必要があります。 

 

そこで、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」、長野県の「人口定着・確かな暮らし実現総合

戦略」、「しあわせ信州創造プラン 2.0」に即した、「南箕輪村創生総合戦略」を策定し、計画的な取り

組みを行うこととしました。  
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２ 南箕輪村第５次総合計画との関係 

南箕輪村では、平成 28(2016)年度を初年度とし、令和７(2025)年度を目標年度とした、南箕輪村第

５次総合計画基本構想及び平成 28(2016)年度を初年度とし、令和２(2020)年度を目標年度とした前期

基本計画に基づき、様々な施策を展開していきます。これら計画は、南箕輪村が実施する様々な施策

の指針となるものです。 

南箕輪村第５次総合計画の目的は、様々な施策を展開することで、南箕輪村の将来像と将来人口目

標を実現することであり、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本的な考え方と合致しています。 

このため、前期基本計画と国が示す政策４分野（①雇用、②人の流れ、③結婚・出産・子育て、④地

域づくり・くらし）との整合を図りながら、具体的な取り組みを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

平成 28年度～37年度（10年間） 

 

■基本計画（前期５年・後期５年） 

基本計画は、基本構想の施策の体系に基

づき、今後取り組むべき主要な施策を各

分野にわたって定めています。計画期間

は、平成 28年度から平成 32年度まで

の５年間を前期計画、平成 33年度から

平成 37 年度までの５年間を後期計画

とします。また、計画の進捗状況や到達

点を絶えず点検評価するマネジメント

システムの確立を目指します。 

■基本構想（10年間） 

基本構想は、本村の特性、村民のニーズ、

時代の潮流、本村の置かれている位置や

直面する課題等を検討し、将来像や基本

目標、そして、それを実現するための施

策の体系等を示すものであり、平成 28

年度を初年度とし、平成 37年度を目標

年度とする 10か年の長期構想です。 

■実施計画（３年間１年ごとに見直し） 

実施計画は、基本計画に示した主要施策

に基づき、具体的に実施する事業を定め

るものであり、事業の優先順位や具体的

な事業内容、財源等を示すことにより、

予算編成の指針となるものです。３か年

計画として別途策定し、ローリング方式

（毎年見直す方式）により毎年見直しを

行い、マネジメントシステムとの連携を

図って、総合計画の進行管理を行いま

す。 

南箕輪村創生 

総合戦略 

■南箕輪村創生総合戦略 

南箕輪村創生総合戦略は、現

在増加傾向にある人口が、将

来、減少に転じる時期を遅ら

せることによって、人口の減

少による地域経済の縮小の

克服、まち・ひと・しごとの

創生との好循環の確立を目

指す５か年の計画です。 

 

前期 平成28年度～令和2年度 後期 令和 3年度～7年度 

令和３年度～７年度 

前期 平成 28年度～令和２年度 後期 令和３年度～７年度 

平成 28年度～令和７年度（10年間） 

          

平成 27年度～令和２年度 
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３ 南箕輪村創生総合戦略の目標設定と検証の枠組み 

 

国の示す政策４分野を基本として、南箕輪村の政策分野を設定し、それぞれの政策分野ごとに「基

本目標」及び「数値目標」を設定します。その際に設定する基本目標の数値目標は、アウトカム指標

＊を基本とします。 

また、各政策分野内の具体的な施策には「重要業績評価指標（KPI：Key Performance Indicators）」

を設定し、事業の進捗管理、計画期間終了後の効果検証の基本とします。 

 

政策ごとの基本目標、施策の指標は、南箕輪村第５次総合計画前期基本計画の数値目標と整合を図

ります。 

 

南箕輪村創生総合戦略の効果検証は、その妥当性・客観性を担保するため、外部有識者等の参画を

得て行います。 

 

＊アウトカム指標：施策・事業の実施により発生する効果・成果（アウトカム）を表す数値。 

           事業を実施することによって直接発生した成果物・事業量（アウトプット）を基にして、その成果として表す

数値が「アウトカム」である。例えば、歩道の整備量はアウトプットであり、それによって生じる交通事故の

減少数をアウトカムという。 

 

４ 計画のフォローアップ 

 

長野県の「長野県人口ビジョン」「長野県総合戦略長野県人口定着・確かな暮らし実現総合戦略」「し

あわせ信州創造プラン 2.0」との整合を図るとともに、毎年、重要業績評価指標（ＫＰＩ）等の数値

目標を基に、実施した施策・事業の効果を検証し、必要に応じて改訂を行います。 

 

取り組みにあたっては、地方創生の財政的支援や「地方創生コンシェルジュ制度」など人的支援制

度を含め、国の支援制度や、「長野県総合戦略長野県人口定着・確かな暮らし実現総合戦略」「しあわ

せ信州創造プラン 2.0」に位置づけられる施策を活用し、政策分野が示す基本目標の実現と南箕輪村

の創生を図ります。 

 

５ 計画期間 

 

本計画の計画期間は以下のとおりとします。 

平成 27(2015)年度～令和２(2020)年度 
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Ⅱ 南箕輪村創生総合戦略の基本事項 

１ 南箕輪村創生総合戦略の目指すべき姿 

南箕輪村創生総合戦略は、人口が減少に転じる時期の遅延とこれに伴うむらづくりの活性化、ま

ち・ひと・しごと創生と好循環の確立を目指します。このことにより、南箕輪村第５次総合計画に示

された将来像である「いつまでも あふれる緑 笑い声～ みんなの笑顔、かがやく自然、安全・安

心の村 南箕輪 ～」を実現します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※表・グラフ中「H32」以降は「R2」等に読み替えてください。 

 

総人口・年齢３区分別人口の推移（将来展望及び長期推計） 

※平成 17(2005)年までは国勢調査結果であり、人口総数に年齢不詳を含む。 

Ｈ２ Ｈ７ Ｈ12 Ｈ17 Ｈ22 Ｈ27 Ｈ32 Ｈ37 Ｈ42 Ｈ47 Ｈ52 Ｈ57 Ｈ62 Ｈ67 Ｈ72

年少人口

割合
19.9% 17.5% 16.5% 16.2% 16.1% 15.5% 14.9% 14.1% 13.9% 14.2% 14.8% 15.3% 15.5% 15.2% 15.2%

生産年齢

人口割合
66.5% 67.9% 67.7% 66.1% 64.1% 62.2% 60.9% 61.0% 60.2% 58.7% 56.1% 54.0% 53.4% 53.9% 54.5%

