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1‐1  戦略策定の趣旨
　日本ではこの30年ほどの間に、合計特殊出生率※1が大幅に低下しました。1984年に
1.81※2であったものが、2005年には1.26まで低下し、その後は1.3～1.4程度で推移してい
ます※3。我が国の総人口は2008年をピークに減少を始めており、高齢化率も大幅に上昇
しています。
　地方でも1980年代から1990年代にかけて東京圏への流出による一極集中が続き、地
域社会が疲弊することにより産業・経済の衰退やコミュニティの弱体化が進み、慢性的
な悪循環が起こっています。南部町においても人口の減少により同様の課題が生じてお
り、早急に対応する必要があります。
　国では人口減少問題に対し、平成26年11月に「まち・ひと・しごと創生法」が施行さ
れ、翌月には国の指針である「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び「まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」が策定されました。
　青森県でも平成27年8月に「まち・ひと・しごと創生青森県総合戦略」及び「まち・
ひと・しごと創生青森県長期人口ビジョン」を策定して青森県の将来像の指針として
います。
　南部町においても、国及び県の総合戦略を勘案し、「南部町人口ビジョン」で推計し
た将来人口を踏まえて南部町の独自性と持続性を発揮できるよう①目指す町の姿（将
来像）、②まちづくりにおける理念、③基本目標、④基本目標を達成するためのプロジェク
トの基本方向と具体的施策を「南部町まち・ひと・しごと創生総合戦略」として策定しま
した。
　また、本総合戦略は、人口減少に対して町が主導しながら、幅広い年齢層の住民をは
じめ、産業界・関係行政機関・教育機関・金融機関等と連携して推進していくもの
です。

1  基本的な考え方

※1 合計特殊出生率：人口統計を用いて一人の女性が一生の間に産む子供の数を擬制的に推計したもの。
※2 出典：厚生労働省「平成24年人口動態統計月報年計（概数）」より。
※3 出典：厚生労働省「人口動態統計」より。
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1‐2  総合戦略の位置づけ
　本総合戦略は、国が策定する「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に加えて青森県
が策定する「まち・ひと・しごと創生青森県総合戦略」を勘案し、南部町の人口推移と
人口減少から生じる経済、地域社会の課題に対して一体的に取り組み、地域の将来を

「人口」の視点から見つめ直し、南部町の「未来」を描くために策定するものです。
　将来のあるべき姿を達成するためのアクションプランとして、南部町の実情に則した具
体的な施策と目標を明確にしています。
　また、本総合戦略は、平成24年度に策定された「南部町総合振興計画（後期基本計
画）」（以下、「振興計画」という。）の下位計画として位置づけます。
　このため、本総合戦略ではまちづくりの「将来像」と「理念」を振興計画と共有し、振興
計画の「基本目標」を達成するために本総合戦略の「主な施策」が具体的施策として
作用する関係となっています。
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1‐3  計画対象期間
　本総合戦略における計画対象期間は、平成27年度から平成31年度までの5年間とし
ます。
　また、振興計画との関係では、本総合戦略の策定に当たり振興計画を考慮して各種
取り組みに反映させており、次期振興計画の策定においても、本総合戦略が考慮・反
映されることで、一貫性と実効性のある取り組みを目指します。

1‐4  成果人口
　「南部町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」における人口の将来展望を踏まえ、計
画期間内での取り組み成果として平成31年度における人口を16,859人と見込みます。

1‐5  町の将来像
　名久井岳の峰々は県立自然公園に指定されている南部地方随一の霊峰として知ら
れ、豊かな自然の象徴として南部町の産業、文化・歴史を育んできました。
　産業では果樹栽培が発展し、「さくらんぼのまち」、「グリーン・ツーリズムのまち」として
県内外から多くの人が訪れています。
　文化・歴史としても、南部藩発祥の地として南部氏にゆかりのある数々の史跡があり、
200年以上続くといわれる「南部手踊り」など長く住民の間で受け継がれる多様な文化
が残されています。
　町の中央を流れる馬淵川は、流域の平野部に肥沃な土壌をもたらし、良質な農作物
を産出する源となっています。
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　また、南部町は県内人口2位の八戸市に隣接しており、八戸市から新幹線による都市
圏へのアクセスが比較的容易という地勢の良さがあります。
　このような町の景観や豊かな自然環境といった南部町の強みを活かして、都市部の
住民と南部町民との交流を深め、健康で長生きできる福祉の町として、「友

ゆ

～ったり、遊
ゆ

～っくり、農
の

～んびり」をキャッチフレーズとする“達者村”※4の実現に向けたまちづくりを進
めています。
　そこで、目指すべき南部町の将来像を、

　「名久井岳と馬淵川に抱かれ、
　　　　　　　　　自然・環境・福祉に恵まれた交流のまち」

とし、その実現を目指しています。

1‐6  県・市町村間の連携
　人口減少対策は、南部町のみの課題ではなく全国に共通する課題です。そのため、
従来の一自治体による地域活性化だけではなく、近隣市町村が連携して対応すべきも
のです。本総合戦略の取り組みの効果を最大限に発揮するためにも近隣市町村及び
県との緊密な連携を図ることが重要になります。
　南部町は、八戸市に隣接することから、文化的・経済的にも密接な関係があります。
　平成21年9月に締結された「八戸圏域定住自立圏形成協定」では、全国に先駆けて
広域的な連携を実践する自治体の一つとして加わっており、積極的な取り組みが行われ
ています。単独の自治体として確保することが困難な行政サービスや生活機能の補完と
充実を図るとともに南部町ならではの魅力を発信することにより、圏域全体としての魅力
を高める取り組みを進めます。また、青森県が促進する各種の取り組みについても積極
的に連携・推進し、広域的な視点から豊かなまちづくりを進めます。

