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氷川町総合戦略　施策体系

【　H27年度　▶　H31年度　】

基本目標 具体的な施策

①戦略的な情報発信による新たな販路の開拓

②農業・商工業の多角的展開

①持続可能な農業体制の確立

②活力ある商業環境の創出

①子育てに係る経済的サポート

②妊産婦サポート

③仕事と子育ての両立サポート

④子育てに係る情報サポート

⑤障がいのある幼児に対する育児サポート

①質の高い学習環境づくり

②地域とともにある学校づくり

③学校教育相談サポート

ウ） 結婚希望者への結婚応援 ①結婚希望者への情報サポート

ア） 催し開催による交流促進 ①地域資源を活用した交流人口の増加

①日本一学生が訪れたくなるまちづくりによる移住定住の促進

②情報発信による移住定住の促進

③広域連携による移住定住の促進

④ツーリズムによる移住定住の促進

①住宅希望者への居住地供給支援

②移住定住に係る情報支援

①交通弱者への移送サポート

②住民自治によるまちづくりへの経済的サポート

③各種検診の経済的サポート

ウ） 地域防災の強化 ①防災・減災活動への経済的サポート

施策の展開

ア）

イ）

ア）

イ）

基本目標２
若い世代に結婚～
子育ての場として
選ばれるまち

基本目標１
地域経済の礎とな
る地域産業が興隆
し魅力ある雇用が
あるまち

元気な地域産業の育成

持続可能な地域産業の育成

安心して産み育てられる子育て支援

地域と連携した子育て環境ときめ細
やかな学習支援

基本目標３
地域の宝を活かし
た町内外の交流が
盛んなまち

魅力発信による移住定住促進

基本目標４
誰もがくらしやすく
心豊かに過ごせる
まち

住宅整備・利活用の促進

安全・安心・快適な生活環境の創出

イ）

ア）

イ）
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（１）基本的方向・数値目標

○
○

（２）具体的な施策・重要業績評価指標

ア）元気な地域産業の育成

①戦略的な情報発信による新たな販路の開拓
○
○
○

②農業・商工業の多角的展開
○

○

イ）持続可能な地域産業の育成

①持続可能な農業体制の確立
○

○

②活力ある商業環境の創出
○

　
○

■重要業績評価指標（ＫＰＩ）

策定時 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 目標値 備考

6,058 5,904 6,638

H22 H27 H31

7,283 6,312 6,066

H22 H27 H31

2.45 2.63 3

H26 H28 H31

716 658 716

H22 H27 H31

33 30 35

H22～26 H24～28 H27～H31

5 20 10

H22 Ｈ28 H31

実績値なし 4 50

H22 H28 H31

実績値なし 0 15

H22 H28 H31

店舗リフォーム件数（件） 10件/年

基本目標１　地域経済の礎となる地域産業が興隆し魅力ある雇用があるまち

地域の活力と持続性の礎となる地域産業を強化し、ゆるぎのない地域産業基盤づくりに取り組みます。
基幹産業である農業の振興を推進するため、６次産業化や農業生産品の産地化、ブランド化、商品開発、販路拡大を
推進し、多様な雇用形態と所得の確保、町外からの新規就業者の増加に取り組みます。

ＫＰＩ

農産物売上実績額（物産館）（億円）

（１）基本的方向・数値目標

農家戸数（戸）

新規農業就業者数（人／年）

農業法人設立数（件）

空き店舗利用事業者数（件）

地域で生産・加工した農作物や加工品の付加価値を高め、大都市圏や国外への新たな販路拡大に取り組みます。
カタログ販売やネット販売など多様な販売手法を用い、農業、商工業の所得向上に取り組みます。
産前産後の方や、小さな子供がいる家庭、高齢者のみの世帯など買物弱者に対し、宅配サービスを提供する等、暮ら
しやすいまち、地産地消のまちづくりに取り組みます。

地元農産物を使用した新商品開発を支援し、付加価値やブランド力を向上させ農業所得の増加や新たな雇用の場の
創出など強い農業構造の構築に取り組みます。商品開発にあたっては、外食産業や民間企業など多様な機関と連携
し、より効率的で質の高い取り組みを行います。
農業の多角的展開により多様な雇用形態を創出し、若者世代からお年寄り、女性など様々な立場の方が経済活動へ
参画できる環境づくりに取り組みます。

氷川町の農業が抱える最も大きな課題は後継者問題です。農業経営の構造的な強化を目指し、後継者問題、経営問
題に対して教育・研修等の総合的な支援を行い、農業の法人化の推進に取り組みます。
自然災害時の補償や、資材などの作付け時費用などを助成し、魅力ある安定した農業経営の推進に取り組みます。

空き店舗の解消や、新たに生まれ変わった店舗は一事業者の収入増加に留まらず、町並みやまちの活力に影響を与
えます。そこで、店舗の顔となる接客スペースのリフォーム費用を助成し、商店街一帯の活力づくり及び商業の活性化
に取り組みます。
町内で新規事業を起業する事業者や空き店舗を活用して創業する事業者に対し、開業に係る費用や、家賃などの助
成を行い、地域経済の活性化に取り組みます。