老年人口

割合
13.0% 14.6% 15.9% 17.7% 19.9% 22.3% 24.2% 24.9% 26.0% 27.2% 29.1% 30.7% 31.1% 30.8% 30.3%

※平成17年までは人口総数に年齢不詳を含む
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※表・グラフ中「H32」以降は「R2」等に読み替えてください。 

 

◆南箕輪村の総人口◆ 
平成 22年 

（2010年） 

令和２年 

（2020年） 

令和 12年 

(2030年) 

令和 22年 

(2040年) 

14,544 人*1 15,323 人 15,680 人 15,877 人 

(*1：平成 22年国勢調査人口) 

◆合計特殊出生率◆ 
平成 22年 

（2010年） 

令和２年 

（2020年） 

令和 12年 

(2030年) 

令和 22年 

(2040年) 

1.64 1.7 1.8 2.07*2 

(*2：人口置換水準) 

◆転出入人口◆ 
平成 22年 

（2010年） 

令和２年 

（2020年） 

令和 12年 

(2030年) 

令和 22年 

(2040年) 

転出超過 

-125人/年*3 

 

（平成 18～22 年平均） 

転入超過 

61 人/年 

転入超過 

55人/年 

転入超過 

49人/年 

転入超過 

44人/年 

(*3：毎月人口異動調査) 

15,084

15,367

15,553
15,654 15,669 15,610

15,491

15,325
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15,877 15,912 15,908 15,855

15,763
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H22
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2035年

H47

2040年

H52

2045年

H57

2050年

H62

2055年

H67

2060年

H72

（人）

上段数値：

将来展望人口

下段数値：

国立社会保障・人口問題
研究所推計準拠

将来展望は、人口

が減少に転じる時
期を１０年間遅らせ

る。
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２ 南箕輪村創生総合戦略の基本事項 

南箕輪村創生総合戦略は、目指すべき姿の実現のため、様々な施策を体系的に実施します。 

（１）基本的な考え方 

１）将来の南箕輪村の人口が減少に転じる時期を遅延させる取り組み 

南箕輪村の総人口は、昭和 40（1965）年の 6,146人から、平成 27（2015）年の 15,016 人（毎月人口

異動調査 4/1 現在）まで増加し、世帯数は、昭和 40（1965）年の 1,361戸から、平成 27（2015）年の 6,045

戸まで増加し続けています。 

しかし、国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計では、令和 17(2035)年まで微増傾向が続

き、その後、横ばいから減少に転じると推計されています。周辺の市町村と比較すると、人口は増

加し続けているという特徴はあるものの、長期的には人口が減少に転じることから、人口減少に転

じる時期を遅らせることを目的として、村内人口を安定化させるには、現時点から取り組むことが

必要です。国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計で、令和 17(2035)年をピークに減少に転

じ、令和 22(2040)年に 15,610 人と推計されている人口について、令和 22(2040)年に 15,877 人と

し、人口減少に転じる時期を令和 27(2045)年とし、その後の減少も緩やかになることを目標としま

す。 

南箕輪村の人口増加の要因は、周辺市町村からの若年層を中心とした人口の流入が転出人口を大

きく上回る社会増加と、出生者数が死亡者数を大きく上回る自然増加です。今後、周辺市町村の地

方創生への積極的な取り組みにより、社会増加が減少する可能性があり、これに伴って自然増加も

減少する可能性があります。 

将来に向けて村内人口を安定化させることは、引き続き転入者数を維持する取り組みと、転出の

抑制、出生者数を増加させることの２つの方向性があります。この２つの対応を同時並行的・相乗

的に進めていくことが人口減少に転じる時期を遅らせるために大変重要となります。 

人口ビジョンでは、人口の現状分析を踏まえ、人口減少問題に取り組む基本的視点として「(1) 転

入・定住のための戦略的な取り組み」「(2) 結婚・妊娠・出産・子育て支援、ふるさと回帰の取り

組み」「(3) 安定して働ける就労場所の確保」を掲げています。 

このような基本的視点に基づく取り組みは、行政のみならず住民や企業も共通の問題意識として

捉え、協働のむらづくりとして取り組むことが大切です。 

 

２）南箕輪村におけるまち・ひと・しごとの創生と好循環の確立 

都市部には、仕事等の条件がかなえば地方への移住を希望する人が４割いるとの調査結果があり

ます。将来に向けて村内人口を安定化させることには、「しごと」をつくり、「しごと」が「ひと」

を呼び、「ひと」が「しごと」を呼ぶ好循環を形成する必要があります。 

しかし、村内企業の振興を図り、新たな雇用を確保しつつも、南箕輪村の限られた土地の中で、

多くの「しごと」を作ることは難しく、近隣の市町村との連携による「しごと」の確保を目指し、

良好な住環境の形成による「ひと」の増加を目指します。 

また、大学、専門学校等に進学した「ひと」が、「しごと」を求めて流出していることからも、「し

ごと」の確保を目指し、住み慣れた地に帰ってくることによる「ひと」の減少の抑制も目指します。 

多くの若者が住む村を形成するとともに、子どもを産み育てやすい社会をつくり出すことが必要

です。 
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（２）南箕輪村総合戦略の基本方針 

南箕輪村の人口が減少に転じる時期を遅延させるために、職住近接を基本とした地域経済の活性化

と村民の生活の質の維持・向上、交流のさらなる活性化により、南箕輪村が将来にわたって「住んで

みたい」「住みやすい」地域であり続けられるよう取り組みます。 

具体的には、首都圏の人々との交流や近隣市町村との連携、新たな技術の活用等が挙げられます。

「関係人口」を増やす取組みや定住自立圏や広域連合や上伊那地域と連携した取組み、Society5.0の

実現に向けた技術を活用した取組みを行うことで、より一層の地域の経済の活性化、首都圏の人々と

の交流の活性化につながるよう推進します。 

また、地方創生への取組みは、一過性なものにならないよう、持続可能なまちづくりを意識した取

組みが必要です。国が推進している SDGs（持続可能な開発目標）の理念を踏まえた地方創生を推進し

ます。 

それから、結婚、妊娠、出産、子育てについて切れ目ない支援を行うことで、人口の自然増加を維

持するための施策を推進します。 
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Ⅲ 南箕輪村創生総合戦略 