※4 達者村：地元の自然や食・芸能などの特色あふれる郷土資源を活かして来訪者と村人（町民）との交流
を深めていくことを目的とした疑似農村のこと。（南部町では町内全域を「達者村」と称している。）
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　平成24年度に策定された「南部町総合振興計画（後期基本計画）」で掲げられた以
下の4つの理念を踏まえ、人口減少や少子高齢化が急速に進む社会情勢であっても、
町民が魅力を感じ、誇りが持てる持続可能なまちづくりに取り組みます。

1  魅力と個性ある産業が展開し、活力と交流に満ちたまち
　南部町の町内外の人々の交流を活性化・促進するため、地域の歴史や文化を体現
するような魅力と個性のある産業が発展できるまちづくりに取り組みます。

2  環境が保全され、健康で幸せを実感できるまち
　南部町が強みとする豊かな自然環境を次世代に引き継いでいくために、環境を保全
し、自然の恵みを享受して健康と幸せを実感できる暮らしを提供するよう努めます。

3  将来を担う人をつくり、一人ひとりの個性を大切にするまち
　人口減少を抑制するには、結婚・出産・育児に関わる若い世代の住民を積極的に
支援するとともに、子どもたちに豊かな教育と多様な経験をする機会を増やすことで、一
人ひとりの個性を大切に育てます。

４  笑顔にあふれ、生き生きと輝いているまち
　南部町において、もっとも強みのある地域資源は“町民”にほかなりません。豊かな自然
と共生し、健康で生き生きとした暮らしをする町民は町外の人からは魅力的に感じるで
しょう。そうした魅力に共感し、移住や交流により地域の活力が向上していくことで“達者
村”の実現を目指します。

2  まちづくりの理念
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　「南部町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」の将来展望及び関連するアンケート調
査等を踏まえ、本総合戦略における基本目標及び関係する基本的方向を以下のように
策定します。

3  基本目標と基本的方向

  基本目標

基幹産業である農業を中心に、若者の活躍の場を
創造し産業振興を図る❶

地域と連携し、子育てのしやすい環境の充実を図り
定住を促進する❷

豊かな自然を活かしたグリーン・ツーリズムの継承と
独自スタイルの観光を拡大する❸

お年寄りや子供にやさしい、安全・安心で魅力のある
定住環境を構築する❹

八戸圏域定住自立圏との連携による、希望が持てる
地域社会の実現を図る❺
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※5 TPP：環太平洋戦略的経済連携協定（Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement）
の略。

【基本目標1】

【基本的方向1】
（１）農業基盤の強化を促進する
　南部町では、馬淵川に育まれた肥沃な土壌と山間の斜面を活用した果樹栽培が盛
んで、りんごやさくらんぼのほか野菜や水稲を中心とする農業が基幹産業となっており、
自然資源の活用・PRを推進することにより、安定的な産業の振興につなげる必要があり
ます。
　農業経営の課題として、経営規模の小さい農家が多く、後継者不足と高齢化のため、
今後、耕作放棄地等の増加が予想されます。また、後継者不足による生産技術の衰退
といった、これまで地域の強みとしていた要素が喪失する事態を避けなければなりませ
ん。
　また、我が国のTPP※5への加盟による農産品のグローバル化への対応が必要になり
ます。南部町で生産される農産品のブランド化や輸出拡大への取り組み、海外の顧客
に向けた付加価値の向上が今後の農業発展における重要な要素となります。
　これらの課題に対応するために、新規就農者の育成並びに農業基盤の強化を促進
し、海外を含めた販売促進や6次産業化に取り組みます。

（２）商業の活性化を図る
　自動車社会の進展により、郊外型のショッピングセンターが多く出店するようになり、地
域商店の衰退が顕著になっています。
　一方で高齢化により、車を保有していない、あるいは運転できない高齢者の増加が予
想されており、買い物不便地域の発生に対処する必要性が年々高くなっています。
　買い物の利便性は、南部町へ移住を促すために重要なポイントであり、雇用の場を増
やすためにも商業の活性化を検討する必要があります。
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基幹産業である農業を中心に、
若者の活躍の場を創造し産業振興を図る

　南部町では一次産業が基幹産業となっており、南部町の強みを活かし、独自性を
発揮するために農業を中心とした産業振興が重要です。
　また、近年若者の新規就農者も増えており、新たな農業に挑戦する人財（人は財
産という考え方＝人材）を大切にし、次世代の南部町を創造する若者に活躍の場を
提供します。



（３）八戸市に隣接する強みを発揮する
　南部町が隣接する八戸市には、多くの工場が誘致されており八戸港があることから
海外貿易にも強みがあります。
　南部町では、八戸市の工業地帯を補完するようインフラを整備し、既存企業の振興、
企業誘致などを一体的に推進することで、雇用の創出を進めるほか、誘致企業にとって
魅力のある産業振興策を図り、雇用の安定、雇用機会の拡充に取り組みます。
　南部町と八戸市は生活圏として結びつきが強く、定住自立圏域内では南部町はベット
タウンとして暮らしを支えている地域です。
　また、首都圏に進学をした若者をはじめ、町外の多様な経験・知識などを持つ者が、
南部町へ移住しやすい環境の整備や情報発信の強化に努めます。
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※6 出典：平成24年総務省「労働力調査」より。

【基本目標2】

【基本的方向2】
（１）子育て世帯の経済基盤を強化する
　社会の変化により共働き世帯は増加傾向にあり、平成24年には全国で35.8%に達して
います※6。この傾向は今後も続くものとみられ、多くの地域で保育園に入れない“待機児
童”が問題となっています。
　南部町では待機児童は発生していませんが、今後も継続して結婚・出産・子育てと

「しごと」の両立を図り、子育て世帯の経済基盤の強化と安定を確保するため、仕事を
していても安心して子育てができる各種サービスの充実に取り組みます。
　また、子どもの医療費や給食費の無料化により、子育て世帯の経済的負担を軽減し、
安心して子育てできるように支援策の継続と充実に取り組みます。

（２）子育て世帯の不安を軽減する
　子育てに対する不安は、親になってから初めて経験するものです。
　少子化が進んだことで、友人など身近な経験者に相談できる機会が少なくなっており、
妊娠・出産・育児に強い不安を抱え、子どもを持つことに抵抗がある者も存在します。
　そうした不安を軽減し、子育てのしやすい環境の整備に取り組みます。