ア）元気な地域産業の育成

（２）具体的な施策・重要業績評価指標

3件/年

維持

7人/年

既存＋1件
/年増

1千万円増/年

イ）持続可能な地域産業の育成

農業粗生産額（百万円）

生産年齢人口維持数（人）
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■具体的な事業

1 物産品販売フェア事業

2 い草畳表需要拡大事業

3
海外販路拡大事業
（フードバレー・定住自立圏関
連事業）

4 ネット販売販路拡大事業

5 農産物新商品開発事業

6
アグリビジネスセンター活用活
性化事業（フードバレー）

7 新商品（特産品）開発事業

8 新規就農支援事業

9 農業収入安定化事業

10 農業法人化支援事業

11 店舗リフォーム支援事業

12 空き店舗対策事業

13 新規創業支援

（２）ア）① 農業振興課

（２）ア）①

（２）ア）①

関連
項目

農業振興課

№ 事業名 担当課

（２）ア）①

（２）ア）②

（２）ア）②

（２）ア）②

（２）イ）①

（２）イ）①

農業振興課
農業委員会

（２）イ）①

（２）イ）②

（２）イ）２

（２）イ）②

農業法人への耕作放棄地等の斡旋や活用できる農地の集積
を図りながら農業法人化を推進し、町内外からの新規就農者
数の増加を図る。

現に業を営んでいる事業所等を改善するために必要な改修
工事・新築工事に係る経費に対する補助を行う。

商工観光課

商工観光課

農業振興課
農業委員会

６次産業に向けた、商品開発や、農作物の品質向上、販路開
拓等を支援するアグリビジネスセンターの活用を活性化させ
るための啓発等を行うことで、産業の活用化を図り、農業所得
の向上や新規就農に繋げる。

商工会と氷川物産振興協議会が連携して、商品のＰＲ等を行
い、イベント等に参加する。

新規就農者に対し、経営相談や施設整備補助等を行い、安
定した農業所得を維持できるように支援する。事業を広くＰＲ
することで、ＵＪＩターン者等による新規就農にも繋げ、移住定
住の促進を図る。

異常気象等の被害による農業収入減を共済金による補填で
安定化させることで、農家経営の安定化を図る。農業のリスク
回避を行うことで、農家後継者離れの抑止や新規就農にも繋
げる。

事業概要

時代のニーズに対応するため、商工会が窓口となって通信販
売を行い、参加事業所の販売活動やＰＲ等についての支援
を行う。

地元農産物を使用した新商品開発を支援し、６次産業化を推
進することで、農業所得の向上や新規就農者（町外者含む）
の増加を図る。

農業振興課
商工観光課

商工観光課

農業振興課
農業委員会

農業振興課

物産品（農産品、加工品等）の販売フェアへ出店することによ
り、販路を拡大し、域外からの需要を増やすことによって、生
産規模の拡大、農業所得の向上、新規就農者（町外者含む）
の増加を図る。

い草畳表の需要拡大を目的とし、畳表の購入者に対する助
成を行う。

八代港を活用した、中国（香港）、台湾等への地元特産品の
販路拡大を推進し、域外からの需要を増やすことによって、
生産規模の拡大、農業所得の向上、新規就農者（町外者含
む）の増加を図る。

商工観光課

空き店舗を利用した６次産業店舗展開事業として、地場産業
との連携による直売や新たな商品の開発・販売を行う。

空き地及び空き店舗を活用して、新規に事業所等を開設する
ために必要な改修工事・新築工事に係る経費に対する補助
を行う。

農業振興課
商工観光課

商工観光課
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（１）基本的方向・数値目標

○

○

（２）具体的な施策・重要業績評価指標

ア）安心して産み育てられる子育て支援

①子育てに係る経済的サポート
○

○

②妊産婦サポート
○

③仕事と子育ての両立サポート
○

④子育てに係る情報サポート
○

⑤障がいのある幼児に対する育児サポート
○

イ）地域と連携した子育て環境ときめ細やかな学習支援

①質の高い学習環境づくり
○

○
○

○
○

②地域とともにある学校づくり
○

③学校教育相談サポート
○

ウ）結婚希望者への結婚応援

①結婚希望者への情報サポート
○

■重要業績評価指標（ＫＰＩ）

策定時 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 目標値 備考

1.51 1.83

H22 H31

93 △ 1 45

H25 Ｈ28 H31

※ 実績値なし 80% H31目標値

※ 実績値なし 80% H31目標値

※ 実績値なし 80% H31目標値

不登校などの児童・生徒の悩み、不安、ストレスに対し、気軽にカウンセリングするための相談員を配置し、不登校な
どの解消に取り組みます。

若者の結婚の希望をかなえるため、様々な相談への対応や、情報提供、イベント企画・開催に取り組みます。

（２）具体的な施策・重要業績評価指標

ア）安心して産み育てられる子育て支援

幼児に対する子育て環境満足度（％）

小中学生に対する子育て環境満足度（％）

妊産婦サポートの満足度（％）

ＫＰＩ

（１）基本的方向・数値目標

合計特殊出生率（人）

20～49歳の転出超過数（人）
8人/

年改善

※

基本目標２　若い世代に結婚～子育ての場として選ばれるまち

結婚、妊娠、出産、子育ての場として若い世代に選ばれる町となるため、子供を産み育てやすい環境づくり、地域が
一体となって子育てを見守り、応援する環境づくりに取り組みます。
妊娠、出産、子育てを支援し、結婚や出産への若者の希望をかなえ、出生率の増加や少子高齢化社会に対応する
活力ある地域づくりに取り組みます。