（１）立地特性を生かした職住近接のむらづくり 

（国の基本目標① 稼ぐ地域のつくるとともに、安心して働けるようにする） 

（国の横断的な目標① 多様な人材の活躍を推進する 目標② 新しい時代の流れを力にする） 

（１）基本目標 

○産業の活性化・地域間連携・多様な働き方による雇用の安定化、新たな雇用の創出 

産業の振興による「働く場の確保」は、地域の活力と持続可能な地域づくりに必要不可欠です。

本村の主要な産業は製造業であり、村民は村内外の企業に勤めています。村内の企業を支援し雇用

を創出するとともに、本村の立地を最大限活用し、近隣市町村へ通勤する村民への支援も行います。

このことにより、雇用の安定化と新たな雇用の創出、職住近接による人口の増加を目指します。 

数値目標 基準値(H25) 目標値（R２） 

製造品出荷額（４人以上事業所） 596億 7573万円 792億円 

事業所数（事業内容不詳を含む） 622（H26） 631 

従業者数（村内企業の従業員数） 6,807人(H26) 6,840人 

 

（２）講ずべき施策に関する基本方向 

○産業の魅力向上と商工業の活性化による雇用の場の創出 

商工会との連携のもと商店個々の経営の効率化、サービスの向上、既存企業の経営力の強化、設

備の更新等による近代化に向けた支援とともに、農業と商工業が連携した取り組みを進め、商工業

の活性化による雇用の場を創出します。 

 

○近隣市町村との雇用連携及び支援 

製造業従事者は、村内だけでなく近隣市町村の企業に勤めていることから、本村の立地を生かし

た近隣市町村との連携による、近隣市町村へ通勤する村民への支援も行うことにより、雇用の安定

化と新たな雇用の創出、村内での定住を目指します。 

 

○南箕輪ブランドによる産業振興と担い手の育成 

「南箕輪ブランド」を目指す農産物の生産、加工・販売を進めるとともに、６次産業化による産

業振興などにも取り組みます。これを牽引役として、多くの農地を有効に活用する担い手農家、農

事組合法人などへの農地の集約を支援し、効率的な農業の展開による魅力ある農業の創出と、農業

法人等による雇用の場の創出を図ります。 

 

○多様な働き方を視野に入れた支援 

Ｕ・Ｊ・Ｉターンによる移住者は、就労の場の確保を前提とした移住を検討しており、これら移

住者の就労支援は、移住を促すための重要な項目です。そのため、就労の場の確保をはじめ、従前

地でのスキルを活かした起業・創業への支援をします。また、子育て支援として、経済的な負担の

軽減を図るため、子育て世代の女性が働きながら子どもを育てられる社会環境を整えます。 
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（３）具体的な施策・施策ごとの重要業績評価指標 

施策① 商工業・サービス業の振興による雇用の創出 

数値目標 基準値(H25) KPI（重要業績評価指標 R２） 

製造品出荷額（４人以上事業所） 596億 7573万円 792億円  

企業振興補助金交付事業所数 12社 18社 

村・県制度資金申請件数 73件／年 80件／年 

 

１）商工業・サービス業の安定・拡大を図る経営支援 

商工業・サービス業の安定・拡大を図るため、村・商工会や関係機関と連携し、融資制度・企業

振興などを充実、販路拡大のための補助支援を行います。また、国・県とも連携し、新商品開発や

新規事業進出、技術革新・IT化、再生支援、雇用・人材育成、経営安定等、地域企業の高度化と経

営基盤の強化を促進し、地域産業の活性化とともに安定した雇用を創出します。 

内容 担当課 

○空き店舗の有効活用への支援 

○商工業経営の支援のための制度資金等の充実 

○地域企業の高度化と経営基盤の強化のための融資・補助制度の充実 

○地域産業を支えるための人材確保への支援 

産業課 

２）企業誘致の推進 

商業については、主要道路の整備に伴い、沿線の商業ゾーンが変わりつつあります。適正な商業

ゾーンの形成により、既存商店との共存による商業振興を促進します。また工業についても適正な

工業ゾーンの形成により、工業振興を図ります。その上で、高速道路 IC が至近で自然災害が少な

い立地特性を生かし、周辺の土地利用情報の提供などにより、企業の積極的な誘致を図ります。特

に、村の特産品づくりも視野に入れた企業情報を収集・発信し、企業の誘致を推進し、地域産業の

活性化とともに安定した雇用を創出します。 

内容 担当課 

○商業ゾーン・工業ゾーンを形成するための土地利用誘導 

○商工会、その他関係機関と連携した企業用地の確保 

○企業情報の収集と優良企業の誘致 

産業課 

３）起業家・ベンチャー企業の育成 

商工会や関係機関と連携し、地域産業の従事者やＵ・Ｊ・Ｉターン希望者、既存の企業の退職者

等の中から、起業の意向を持った人材の把握を行い、起業塾等を通して育成を図ります。また、融

資・補助制度を有効に組み合わせた活用方法等を紹介・あっせんし、新企業の育成による雇用の場

の創出を支援します。 

内容 担当課 

○商工会や関係機関と連携した起業意向の把握と人材育成への支援 

○起業を支援するための「創業・ベンチャー支援制度」と村の融資制度を組み

合わせた支援制度の充実 

産業課 

  



 
南箕輪村創生総合戦略 

13 
 

施策② 魅力的な農業経営の確立 

数値目標 基準値(H25) KPI（重要業績評価指標 R２） 

耕作放棄地面積 11.1ha 9.0ha 

効率的経営体が地域の農用地に占

める面積のシェア 
57％ 64％ 

認定農業者数・認定新規就農者数 45人 52人 

 

１）地域営農システムの充実・強化 

農業従事者の高齢化等による担い手不足対策として、農地の集約化や農事組合法人等の組織強化

を推進します。また、人・農地プランに位置づけられている中心経営体、認定農業者、認定新規就

農者等の発掘、育成、支援を充実させます。 

内容 担当課 

○農業生産基盤の強化のための優良農地の集約化支援 

○認定農業者の育成、農作業の受委託業務等、新たな農業の担い手育成への

支援 

○効率のよい農業経営を目指す農業の近代化・法人化への支援 

○営農センター活動強化への支援 

○生産性向上や特産品開発等、信州大学農学部、南信工科短期大学校、上伊

那農業高等学校、村内企業との連携への支援 

産業課 

２）戦略的な農業の展開 

新たな市場開拓を展開するために、都市消費者のニーズ等、マーケティングの体系的な情報収集

及び分析を行うとともに、ＪＡ等の実施主体と連携し、販売体制の強化や消費者との提携、多品種

少量生産・販売等の新しい生産・販売手法の展開を促進します。また、「南箕輪ブランド」の特産

品の開発・生産・情報発信・販売を促進します。 

内容 担当課 

○６次産業化の推進のためのマーケティング調査の実施 

○産学官連携による６次産業化の推進への支援 

○環境保全型農業、地産地消への取り組み支援 

○農業者同士や消費者との交流支援 

○新しい生産、販売手法展開への支援 

○南箕輪ブランドの特産品づくりや情報発信への支援 

産業課 
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施策③ 移住者や女性の就業支援 

数値目標 基準値(H25) KPI（重要業績評価指標 R２） 

就労情報へのアクセス数 ― 18,000件/年 

就労に必要な学習会の開催数 ― ４回/年 

女性のための研修制度開催数 ― ７回/年 

 