（3）南部町の未来をつくる人財の育成を推進する
　南部町には数多くの自然・文化資源があります。
　新たな南部町をつくるには、これら地域資源を、将来を担う子どもたちに受け継いでい
く必要があり、子どもたちが地域の特性を理解し、愛着を持つような人財に育成すること
が重要になります。
　そのためにも南部町の自然や歴史について、体験を通して学べる機会を提供し、子ど
もたちが地域の未来を考えていける教育に取り組みます。
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地域と連携し子育てのしやすい環境の充実を図り
定住を促進する

　南部町では少子化が進んでおり、自然増加数を拡大して地域活力の維持を図る
必要があります。
　子育てのしやすい環境づくりのために、地域ぐるみで子育てを支援し、町外からの
移住者の拡大・定住を促進します。



（4）定住できる環境を整備する
　南部町は人口の自然減・社会減が共に進んでおり、南部町人口ビジョンによる推計で
は、2020年以降に老年人口が減少を始めて人口減少の最終段階といわれる第3段階※7

に達することが見込まれています。
　こうした課題に対応するため、地域産業の振興と定住の促進が必要となっています。
中でも進学や就職を契機とした転出が多い傾向にあることから、卒業後に帰郷を希望
する人財を地域に還流できるようにするため、Uターン人財を受け入れやすいように、若
者や子育て世帯が定住しやすい環境を整備します。

（5）広域的な子育てコミュニティの形成を支援する
　人口減少に伴い子育て世帯の数も減少しています。そのため、子育てについての不
安や方法を聞くといった仲間が減っています。
　これまで子育ての不安を減少させるための相談会やコミュニティへの取り組みは、南
部町内の住民を対象としていましたが、南部町の若者世代は進学や就職により八戸市
との結びつきが強く、若者のコミュニティが南部町内に限られないという関係があります。
　そのため、近隣市町村と連携して子育て交流イベント等を開催することで、親同士の
意見交換を活発にするほか、組織作りを支援したり、子育てに対する取り組みを発信し
たりすることで、南部町の子育て世代の不安解消を図ります。

※7 第3段階：人口の減少には3段階あり、①若年人口は減少するが、老年人口は増加する「第1段階」、
②老年人口が維持・微減する一方、若年人口の減少が加速化する「第2段階」、③若年人口も老年人口
も減少する「第3段階」と進みます。第3段階は人口減少の最終段階とされています。
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【基本目標3】

【基本的方向3】
（１）グリーン・ツーリズムによる交流を促進する
　南部町は豊かな自然環境を活かした観光農園やグリーン・ツーリズムといった体験型
の観光に強みを持っています。
　南部町を訪れた方へ、豊かな自然と文化を知ってもらうとともに、南部町の自然・農業
に親しんでもらいながら、町民との交流を深めることで、地域の活性化に資するよう取り
組みます。
　また、2015年11月に友好交流協定を結んだ横浜市栄区の住民に対し、四季折々の自
然とグリーン・ツーリズムを組み合わせたツアーを提案したり、外国人向けの農業体験メ
ニューを用意するなど、通年で楽しめる交流プログラムの提供に取り組みます。
　さらに、グリーン・ツーリズムの受け入れ体制を拡充するため、受け入れ農家の拡大を
促進するほか、広域的に多くの観光客を受け入れられるよう、周辺市町村との連携を強
化します。

（２）歴史や文化など独自な地域資源を取り入れた観光の充実
　南部町には南部藩発祥の地として歴史にまつわる文化的資源が存在します。
　それらの文化的資源を町外の人々に知ってもらうためにも、地域資源を積極的に取り
入れた観光プランを提案し、観光の充実を図ります。
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豊かな自然を活かしたグリーン・ツーリズムの継承と
独自スタイルの観光を拡大する

　豊かな自然環境を活かしたグリーン・ツーリズムは基幹産業である農業と密接に結
び付き、南部町の大きな強みとなっています。
　グリーン・ツーリズムを通した人々の交流は、農業の発展と田園風景や景観の維
持につながり、グリーン・ツーリズムを産業として発展させることにより、新たな担い手
の確保が図られます。
　また、南部町の歴史文化・観光資源を新たな視点から捉えなおし、多様なニーズ
に対応した独自スタイルの観光を拡大します。



（3）ICT※8インフラの整備により交流等を促進する
　近年スマートフォンなどの携帯端末の普及により、情報通信環境は大幅に向上してい
ます。
　総務省の調査※9によると、年々高齢者のインターネット利用が拡大しており、個人のイン
ターネット利用率は、全国で82.8％（平成26年末）となっています。一方で県別の利用状
況では、青森県のインターネット利用率は74.4％で、全国の利用率と比較すると低いものに
なっています。
　ICTは、観光や地場産品などの情報発信はもとより、宅配サービスを利用した商品の
購入や行政手続きにも広く使われるようになっており、交通の便が悪い地域では今後ま
すますICT活用の場面が増えていくことが予想され、整備の効果は観光だけに留まりま
せん。
　ICTを情報発信の手段として、町外からの交流人口の増加を目指すだけではなく、町
外に転出した子どもや孫とのテレビ電話など、高齢者に遠方との交流を促すためにも重
要な手段となっています。
　また、海外とのコミュニケーションコストも低いため、国を超えたインバウンド※10の取り込
みを戦略的に進めるために、携帯端末通信の無線通信インフラ（Wi-Fi※11ステーション）
の整備を進めていきます。

（4）滞在型の観光から移住への移行を促進する
　グリーン・ツーリズムは体験型の農業観光であり、南部町の自然・産業・文化に親し
むきっかけとなるものです。体験型観光を充実させて宿泊を伴う滞在型観光を拡大させ
ることで潜在的な南部町への移住希望者の増加に繋がります。滞在型観光の参加者
には、空き家の利活用やモニターツアーによるプロモーション活動を行うなど、移住・長
期滞在に必要な情報を円滑に提供するための取り組みを行います。

（5）自然の保全と開発を両立させる
　南部町に存在する多くの優れた景観や歴史的資源の利活用を図るとともに、豊かな
自然と共生するためにも自然景観の維持・保全活動を同時に展開していく必要があり
ます。
　公共工事の実施には環境負荷の低い工法を検討・実施したり、町民に環境保全活
動の周知・啓蒙を促すなどの取り組みを進めます。
　また、放置された空き家や耕作放棄地も景観悪化の一因になるため、これらの利活用
を進め、新たな資源への転換を図っていきます。

※8 ICT：情報通信技術（Information and Communication Technology）の略。
※9 出典：総務省「平成26年通信利用動向調査」より。
※10 インバウンド：外国人の訪日旅行のこと。
※11 Wi-Fi：無線によるインターネット接続技術の一つで、普及率の高い方式。
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【基本目標4】

【基本的方向4】
（１）地域福祉ニーズの多様化に適切に対応する
　南部町では若年層や生産年齢人口の減少により、今後も高齢化率の上昇が見込まれ
ています。そのため、高齢者福祉サービスに対する需要の増加と多様化が予想されます。
　家庭環境も多様化しており、包括的なケアの必要性が高まっています。
　そこで、健やかで生きがいのあるまちづくりに向けて総合的な健康づくり体制の確立、
地域福祉体制の整備等の施策を進めていきます。特に将来的な要介護認定者数の増
加を考慮し、認知症などを予防して健康寿命の延伸に取り組みます。

（２）地域医療の整備と健康増進へ取り組む
　南部町の医療機関は、国民健康保険南部町医療センターが設置されているほか、開
業医（5か所）、歯科医院（5か所）が存在します。専門医療機関は少ない状況にあり、八
戸市で受診をする場合もあります。
　また、高齢者が増加傾向にあり、財政負担の増大が予想されます。
　地域内で長く安心して暮らすために、住民の健康意識を高め、病気を未然に防ぐ健
康指導等の予防医療への取り組みを促進します。
　また、情報の共有（多職種連携※12）や医療・福祉との連携で健康増進活動の効率化
と充実を図ると共に、最適な医療を提供するため、周辺市町村と連携して医療体制の
確保に取り組みます。

※12 多職種連携：医師、介護福祉士、社会福祉団体の職員など、異なった専門職・専門組織や自治体な
どが情報を共有し、連携して医療・福祉の充実を図る取り組みのこと。
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お年寄りや子供にやさしい、安全・安心で魅力のある
定住環境を構築する

　定住を決めるうえで、その地域に独自の魅力があり、安全・安心な暮らしができる
かどうかは重要な問題です。
　特に少子高齢化の時代に高齢者や子供にとって快適な生活環境があるかどうか
は、定住を促進し、人口減少を抑制するために重要な要素となります。



（3）快適な生活環境を整備する
　町民が生き生きと暮らすには、生活環境の充実が重要になります。また、人口減少時代
にあって、移住者が定住を決めるポイントは、医療や福祉、教育といった観点だけではなく、
買い物の利便性、住居の状況、自然・気候などの住環境、生活コスト、情報通信インフラな
ど、社会の成熟化にともなう価値観の多様化に柔軟に対応する必要があります。
　多くの自治体が努力し、財政的な事情から行政サービスの提供が制約される中、南
部町が移住先として選ばれるために積極的な生活環境の整備に取り組みます。

（4）町民との協働による災害の少ない安全・安心な町をつくる
　南部町では、少子高齢化の影響もあり、消防・防災体制に大きな役割を果たす消防団
員が減少傾向にあります。一方で、近年の大震災や豪雨による水害など、各地で予想を上
回る被害が発生しており、“もしも”の時の災害対応体制の構築を進める必要があります。
　町民と協力し、危機管理に関する情報の共有や、地元住民の協力体制の確立に取り
組み、災害発生時の被害を最小限に抑える「減災」を目指します。

（5）町民との協働により、町民が主役となるまちづくりを行う
　近年の地域課題は多様化複雑化しており、行政の力だけで解決することは難しい状況
となっていることから、町民との協働により、町民が主役となるまちづくりに取り組んでいく必
要があります。
　町の総力を挙げて対応するため、情報の共有や意見交換による町民との連携の機会
を通じて、町民、地域、団体、企業、行政などで一丸となって、新たな価値観の創出や課題
解決に取り組みます。
　中でも、これからの南部町を担う若者世代の意見を反映させるため、積極的な連携とア
イデアの実現を支援します。
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【基本目標5】

【基本的方向5】
（１）広域的な連携により生活機能の強化を図る
　時代の変化に対応して、ニーズの多様化する生活機能を充実させるためには、個別の
自治体では確保が困難な行政サービスや生活機能を提供することにより、持続可能な運
営を図っていくことが重要になります。
　特に通勤、通学、通院、買物などは生活をしていくうえで主要な要素ですが、小さな町村
の区域内では完結しないため、八戸圏域全体で共に整備を進めていく必要があります。
　南部町では、積極的に八戸圏域の自治体と連携することにより、圏域全体の生活機能
の強化を図ります。

（２）圏域内でのネットワークを強化する
　八戸圏域が一体となって魅力を高めていくには、圏域内の住民が互いに関わり合い、
圏域全体が一つのコミュニティとして独自性を発揮していく必要があります。
　そのためにも交流を促進する公共交通や圏域内のコミュニティ同士の情報共有が重
要になります。
　それぞれのコミュニティが自主的に自治体の役割を果たしていくために、圏域内で新
たなひとの流れをつくると共に、ICTを活用した圏域内の住民のネットワークの強化を図り
ます。
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八戸圏域定住自立圏との連携による、希望が
持てる地域社会の実現を図る

　広域的な地域の課題に対応するためには近隣市町村と連携し、それぞれの強み
を持ち寄ることが重要になります。
　南部町は、八戸圏域定住自立圏を形成する構成自治体の一つとして、地域の魅
力を発信し、圏域全体の魅力を高めていきます。