１）企業等人材確保の支援 

地域産業を支える人材の確保に向けて、若者や女性・退職者の再就職支援や、Ｕ・Ｊ・Ｉターン

の促進のためにインターネット等を通じた積極的な情報発信を進めます。また、商工会・その他の

関係機関と連携し、若者や女性、退職者等が時代の変化に対応した職業知識・能力を高められるよ

う、ＩＴ学習や接遇研修等、幅広い学習機会を提供し、人材の育成を図るとともに、再就職支援や

地域産業活性化等に取り組みます。 

内容 担当課 

○企業、団体、県、上伊那地域の市町村と連携した人材確保等の取組 

○Ｕ・Ｊ・Ｉターン者への就職情報などの発信 

○インターンシップや就労に必要な学習機会の提供などによる就職支援 

○自動車教習所とタイアップした就職準備合宿など、若者人材を確保する仕

組みの構築 

地域づくり推進課 

産業課 

２）女性の就労支援 

働きながら子どもを育てられる社会環境を形成するため、「こども館」、「放課後児童クラブ」等

の充実を図り、保護者や村内の企業・事業所に対して、男女雇用機会均等法や女性活躍推進法、育

児・介護休業法の遵守に向けた周知、啓発を行い、仕事と子育てを両立しやすい労働環境の整備を

促進します。 

商工会・南信工科短期大学校、その他関係機関と連携し、子育て世代女性が時代の変化に対応し

た職業知識・能力を高められるよう、ＩＴ学習や接遇研修等、幅広い学習機会を提供し、人材の育

成を図るとともに、再就職支援に取り組みます。 

内容 担当課 

○仕事と子育てを両立しやすい就労環境整備への支援 

○子育て世代の女性の就職を促すための研修制度への支援 

地域づくり推進課 

産業課 
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（２）若者定住と郷土愛の醸成による帰って来たいむらづくり 

（国の基本目標② 地方とのつながりを築き、地方への新しい人の流れをつくる） 

（国の横断的な目標① 多様な人材の活躍を推進する 目標② 新しい時代の流れを力にする） 

（１）基本目標 

○魅力ある住環境、若者が移住・定住するむらづくり 

居住人口の増加は、「人口維持」の基本であり、地域コミュニティや地域経済の維持等全てにお

ける基本です。本村は、用途地域が指定されている区域以外の農地の多くは農業振興地域となって

いますが、用途地域指定地を中心に積極的に宅地化を図ります。また、住宅地や住宅の取得、空き

家の有効活用などへ支援を行います。特に、子育て世代の若者の住宅取得や定住に対して、積極的

な支援を行います。さらに、様々な施策展開によって、人口の減少抑制とバランスのとれた年齢構

成を実現します。 

数値目標 基準値(H25) 目標値（R２） 

住民基本台帳人口 14,890人 15,323人 

社会増減 転入者数 ＞ 転出者数 転入者数 ＞ 転出者数 

 

（２）講ずべき施策に関する基本方向 

○住宅・宅地が取得しやすく魅力ある住環境づくり 

 住宅・宅地対策を積極的に推進し、移住を希望する若者や子育て世代などに住宅・宅地が取得し

やすい環境を整えます。また、公園や市民農園など住宅地周辺の環境の向上を図り、村民も移住者

も末永く居住したくなる南箕輪村を目指します。 

 

○移住・交流に係る情報発信とサポート体制の充実 

 南箕輪村への移住を希望する若者や子育て世代、田舎暮らし希望者へ、様々な情報を発信すると

ともに、住居や就職などのサポート体制の充実を図り、村内への移住と定住を促進します。 

 

○南箕輪村の魅力創出と都市圏との交流の促進 

 南箕輪村の地域資源の魅力を創出・活用し、村のサービスと消費者が接触する情報と、それらを

伝達するメディア、消費者の経験、意思なども加えてでき上がるイメージ全体、いわゆるブランド

価値を向上させます。また、都市圏との交流事業を展開することにより、南箕輪村への人の流れを

つくります。 

 

○地元出身学生の帰郷への取り組み 

 南箕輪村出身の若者が、大学等への進学により村を離れた後、就職等に際して帰郷したくなる郷

土愛の醸成と、帰郷することができる体制を整備します。 

 

○地元大学生の定着 

 信州大学農学部の学生の多くは南箕輪村に居住しています。産学官連携事業の推進や南箕輪村の

魅力発信と交流事業などにより、地元企業への就職や定住するきっかけをつくります。 
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（３）具体的な施策・施策ごとの重要業績評価指標 

施策① 安全で快適な住宅・住環境づくり 

数値目標 基準値(H25) KPI（重要業績評価指標 R２） 

下水道普及率 99.8％ 99.90％ 

水洗化率 84.5％ 93.0％ 

南箕輪村公園施設長寿命化計画に

よる大芝公園施設整備箇所数 
― 10箇所 

市民農園面積 2,167m2 2,800m2 

 

１）住宅・宅地対策 

住宅供給事業者と連携して、南箕輪村内での住宅情報や周辺情報など様々な情報を多元的に発信

することや相談体制を充実させます。さらに、民間事業者との調整、協議等により、適正な住宅地

開発を促すことで、効率的に社会基盤を整備します。 

また、より安全で快適な住宅・住環境とするために、生活道路・下水道の適正な整備・維持管理

等、快適な居住環境づくりを進めます。 

内容 担当課 

○村内での住宅情報や周辺情報など様々な情報発信と相談体制の充実 

○民間事業者との調整による乱開発防止等の取り組みの研究 

○公共施設等総合管理計画に基づく住宅等の適正な維持管理の推進 

○生活道路、下水道の適正な維持管理・整備等による安全で快適な住宅・住環

境の創出 

地域づくり推進課 

建設水道課 

２）村民の憩いの場の創出 

南箕輪村公園施設長寿命化計画に基づく身近に利用できる公園や広場、子どもの遊び場としての

小規模の公園の整備、公園の安全な環境づくりとユニバーサルデザイン化、地域住民との協働によ

る公園管理を進め、地域の魅力を向上させます。 

また、現在のふれあい農園の充実、また耕作放棄地化した農地を活用し、更なる市民農園の拡大

等による、村民の余暇活動の充実、癒しやふれあいのある農業体験の推進を図ります。 

内容 担当課 

○住民協働による公園の魅力向上への取り組み 

○村民の余暇活動の充実等を図るための市民農園の整備・拡大への取り組み 

産業課 

建設水道課 
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施策② 村内移住・定住・若者回帰の推進 

数値目標 基準値(H25) KPI（重要業績評価指標 R２） 

移住、定住情報へのアクセスユーザ

ー数 
― 5,000ユーザー/年 

転入に伴う１戸建世帯の区への加

入率 
89％ 90％ 

 