（3）圏域外からの移住の受け入れ体制を整える
　八戸圏域定住自立圏を構成する各自治体には、それぞれに地域の魅力があります。移
住者から選ばれる地域となるためには、圏域全体の魅力を発信するとともに各自治体の個
性をアピールする必要があります。
　圏域が一体となって魅力の発信力を高めていくため、圏域全体の情報を集約し、移住
希望者がワンストップで情報収集のできる窓口等を整備し、圏域外からの移住の促進を図
ります。

（4）連携して安全・安心な地域づくりを行う
　住民が安全で安心な暮らしを送るためには、防災や防犯の強化が必要となります。特に
自然災害は個別の自治体に対して生じるものではないため、広い範囲での連携が災害の
被害を減らす“減災”の大きなポイントになります。
　そのためには、ICT技術で防災・防犯に関する情報共有を強化し、避難所や防災設備
など災害に対する広域的な備えを圏域内の住民に広く周知したり、速やかな防犯情報の
提供を行うことで安全・安心な暮らしを守ることに努めます。

（5）圏域を発展させるマネジメント能力を強化する
　個別の自治体のみの努力では広域的な住民ニーズを捉えられず、住民の期待に応えら
れない場合が生じます。八戸圏域で地域のにぎわいを創出していくためには、これまでの
自治体ごとの運営だけではなく、広域的な住民の連携を導いていく必要があります。
　南部町だけではなく、近隣や他の地域を含めて圏域全体の発展をサポートするには、行
政職員や地域づくりに積極的な団体で活動する“ひと”によるマネジメント能力を継続的に
向上することがカギとなります。
　それぞれの地域を牽引する人材を確保・育成することが重要であることから、人材の
発掘や育成、圏域外からの人材還流を促す取り組みを進めます。
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　行政サービスを拡充するためには、多くの人的労力と財政的コストがかかります。
　税収を基本とした行政サービスでは無駄をなくし、効果を最大限に高めていく必要が
あります。
　着実な計画の達成に向けて課題を効果的に解決するため、政策の必要性やその効
果を検討し、選択と集中により綿密に準備しなければなりません。
　本総合戦略では、人口ビジョンの推計結果や町民に対するアンケート等により、町の将
来にわたる人口減少の傾向と町民ニーズを検討し、人口減少抑制に向けた総合戦略の

「概念」と「4つの重点プロジェクト」を決定しました。

4‐1  重点プロジェクトの概念
　国及び青森県の総合戦略を踏まえ、地域を活性化する「まち」、「ひと」、「しごと」、「交
流」の各要素に対して、「定住促進対策」、「医療福祉対策」、「子育て支援」、「雇用対
策」、「地域資源活用」、「交流人口の拡大（観光）」の6つの戦略分野を設定し、相互に
関連させながら南部町の人口減少の抑制を目指します。
　本戦略が目的とする人口減少への対応は、出生率の向上と平均寿命の延伸を図り、
人口減少に歯止めをかけることです。将来的な人口構造そのものを変えていく「自然
減」への対策（積極戦略）と、人口減少社会に向けて効率的かつ効果的な社会システ
ムの再構築を行う「社会減」への対策（調整戦略）とをバランスよく進めていくことが重要
となります。
　「自然減」への対策では結婚・出産・子育てなどを増やし、地域の若返りと町民の健
康増進により長寿を図っていくことを中心とした政策を進め、「社会減」への対策では、新
しいひとの流れを創造すると共に、地域内での就業を促進し、人口流出の抑制とUター
ンや移住促進などを中心とした政策とします。
　人口流出抑制・出生数増加を実現するために、「活力に満ちた産業振興プロジェク
ト」、「ちいき子育て支援プロジェクト」、「魅力ある達者村（体験・交流・滞在型観光）
プロジェクト」、「いつまでも住みたいまちプロジェクト」の4つの重点プロジェクトに取り
組みます。

4  重点プロジェクトの考え方
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 図3   重点プロジェクトと活性化要素・戦略分野の関係概念

4つの重点プロジェクト
活力に満ちた産業振興プロジェクト

ちいき子育て支援プロジェクト

魅力ある達者村プロジェクト

いつまでも住みたいまちプロジェクト

お年寄りや子供にやさしい、安全・安心で魅
力のある定住環境を構築する
八戸圏域定住自立圏との連携による希望が
持てる地域社会の実現を図る

まち
定住促進対策

交流
交流人口拡大

しごと
雇用対策
地域資源活用

ひと
医療福祉対策
子育て支援

基幹産業である農業を中心に、若者の活躍の
場を創造し産業振興を図る

地域と連携し、子育てのしやすい環境の充実を
図り定住を促進する

豊かな自然を活かしたグリーン・ツーリズムの
継承と独自スタイルの観光を拡大



4‐2  マネジメントサイクルの確立
　「マネジメントサイクル」とは、計画の策定から実施、効果を検証し、管理する一連の過
程を言います。マネジメントサイクルの代表的なものとして「PDCAサイクル」があり、Plan

（計画策定）、Do（推進）、Check（点検・評価）、Action（改善）の段階を継続的に循環
して実施します。
　具体的には、あるプロジェクトや計画を推進するために、①計画（P）を策定し、②次に
その計画（P）を基にプロジェクト（事業）を推進（D）します。③推進（D）の状況を点検・
評価（C）し、問題が発見されれば、計画を見直して④改善（A）により問題点を克服し、
再度計画（P）を実施するという一連の流れを繰り返します。
　本総合戦略で計画された各政策については、このPDCAサイクルにより評価指標とな
るKPI※13により政策目標の達成度を検証します。