１）情報提供の充実・促進 

村外からの移住者は、南箕輪村内の行政サービスや住宅・土地情報等を求めています。住宅情報

や周辺情報などを様々なメディアを通じて情報発信することや相談体制を充実させることで、移住

希望者の不安を解消し、移住・定住の促進を図ります。 

内容 担当課 

○移住・定住に関わる情報の一元的な発信への取り組み 

○情報発信における様々なメディア対応、ＳＮＳの活用 

○県、他市町村の取り組みとも連携し、市町村域を越えた情報発信や移住相

談窓口の設置を支援するなど、広域単位での官民一体となった移住・定住

促進への取り組み 

○集落支援員による多様なニーズに対応した住宅情報の集積と提供 

○定住自立圏形成協定の締結による、空き家の利活用・バスによる行政区域

間縦断路線の運行・こども館の活用による子育て支援等への取り組み 

○空き家バンクの活用 

地域づくり推進課 

２）移住・定住への支援 

移住者が、新たな地で不安を抱くことなく、生活を始められるための体制づくりと、地域での受

け入れ態勢の整備を図ります。 

内容 担当課 

○移住者と地元住民による移住を支援するサポーターの組織化 

○Ｕターン者を受け入れる地域づくりの推進 

○多様な住民間交流イベント、コミュニティ活動等への支援 

○区・組への未加入者の加入促進への取り組み 

総務課 

地域づくり推進課 
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施策③ 南箕輪の魅力開発とブランドづくり 

数値目標 基準値(H25) KPI（重要業績評価指標 R２） 

観光ＰＲイベント開催数 11回/年 18回/年 

大芝高原の利用者数 616,435人/年 620,000人/年 

経ヶ岳・権兵衛峠の登山者数 3,500人/年 4,400人/年 

「ふるさと名物」商品化件数 ― ８件以上 

 

１）大芝高原の活用推進 

森林の持つ“癒し効果”を活用した健康増進やリハビリテーション等、体験型の観光等を取り入

れた、新たなサービスの提供や人材の育成を図ります。また、地域農業と連携した「南箕輪ブラン

ド」の特産品の開発・販売を促進します。さらに、大芝高原を観光・スポーツ・各種イベント等幅

広く、冬期間の利用も可能とした通年有効に利用できる場所とし、南箕輪村のシンボル的な場所と

してより一層の充実を図ります。このことにより、より多様な交流を創出し、地域の魅力の向上と

移住や定住へのきっかけを創ります。 

内容 担当課 

○大芝高原の魅力化の推進 

○大芝高原施設の利用促進 

○癒しの森として活用するための調査・研究、施設整備 

○関係機関との連携による信州大芝高原みんなの森の魅力向上 

産業課 

２）新しい南箕輪村の魅力開発 

庁内プロジェクトチームや村民ワークショップにより、南箕輪村に眠る素材の発見、文化・伝統

の再認識と新しい南箕輪村の良さの創出（開発）を目指します。 

また、観光と農業が連携し、米・野菜・果樹等の作物を活用した観光農園の整備、オーナー制度

の推進、地域のニーズや消費者志向にあった農産物の加工、南箕輪村独自のブランド特産品の開

発・生産・販売等、６次産業化を促進し、地域の魅力の向上を図ります。 

さらに、「もうひとつの南箕輪村」である村の飛地にある経ヶ岳（日本二百名山）・権兵衛峠の登

山道整備やＰＲなどを行い、登山者の増加を図ります。 

内容 担当課 

○経ヶ岳バーティカルリミットなど南箕輪村らしい地域資源の活用への取り組み 

○経ヶ岳及び権兵衛峠の登山者の誘客促進 

○観光農業の促進への支援 

○生産性向上や特産品開発等、信州大学農学部、南信工科短期大学校、上伊那

農業高等学校、村内企業との連携への支援 

○地域おこし協力隊との協働による「ふるさと名物」商品化への取り組み支援 

○村の魅力向上・情報発信を牽引する観光協会、商工会等の体制の強化 

産業課 

３）関係人口の創出・拡大の推進 

村の魅力を発信し、まずは村を知ってもらう取組みを重点的に行い、新たな観光交流人口を呼び

込みます。その上で、村の良いモノ・コトの体験を通して、「南箕輪村ファン」を増やし、継続的

な村との関わりを構築し、関係人口の増加を図ります。そうすることで、移住への機運の高揚を図
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り、転入人口の増加を目指します。 

内容 担当課 

○既存イベントの見直しと新たなイベントの企画・開催への支援 

○体験交流・滞在交流への素材提供への取り組み 

○周辺市町村との連携による周遊観光圏の形成などの観光連携の取り組み 

産業課 
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（３）安心して子どもを産み育てることのできるむらづくり 

（国の基本目標③ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる） 

（国の横断的な目標① 多様な人材の活躍を推進する 目標② 新しい時代の流れを力にする） 

（１）基本目標 

○若い世代が結婚・出産・子育ての希望が実現できるむらづくり 

子どもの増加は、地域の活力を増加させるとともにバランスのとれた年齢構成を形成することが

できます。南箕輪村の合計特殊出生率は 1.6前後となっています。 

南箕輪村の「将来展望人口」を実現し、人口減少に転じる時期を遅らせるためには、合計特殊出

生率を上昇させることが必要であり、そのために、結婚への支援や子育て世代への切れ目のない支

援に取り組みます。さらに、将来の定住のための取り組みとしての子どもの郷土愛の醸成への取り

組みを拡充します。 

数値目標 基準値(H25) 目標値（R２） 

合計特殊出生率 1.64 1.70 

住民基本台帳人口 14,890人 15,323人 

 

（２）講ずべき施策に関する基本方向 

○出産・子育てへの多面的でニーズに応えた支援 

少子高齢化と核家族化が進む中で、家族・地域・雇用など子どもや子育てを取り巻く環境は変化

しています。子どもを取り巻く環境の変化を踏まえ、南箕輪村の子どもたちが健やかに育つように

多面的なニーズに応えた子育て支援を推進します。 

 

○落ち着いて学校生活を送れる環境づくりときめ細やかな教育の実現 

南箕輪村の豊かな自然環境を生かし、落ち着いて学校生活を送ることができる環境づくりを進

め、きめ細やかな教育内容の充実を図り、子どもたちの学力レベルの向上、健康と体力の増進、心

の豊かさと生きる力、そして郷土愛を育みます。 

 

○様々な活動を通した地域ぐるみの子育て 

 子どもたちの体力を向上させるとともに、次世代を担う人材を育成するためのスポーツ活動や、

地域の個性や独自性を生み出し、地域活性化と密接な結びつきがある文化・芸術活動を推進します。

子どもたちが地域における様々な体験を通じ、将来への夢を育み、目標をつかむとともに、生活知

識や社会知識を身につけられる教育を推進します。 
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（３）具体的な施策・施策ごとの重要業績評価指標 

施策① 妊娠出産・子育て支援の充実 （重点施策） 

数値目標 基準値(H25) KPI（重要業績評価指標 R２） 

妊娠、出産、育児に関する相談・

支援回数 
120回/年 135回/年 

乳幼児検診受診率 95.9％ 96.0％ 

登下校見守りボランティア登録者

数（小学校２校合計） 
98人（H30） 180人 

ノーテレビ・ノーゲームデーの促

進実施保育園数（取組み確認実施

保育園数） 

１園（H30） ２園 

出会いイベントの開催数 ２回/年 ４回/年 

 

１）母子保健の充実 

母子保健事業により、妊娠や出産、育児に関する知識の普及と相談・支援体制の充実を図ります。

また、不妊治療に対する県の補助制度や相談センター等についての情報の提供を行うとともに、経

済的負担軽減のため不妊治療費の助成を行うことで、妊娠や出産に関する不安の解消や経済的負担

の軽減を図ります。 

内容 担当課 

○妊娠出産、育児に関する切れ目のない相談・支援体制の充実 

○食育を含めた小児生活習慣病予防教育等への取り組み 

○不妊治療についての情報提供と治療費助成 

健康福祉課 

２）地域ぐるみの子育て支援 

核家族世帯の増加、女性の社会進出、子育てに対しての孤立感や負担感を持つ家庭の増加など、

子育てをめぐる現状と課題に対し、地域ぐるみで子育ての支援を推進し、安心して子どもを産み育

てられる環境づくりに取り組みます。 

内容 担当課 

○家庭児童福祉相談の機能強化、子育て教育支援相談室等、養育・育児に関す

る相談機能の充実 

○子育て支援拠点「こども館」の機能の充実 

○保育園や子育て支援団体等関係機関の連携強化による地域で子育てを支え

る体制の整備 

○子育て支援施設の活用と保護者同士の交流機会の拡充への支援 

○子育て支援に取り組む人材の発掘・育成 

子育て支援課 

 

教育委員会事務局 

３）保育の充実 

女性の社会進出と就労形態の多様化にともなない、量的・質的に保育ニーズが高まっていること

から、仕事と子育てを両立しやすい保育サービスの充実と放課後児童の安全・安心の創出と健全育

成を図り、安心して働き続けることができる環境を支援します。 



 
南箕輪村創生総合戦略 

22 
 

内容 担当課 

○保育園絵本読み聞かせの推進 

○総合的・計画的な子育て支援の推進 

○保護者の就労形態の多様化に応じた保育サービスの充実 

○様々な体験を通じた保育内容の充実と保育士の資質向上への取り組み 

○全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごすこと等ができる放課後の居場所

づくり 

子育て支援課 

 

教育委員会事務局 

４）結婚の支援 

20 歳から 49 歳を対象とした村民アンケートでは約３分の１が独身という結果になりました。40

歳未満の女性だけを見ても同様の結果となっています。そのうち、約 65%は結婚の意思を示してい

ますが、多くは出会いの場が無いことや、結婚を意識する異性との出会いが無いことを理由として

回答しています。結婚は、妊娠、出産への第一歩であり、子どもの数を増やすことのできる重要な

取り組みです。村では、積極的に出会いや結婚を支援する取り組みを行います。 

内容 担当課 

○多様な出会いの場の創出と結婚相談への取り組み 

○出会いから結婚まで支援する世話人やサポーターの育成 
地域づくり推進課 
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施策② 教育の充実 

数値目標 基準値(H25) KPI（重要業績評価指標 R２） 

体験学習実施時間数（小中学校平均） 27時間/年 40時間/年 

キャリア教育・郷土教育実施時間 

（小中学校平均） 
15時間/年 20時間/年 

わくわくクラブ会員数 1,441人 1,500人 

スポーツ施設利用者数 118,261人 121,600人 

 

１）就学前教育の充実 

就学前の子どもたちに対し、子育てグループや地域のボランティア等と連携し、異年齢及び世代

間交流を兼ねた多様な学習機会の充実を図ります。また、円滑に小学校生活へ移行することができ

るよう、保育園と小学校の交流や、体験入学、巡回指導等を行うなど、家庭と保育園・幼稚園と小

学校との連携を強化し、安心して子どもの就学を迎えることのできる体制の充実を図ります。 

 

内容 担当課 

○子育て支援グループ等との連携による多様な学習機会の充実 

○子どもや村民の交流拠点としての「こども館」の機能の充実 

○家庭と保育園・幼稚園と小学校との連携強化 

子育て支援課 

教育委員会事務局 

２）義務教育の充実 

児童・生徒一人ひとりに「確かな学力」が身につくよう教職員研修の充実・推進、児童・生徒数

の増加に対応するための学校教育施設・設備の整備・充実を図り、それぞれの学校での特色ある教

育活動を支援します。また、放課後や休日の子どもたちの居場所づくり・遊び場づくりとして、こ

ども館や放課後児童クラブ施設、学校を有効活用しながら、学校・家庭・地域が一体となり地域ぐ

るみで子どもを育てる体制をつくります。これらの取り組みにより、子どもたちの郷土愛の醸成と

安心・安全な子どもの居場所づくりを推進します。 

 