（１）計画策定（Plan）

　本総合戦略では、町の実情やこれまでの具体的な施策の効果を検証し、把握したう
えで庁内の各課代表者が戦略分野に関連する所掌範囲ごとに4つのワーキンググルー
プ（①「産業雇用創造グループ（しごと）」、②「定住促進グループ（ひと）」、③「安心子育
てグループ（ひと）」、④「地域づくりグループ（まち）」）を組織して戦略に関する計画の検
討を行いました。
　検討された計画は、町長を本部長とする「南部町まち・ひと・しごと創生本部」により
具体的な施策案となり、産・学・官・金・労及び住民代表等で構成される「南部町ま
ち・ひと・しごと創生アドバイザー」が助言、検証を行った上で具体的な施策として策定
されたものです。（参考資料p.32の体制図を参照）
　総合戦略の内容については、上位の計画である「南部町総合振興計画」や、「南部町
まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」の将来の人口推計を踏まえ、「将来イメージアンケート
調査」など関係する調査から町民の声を反映させた戦略として策定しています。
　本戦略によるマネジメントサイクルでは、本戦略策定後の平成28年度から毎年「南部
町まち・ひと・しごと創生アドバイザー」による検証（後述）を踏まえて上記のプロセスによ
り計画の改訂が行われます。
　また、国の「まち・ひと・しごと創生長期人口ビジョン」、「まち・ひと・しごと創生総合
戦略」と、青森県が策定した「まち・ひと・しごと創生青森県長期人口ビジョン」、「まち・
ひと・しごと創生青森県総合戦略」について、国や県における基本的な方向を整合した
上で、「南部町まち・ひと・しごと創生総合戦略」をまとめています。

※13 KPI：Key Performance Indicator（重要業績評価指標）の略。
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数値目標・客観的な指標を設定した効果的な総合戦略を策定する。



（2）推進（Do）

　策定された総合戦略は多様な媒体を通じて幅広く情報発信するとともに、各分野に
関連する地域、団体、企業、行政等で連携する推進体制を構築して計画を実施します。
　また、選択と集中を行う重点プロジェクトでは、期間内における優先順位を明示して重
点分野に取り組み、高い実効性を確保し、推進力を高めます。

（3）検証・評価（Check）

　計画の成果の検証・評価は、「南部町まち・ひと・しごと創生アドバイザー」が検証機
関として組織されます。
　検証・評価は毎年度「南部町まち・ひと・しごと創生アドバイザー会議」（検証会議）
を開催して行います。

（4）改善（Action）

　「南部町まち・ひと・しごと創生アドバイザー会議」（検証会議）では、施策の内容及
び進捗を検証し、必要に応じて助言をし、助言内容に応じて次年度以降の計画の修正
や改訂を再度行ったうえ、推進本部により検証後の計画が実施されます。
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総合戦略に基づく施策を実施する。

数値目標や客観的な指標の達成度を通じて、
総合戦略の成果を客観的に検証する。

検証結果を踏まえて施策を見直すとともに、
必要に応じて、総合戦略を改訂する。



5‐1  活力に満ちた産業振興プロジェクト
１．基本目標
　基幹産業である農業を中心に、若者の活躍の場を創造し産業振興を図る

２．数値目標
　

３．重要業績評価指標（KPI）と主な施策
　（１）主産業である農業基盤の強化を促進する

　①農業所得、収益性の向上を図る
　・首都圏在住の南部町出身者との連携
　・海外輸出の支援強化
　・特産物ブランド化の促進
　・南部町特産物通販サイトなどECサイト※14等を活用した販売力の強化
　・共同防除組織の支援・強化の継続

　②農業の担い手を育成する
　・新規就農者の支援の継続
　・農業後継者の育成
　・名久井農業高校との連携事業の推進

　③就農者の収入の安定を図る
　・農商工が連携した6次産業化による新商品開発
　・水田営農確立事業の継続

　④広域的な一次産業の振興を図る
　・農業情報の提供を強化
　・畜産業及び畜産関連産業の振興

5  重点プロジェクトと主な施策

※14 ECサイト：インターネット上に置いた独自運営のウェブサイト
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指標 基準値（H26） 目標値（H31）

新規就農者数（累計数） 39人 56人

重要業績評価指標（KPI） 基準値（H26） 目標値（H31）

りんご海外輸出額（量） 9,106千円（35t）/年 10,400千円（40t）/年

認定農業者数 223人 310人

担い手への農地利用集積率 38.7％ 45.4％



　（2）町内の商工業の活性化を図る

　①商工業の魅力を高め、積極的な情報発信を行う
・買い物不便地域への移動販売の実施
・他地域と連携したビジネスマッチングの実施

　②企業支援策の充実及び企業誘致の推進を図る
・起業家育成セミナーの開催及び情報提供
・企業誘致の実施
・未利用町有地や空き施設活用の検討
・税制面や融資制度の優遇策検討

　（3）広域での就職先の確保を促進する
　　南部町から通勤可能な八戸圏域定住自立圏内における雇用の情報提供を図る
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重要業績評価指標（KPI） 基準値（H26） 目標値（H31）

買い物支援事業の利用者数 ― 100人

新規開業事務所数 14事業所 30事業所

企業誘致件数 6件 7件（累計数）



5‐2  ちいき子育て支援プロジェクト
１．基本目標
　地域と連携し、子育てのしやすい環境の充実を図り定住を促進する

２．数値目標
　

３．重要業績評価指標（KPI）と主な施策
　（１）結婚・出産・子育てと「しごと」の両立を図る

　①仕事をしていても安心して子育てのできる環境を整備する
・保育サービスの充実
・放課後学童保育の充実　
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指標 基準値（H26） 目標値（H31）