内容 担当課 

○児童・生徒数の増加に対応するための学校教育施設・設備の整備・充実 

○小学校・中学校の小人数学級等の推進 

○通学路安全プログラムを基本とした通学路等の安全確保の取り組み 

○基礎学力、感性を養う学習等の充実 

○健康と体力の増進を図るための食育の推進 

○「生きる力」「社会生活での自立」に向けた教育の充実 

○「総合学習の時間」を通じた社会体験を取り入れた学習機会の充実 

○英語学習やＩＣＴを活用した個性や自主性をのばすキャリア教育の推進 

○郷土愛を醸成するための、郷土に対する理解や愛着を持てる学習の推進 

地域に開かれた学校づくり 

○地場農産物の利用による地産地消の推進と安全・安心な給食への取り組み 

○中学校における地域企業への理解を深めるための職場体験等の取り組み 

子育て支援課 

 

教育委員会事務局 
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３）就学への支援 

人は、平等に教育を受ける権利を有しています。しかし、経済的な理由や国籍等により、就学に

支障を来している児童・生徒がいます。また、村では小学校を２校、中学校を１校設置しています

が、一部地域では遠距離により通学に不便な地域があることから、通学の負担軽減への取り組みを

行います。 

内容 担当課 

○就学困難な児童・生徒への経済的な支援 

○外国籍児童・生徒への教育支援の推進 

○遠距離通学対策としてのスクールバスの運行の継続 

教育委員会事務局 

４）地域に開かれた学校づくり 

子育ては、家庭、学校等、地域が一体となり取り組むことが求められています。村では、「地域

に開かれた学校」の推進による子育て環境の充実や、安心・安全な居場所づくりを通じて、子育て

の支援に取り組みます。 

内容 担当課 

○学校を使っての地域連携イベントの開催の推進 

○保護者や村民の参画による開かれた学校づくりの推進 

○ボランティア等による、学校・家庭・地域が一体となった子どもを育てる体

制の整備 

教育委員会事務局 

５）スポーツ活動の推進 

子どもにとってスポーツは、生涯にわたってたくましく生きるための健康や体力の基礎を培うと

ともに、公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培うなど人間形成に重要な役割を果たすものです。 

村内でのスポーツ活動を一層促進し、子どもが社会の中で健康で、公正さと規律を守りつつ生活

していく心を培います。 

内容 担当課 

○子ども・若者のスポーツ・レクレーション活動、スポーツイベント等への支援 

○村民のライフステージに合わせたスポーツイベントの情報提供 

○総合型地域スポーツクラブＮＰＯ法人「南箕輪わくわくクラブ」の活動支援 

○スポーツ・レクリエーション団体等の育成・強化、活動への支援 

教育委員会事務局 

６）文化・芸術活動の推進 

子どもたちの豊かな創造力・想像力や思考力、コミュニケーション能力などを養うとともに、将

来の芸術家などを育成し、優れた文化芸術を創造するために、文化・芸術活動を一層促進していき

ます。このことにより、地域の個性や独自性を生み出すことで、地域を活性化し、郷土愛の醸成に

繋げていきます。 

内容 担当課 

○各種団体と連携した子ども・若者の文化・芸術活動への参加支援 

○学校教育や文化講座等による文化財・伝統文化研究の促進 

○村主催文化・芸術イベントの開催 

○文化・歴史の継承に取り組む地域団体への支援 

地域づくり推進課

教育委員会事務局 
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施策③ 移住者や女性の就業支援（再掲） 

数値目標 基準値(H25) KPI（重要業績評価指標 R２） 

就労情報へのアクセス数 ― 18,000件/年 

就労に必要な学習会の開催数 ― ４回/年 

女性のための研修制度開催数 ― ７回/年 

 

１）企業等人材確保の支援 

地域産業を支える人材の確保に向けて、若者や女性・退職者の再就職支援や、Ｕ・Ｊ・Ｉターン

の促進のためにインターネット等を通じた積極的な情報発信を進めます。また、商工会・その他の

関係機関と連携し、若者や女性、退職者等が時代の変化に対応した職業知識・能力を高められるよ

う、ＩＴ学習や接遇研修等、幅広い学習機会を提供し、人材の育成を図るとともに、再就職支援や

地域産業活性化等に取り組みます。 

内容 担当課 

○企業、団体、県、上伊那地域の市町村と連携した人材確保等の取組 

○Ｕ・Ｊ・Ｉターン者への就職情報などの発信 

○インターンシップや就労に必要な学習機会の提供などによる就職支援 

○自動車教習所とタイアップした就職準備合宿など、若者人材を確保する仕

組みの構築 

地域づくり推進課 

産業課 

２）女性の就労支援 

働きながら子どもを育てられる社会環境を形成するため、「こども館」、「放課後児童クラブ」等

の充実を図り、保護者や村内の企業・事業所に対して、男女雇用機会均等法や女性活躍推進法、育

児・介護休業法の遵守に向けた周知、啓発を行い、仕事と子育てを両立しやすい労働環境の整備を

促進します。 

商工会・南信工科短期大学校、その他関係機関と連携し、子育て世代女性が時代の変化に対応し

た職業知識・能力を高められるよう、ＩＴ学習や接遇研修等、幅広い学習機会を提供し、人材の育

成を図るとともに、再就職支援に取り組みます。 

内容 担当課 

○仕事と子育てを両立しやすい就労環境整備への支援 

○子育て世代の女性の就職を促すための研修制度への支援 

地域づくり推進課 

産業課 
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（４）誰もが安心して暮らし続けられるむらづくり 

（国の基本目標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） 

（国の横断的な目標① 多様な人材の活躍を推進する 目標② 新しい時代の流れを力にする） 

（１）基本目標 

○あたりまえに安心して暮らし続けられるむらづくり 

「しごと」と「ひと」の好循環を支えるためには、「むら」が活力を発揮するとともに、村民の

誰もが安心して暮らし続けられる「むらづくり」が必要です。そのため、様々な主体が連携するこ

とによる村民の安心の創出と生活に必要なサービス機能を提供し、地域での支え合いと豊かな自然

の中、住み慣れた地域で快適な生活を送り続けることのできる環境の創出を支援します。 

数値目標 基準値(H25) 目標値（R２） 

むらへの愛着度（18歳以上の村民） 78.8％ 78.8％以上 

今後の定住意向（18歳以上の村民） 88.2％ 88.2％以上 

 

（２）講ずべき施策に関する基本方向 

○安心して住み続けることのできる防災・減災の地域づくり 

近年の地震や異常気象にともなう自然災害等、様々な災害の発生が想定されています。災害発生

時に、自らの生命は自らが守ることが基本ですが、災害発生時に村民の生命、財産を守る危機管理

体制の整備は、行政の責務です。そのため、防災・減災対策や危機管理体制を強化し、安心して暮

らし続けることのできる地域づくりを目指します。 

 

○村民と行政との協働による地域活力の再生 

むらづくりの主役は村民一人ひとりです。地方創生時代における自主・自立のむらづくりを実現

していくため、積極的なむらづくりへの参画を村民に促すとともに、むらづくりの様々な分野で活

躍する人材を育成します。また、村民、企業、行政が役割を分担しながら、多彩な力が発揮できる

協働のむらづくりによって地域の活力の再生を図ります。 

 

○地域コミュニティの育成 

地域の連携や郷土意識の継承によるコミュニティの形成に向け、全ての村民の参加を目指した、

コミュニティ活動の充実と活性化への取り組みを支援し、自治機能の向上・再構築を進め、地域の

課題を自ら解決することができる住民自治の地域づくりを進めます。 

 

○豊かな自然環境と景観を保全する地域の創造 

南箕輪村の自然は、村民共有の財産であるとともに、南箕輪村を特徴づける基盤のひとつとなっ

ています。この豊かな自然環境を守り続け、次世代に今のままの自然を受け継ぎ、村の魅力の向上

と郷土愛の醸成を図ります。また、豊かな自然環境を背景とした美しい景観は、村の貴重な資源と

位置づけ、村民の理解と協力のもと、自然景観や街並み景観の保全に努めます。 
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（３）具体的な施策・施策ごとの重要業績評価指標 

施策① 自然災害に強い地域づくり 

数値目標 基準値(H25) KPI（重要業績評価指標 R２） 

防災に関する出前講座の開催数 ２回/年 ８回/年 

防災士養成人数 13人 28人 

 

１）防災・消防体制の充実 

自らの命は自らが守ることが基本ですが、災害時要配慮者など、支援が必要な村民もいます。地

域における防災・減災体制を充実するため、常備消防・救急体制の更なる強化や消防団、自主防災

組織の充実、防災訓練などを通して地域での防災・減災力の強化を図ります。 

内容 担当課 

○地域防災計画の適時、適切な見直しの実施 

○村民に継続して行政サービスを提供するための「業務継続計画」の策定 

○防災・消防体制の充実 

○自主防災組織等の機能の強化の支援 

○自主防災組織ごとへの防災士配置の支援 

○消防水利の確保等、防災関連施設・機材等の整備 

○住宅を含めた民間施設等の耐震改修の促進 

○全国瞬時警報システム（J－ＡＬＥＲＴ）の活用による警報の伝達、避難の

指示、誘導等、情報提供体制の確立 

総務課 

２）災害に強い建物・ライフラインの構築 

耐震化が進んでいない施設の耐震化を進めるとともに、住宅については所有者への耐震補強工事

の実施を促すための支援をします。また上下水道や道路構造物などライフラインの耐震化の整備を

推進します。 

内容 担当課 

○避難所、ライフライン等の耐震化の推進 

○防災マップの周知・徹底への取り組み 

○一般住宅耐震化の促進 

総務課 

建設水道課 
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施策② 参画・協働の推進とコミュニティの育成 

数値目標 基準値(H25) KPI（重要業績評価指標 R２） 

除雪ボランティアの登録者数 110人 140人 

地域見守りたい員（仮称）等メー

ル配信登録者数 
― 1,200人 

 

１）協働によるむらづくり 

厳しい財政状況のなか、村民の自主的、積極的な参加と行政との役割分担による、地域社会にお

ける課題解決の仕組みである「協働のむらづくり」を推進します。 

協働のむらづくりの推進による快適で安全・安心な住環境の創出により、誰もが暮らしやすい地

域を形成するための支援を行います。 

内容 担当課 

○「自助」「共助」「公助」を基本とした協働のむらづくりの推進 

○各種委員会等への住民参画の推進 

○男女共同参画の推進・支援 

○除雪ボランティアへの支援 

○住民団体、ボランティア等の育成・支援 

○ＩＣＴの活用による安心な暮らしの支援 

総務課 

地域づくり推進課 

建設水道課 

教育委員会事務局 

２）地域コミュニティの育成 

従来からの村民による地域の連携や郷土意識の継承は、魅力あるコミュニティの形成に必要で

す。村外の人が見ても魅力と活力がある地域を形成するために、コミュニティ活動を拡充させる取

り組みを支援します。 

内容 担当課 

○計画的な地域づくりを進めるための「地区３か年計画」の策定 

○地域づくり活性化のための活動紹介等への取り組み 

○地域に暮らす経験者の知恵・技術等の支援を受けた地域活性化への取り組み

の推進 

地域づくり推進課 
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施策③ 自然環境に育まれるむらづくり 

数値目標 基準値(H25) KPI（重要業績評価指標 R２） 

学校教育での自然学習時間 

（小中学校平均） 
25時間/年 15時間/年 

河川愛護活動の実施回数 11回 12回 

 

１）自然環境の保全・活用 

水資源を抱える森林、里山として親しまれてきた平地林や段丘林などは、自然環境の恵沢を受け、

現在及び将来の村民の健康で文化的な生活ができるよう生物の多様性の確保や自然環境の保全・活

用を推進します。 

内容 担当課 

○森林整備、保全活動の支援 

○里山の保全と活用の促進 

○「総合学習の時間」を通じた自然学習の推進 

産業課 

教育委員会事務局 

２）河川・水路の活用 

水辺の自然環境・景観の保全・創造、遊歩道や親水公園の整備等、親水空間の整備・活用を促進

し、地域住民と協働して適正な管理を図るとともに、村民の河川愛護の取り組みを支援・促進しま

す。 

内容 担当課 

○親水空間の整備と活用の促進 

○河川愛護の取り組み促進、支援 

○田畑半沢を愛する会等の自主的な取り組みの支援 

住民環境課 

建設水道課 

３）景観の活用 

快適で美しい村の景観形成を図るとともに、村民の合意に基づき、本村特有の自然景観や山並み

の景観と共生する街並みの保全と計画的な景観づくりを進めていきます。 

内容 担当課 

○景観計画の地域区分である「山地・森林地域」、「田園地域」、「住宅地域」、

「商工業地域」等地域の特性を活かした景観の保全・形成の推進 

○景観の保全・育成が必要な地域がさらに魅力あるものとなるための景観形成

の推進 

○景観形成村民団体や三風の会等と連携した、後世に残したい景観の創生 

○三風の会の統一デザインの活用等、伊那西部中部広域農道沿道等の景観形成

を通じた誘客を促進する取り組み 

建設水道課 

 