合計特殊出生率 1.26 1.44

重要業績評価指標（KPI） 基準値（H26） 目標値（H31）

待機児童数ゼロの継続 0人 0人

放課後学童保育利用者数 175人 219人



　（2）結婚・出産・子育てに関する不安・負担を軽減する

　①子育てにおける不安の軽減を図る
・妊娠、出産における不安を軽減する
・子育て相談、子育て支援センターの充実
・ひとり親家庭の支援の充実

　②子育てにおける経済的負担の軽減を図る
・中学生以下の子どもの医療費無料化の継続
・小中学生の給食費無料化の継続
・若者向けの住宅環境を整備

　③広域による子育て支援の充実
・ファミリーサポートセンター、子育て集いの広場、子育てサロンなど子育てコミュニ

ティの広域的な運営
　

　（3）南部町の未来をつくる人財の育成を推進する

　①南部町への愛着を育む、地域の特性を活かした学習プログラムの整備
・自然、歴史を活用した体験活動等による、地域への愛着醸成
・町内の小中学校のICTを活用した交流事業の検討
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重要業績評価指標（KPI） 基準値（H26） 目標値（H31）

若年生活習慣病予防
健康診査異常率 65.5％ 46.2％

広域的子育てコミュニティ
参加人数 － 100人

重要業績評価指標（KPI） 基準値（H26） 目標値（H31）

広域体験学習支援事業の
参加者数 －（H27より実施） 250人



5‐3  魅力ある達者村（体験・交流・滞在型観光）プロジェクト
１．基本目標
　豊かな自然を活かしたグリーン・ツーリズムの継承と独自スタイル観光の拡大

２．数値目標
　

３．重要業績評価指標（KPI）と主な施策
　（１）農業観光、グリーン・ツーリズムによる交流人口の拡大を図る。

　①通年農業観光事業の充実を図る
・農業観光と地域資源を融合させた新たな観光メニューの充実
・外国人観光客の受け入れ体制の強化を図る（ハラル※15への対応等）
・横浜市栄区を対象とした都市との交流の検討

　②農業体験等の受け入れ体制の強化を図る
・受け入れ農家の拡充
・受け入れ農家へのWi-Fi設備の設置を検討
・大人数の受け入れができるように周辺市町村と連携した広域的な対応の強化

　③広域的な取り組みによる観光振興
・広域的な観光資源PRの強化

　④地域公共交通の整備
・八戸圏域公共交通計画の策定及び推進

※15 ハラル：豚肉を食べたり飲酒を禁止するイスラム教の戒律のこと。
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指標 基準値（H26） 目標値（H31）

年間観光入込客数 682,349人 700,000人

重要業績評価指標（KPI） 基準値（H26） 目標値（H31）

通年農業観光の来訪者数 67,732人 71,000人

農業体験修学旅行生の受け入れ者数 1,211人 1,600人

民泊受け入れ先の登録者数 32戸 35戸

外国人の民泊者数 156人 180人



　（2）滞在型観光から移住への促進を図る

　①移住希望者へ向けた支援体制の強化を図る
・町のPR動画による情報発信の検討
・「移住ナビ」による積極的な情報発信の実施
・移住説明会など情報発信の強化

　②移住希望者の受け入れ態勢の強化・充実を図る
・積極的に活用可能な空き家の発掘に努め、空き家バンクへの登録強化・充実
・空き家を改修し、お試し滞在のできる施設の整備
・お試し滞在施設の活用を図るため、モニターツアーの検討

　③広域的な住民との交流・移住促進
・移住関連情報の発信強化
・移住相談窓口の整備
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重要業績評価指標（KPI） 基準値（H26） 目標値（H31）

空き家バンクの登録件数 0件 10件

お試し住宅の利用者数（累計） ― 10組



5‐4  いつまでも住みたいまちプロジェクト
１．基本目標
　お年寄りや子どもにやさしい、安全・安心で魅力のある定住環境を構築し、八戸圏域
定住自立圏との連携を図る

２．数値目標
　

３．重要業績評価指標（KPI）と主な施策
　（１）健康寿命を延ばす環境づくりの推進

　①町民一人ひとりの健康づくりの推進
・生活習慣病予防のため、特定健診受診者及び特定保健指導の拡大を推進
・こころの健康問題を抱えた人の早期発見・相談支援体制の充実
・保健・医療・福祉包括ケアシステムの充実と地域連携の強化

　②高齢者保健事業の推進
・高齢者の健康づくりの推進
・地域介護予防事業、訪問指導などによる介護予防の推進

　③高齢者福祉の充実を図る
・高齢者が地域の中で活躍できる環境づくりの充実
・介護保険サービスの提供基盤の整備、確保
・高齢者の見守り体制の強化促進
・広域的な高齢者福祉合同研修会等の開催

　④広域地域医療体制の充実
・ドクターカーによる救急医療体制の充実
・周産期医療体制の整備による母体・胎児や新生児への医療対応強化

※16 健やか隊員：青森県医師会による職場や地域における健康づくりリーダーの育成プログラム受講者のこと。
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指標 基準値（H26） 目標値（H31）

特定健診受診率 45.2％ 60％

重要業績評価指標（KPI） 基準値（H26） 目標値（H31）

メタボリックシンドロームの
該当者・予備群の該当率 26.4％ 22％

健やか隊員※16の隊員数 －（H27より実施） 150人

介護予防教室の参加者数 2,601人 2,650人



　⑤広域的な障がい者福祉の充実
・障がい者福祉合同研修会等の開催
・障がい者支援区分判定審査事務の共同実施

　（2）いきいきして安全・安心なまちづくりの推進

　①災害に強い地域づくり
・消防団、自主防災組織など、町民自らが地域を守る取り組みの推進
・災害時における各団体との連携体制づくり

　②安全で快適な生活環境の整備
・多目的バス、里バス及び青い森鉄道による地域交通の利便性向上
・快適な住環境の推進を図るため、住宅の新築・リフォームの支援を継続
・町営住宅のバリアフリー化による、高齢者にやさしい住環境の整備

　③広域的な安心・安全への取り組み
・圏域内の他地域と連携し、自然環境を害する一般廃棄物の不法投棄を防止
・安全・安心情報発信事業の圏域拡大
・福祉避難所の設置及び圏域での相互利用の推進
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重要業績評価指標（KPI） 基準値（H26） 目標値（H31）

自主防災組織の設置数 36団体 46団体

町営住宅のバリアフリー化率 47.2％ 57.4％



　（3）協働によるまちづくりの推進

　①まちづくり団体等の連携による地域活性化
・まちづくり団体の積極的な連携を図り、新たなアイデアが生み出される場づくりの

提供
・大学や高校等と連携し、多様な学びの場の提供
・南部町の歴史・情報を発信し、活用を図る取り組みの推進
・地域住民が自らの地域のことを考える「地域づくり計画」の策定と事業の積極的

推進
・NPO等に係る各種情報提供支援体制の広域的な構築

　②スポーツを通じた地域活性化
・スポーツイベントの参加者の拡充による町民の健康増進の充実
・地域資源を活用した新たなスポーツイベントの開催による地域活性化

　③若者による施策立案の実現
・若者や子育て団体による施策の立案
・施策立案のための勉強会の開催
・役場と団体による懇話会等コミュニケーション組織の設置

　④広域による教育環境の充実
・広域的な生涯学習に関する情報を提供
・広域的な体験学習の支援

　⑤圏域マネジメント能力の強化
・行政職員の合同研修の開催
・学官連携地域シンクタンクの活用
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重要業績評価指標（KPI） 基準値（H26） 目標値（H31）

地域づくり計画の策定をした
町内会数 0 10町内会

笑顔あふれるまちづくり
支援事業の実施団体数 9団体/年 15団体/年

スポーツ教室・大会等への
年間参加者数 7,388人 8,000人

若者活躍度
（若者提案施策の実現数） － 5件（累計数）



1.将来展望に関連するアンケート調査結果の概略
　これまでにも南部町では、行政サービスを充実させ、住民の満足度を向上させるため
に、町民に対して各種の調査を行ってきました。
　南部町では人口ビジョン・総合戦略等の作成・策定にあたり、町の将来を担う子ども
たちへ町への愛着を聞くとともに町について考えてもらう趣旨で行われました。その調査
結果について一部掲載しています。

南部町　将来イメージアンケート調査
実 施： 平成27年11月12日（木）～11月27日（金）
調 査 対 象： 町内在住の中学3年生及び高校生
配 布 方 法： 学校を通じて配布
調査対象数： 665人（中学生147人、高校生518人）
回 答 数： 360件（中学生147件、高校生213件）
回 収 率： 54.1％（中学生100％、高校生41.1％）
概 略： 
　この調査は、「南部町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定するにあたり、若者世
代の意見を分析し、計画及び政策のヒントを探るべく、将来社会を担っていく中学・高校
生に対しアンケート調査を行ったものです。
　調査の結果からは、生徒は「自然が豊かである」ことを南部町の強みとして考えてい
る一方で、グリーン・ツーリズムをあまり強みとして考えていないようにうかがわれました。
弱みとしては、「遊べる場所が少ない」ことを挙げています。
　効果のある地域の戦略構築のためには、強みと機会を掛け合わせることで強みをさら
に伸ばすことが重要になります。南部町の自然の豊かさを利活用し、ひとの流れを作り出す
グリーン・ツーリズムへの取り組みはこの考え方に即しています。持続的に取り組むために
も中学生・高校生のグリーン・ツーリズムへの理解を高めていくことが必要となります。
　他の地域へのイメージは、八戸市は「明るい」や「便利な」地域として捉え、仙台市は

「都会的な・近代的な・発展している」というイメージが最も多くなりました。東京につい
ては「人が多い」という意見が多く、また「うるさい」などの消極的な意見も複数挙がって
います。青森県全体としては首都圏へ転出する人口が多いですが、生徒たちは住環境
としての東京をあまり評価していないとみられます。就職や進学のために上京することを
不安に思っており、暮らし良かった南部町での生活とのギャップから、転出しても地元に
帰りたいと思うかもしれないと想像している生徒も多いとみられます。
　南部町のイメージは「自然が豊かな・緑が多い」という自然環境が良いという意見が

【参考資料】
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大勢を占めています。
　将来、転出を希望している生徒が65.6％と過半数を超えています。転出を希望する地
域も「東京を含め関東地方」が最も多くなっています。転出後は再び南部町に戻ってき
たいという希望を持つ生徒も転出希望のうち45％ありますが、「わからない」としている比
率も30％程度存在しており、調査時点では決めかねている生徒も多いとみられます。戻っ
てきたいという生徒は、「故郷への愛着があるから」という理由を多く挙げています。一方
で戻ってきたくないという生徒は、「働く場所がないから」という理由が多くなっています。
このことから、南部町へのUターンには就業場所が少ないことが障害となっていることが
伺えます。
　結婚した場合に南部町で暮らしたいかという設問には、調査時点では「わからない」
とする意見が多くありました。また、子育てには「保育園等の施設の充実」が最も重要と
考えているようです。
　「生徒が町長の立場になったら、何をすると南部町が元気になるか」という設問では、
①ショッピングモールなどの商業施設の誘致・建設、②公園などの遊ぶ場所・施設の設
置、③スポーツや祭りなどのイベントの開催に関する意見が多くありました。
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2.南部町まち・ひと・しごと創生　総合戦略策定 体制図
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南部町まち・ひと・しごと
創生本部

ワーキンググループ

【構成】
●本部長：町長
●副本部長：副町長、教育長
●本部員：庁議（課長等）のメンバー

【役割】
●「人口ビジョン」及び
　「総合戦略」の策定
●「総合戦略」の進行管理

南部町まち・ひと・しごと創生
アドバイザー

【構成】
産・学・金・労及び住民代表等
●大学教授等
●町議会代表者
●農業代表者
●商業代表者
●金融代表者
●労働関係代表者
●住民代表者

【役割】
●施策の助言、審議
●施策の効果検証

【構成】
●設置目的に関係する課等の
　課長補佐等

【役割】
●ワーキンググループごとに具体
的施策の立案、所管セクション
推薦の職員（課長補佐や班長な
ど）による起草・立案作業推進本
部の補助

●KPIの検討

産業雇用創造グループ（しごと）
定住促進グループ（ひと）
安心子育てグループ（ひと）
地域づくりグループ（まち）
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