次代を担う子供の誕生を町全体で祝福し、健やかな成長を願うとともに、子育てを支援し、子供を産み育てたいとい
う希望をかなえる環境の創出に取り組みます。
幼少期から中学生までの医療費、幼児期の保育料などを助成し子育て世代の経済的負担を軽減することで、誰も
が安心して子供を育てることのできる環境づくりに取り組みます。

産前産後の体調不良などにより家事又は育児を行うことが困難な家庭に支援を行うことで、母親の精神的・身体的
負担の軽減と、児童福祉の向上に取り組みます。

大学等教育機関と連携し、夏・冬休み期間等を中心に大学生等による学習サポートを行い、子供達の学習意欲の
向上等に取り組みます。
各小中学校に学習支援員を配置し、障がいのある児童生徒の学習活動などの充実に取り組みます。
先進の学習環境を整備することにより、生徒の積極的な学習活動への参加や、学習意欲・思考力・判断力などの向
上を目指し、魅力ある学習環境の創出に取り組みます。
子供たちの充実した読書・学習活動の促進のため、図書館の充実、活性化に取り組みます。
郷土について学び、子供達が「氷川町に住み続けたい」、「戻ってきたい」と思い、若い世代の流出抑制につなが
る、ふるさとへの愛情の醸成に取り組みます。

地域と学校が連携し、地域とともにある学校運営を行うことで、充実した教育環境、魅力ある学校づくりに取り組み、
子供達の豊かな成長を地域と一体となって育む学校運営を目指します。

共働き家庭や、身近に安心して子供を預ける人がいない家庭などの仕事と子育ての両立を支援するため、病児、病
後児の病中または病気回復中の保育事業に取り組みます。

各担当課で実施されている妊娠・出産・子育て・教育の情報の一元化を図り、事業対象者にわかりやすく的確に情
報を提供し、円滑な利用の促進に取り組みます。

特別支援員を配置し各園を巡回・指導することで、障がい（ADHDなど）のある園児などに対して育児のサポートに
取り組みます。
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策定時 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 目標値 備考ＫＰＩ

※ 実績値なし 80% H31目標値

※ 実績値なし 80% H31目標値

※ 実績値なし 80% H31目標値

6 3 0

H26 Ｈ28 H31

実績値なし 0 5 1組/年

■具体的な事業

1
すこやか赤ちゃん出産祝金支
援事業

2 保育料助成事業【新事業】

3 児童医療費助成事業

4
学校給食費助成事業
【新事業】

5 産前産後ホームヘルプ事業

6
病児病後児保育事業【新事
業】

7

妊娠・出産・子育て・教育支援
統合版情報発信ツール制作
事業【新事業】

8
就学前特別支援員事業
【新事業】

9
大学などとの連携による学習
支援事業【新事業】

10 宿泊通学体験事業

11 特別支援教育支援員事業

12 小中学校ICT整備事業

イ）地域と連携した子育て環境ときめ細やかな学習支援

学習環境に対する満足度

障害のある幼児への育児サポート満足度（％）

仕事、子育て両立サポート満足度（％）

№
関連
項目

事業名 事業概要 担当課

不登校児童数（人）
小中学校

合計

※の重要業績評価指標（ＫＰＩ）については、総合戦略の計画期間最終年に調査予定。

（２）ア）①

１年以上引き続き町内に居住する保護者に出産祝金を支
給する。（両親のいずれかが子の出生前１年以上居住して
いることが必要）　◆第１～３子：１０万円◆第４子：３０万円◆
第５子以降：５０万円

町民環境課

（２）ア）①

支給認定保護者が監護し、生計を一にする年度当初にお
ける１８歳未満の子が３人以上いる場合、第３子以降の保育
料は無料とする。

町民環境課

（２）ア）③

病児保育所の設置（事業開始予定年度H31）保育を必要と
する乳児・幼児や家庭において保育を受けることが困難と
なった小学校に就学している児童で、疾病にかかっているも
のについて、保育所、病院等において保育を行う事業

町民環境課

（２）ア）①

中学3年生までの医療費に対して助成を行い、疾病の早期
治療の促進と健康の保持及び健全育成と子育て支援を図
る。医療費の現物給付を行う。

健康福祉課

（２）ア）①
子育て世代の経済的負担を軽減する為、小中学校の給食
費の一部を補助する事業。平成28年度は未実施。

学校教育課

（２）イ）①

町内の小学６年生を対象に各学校ごとに実施。立神峡里地
屋敷を利用し、自主性・自律性・協調性を培う。家庭から離
れた生活体験を通して、家族の一員として家庭での役割を
考える。

生涯学習課

（２）ア）④

子育てワンストップサービス整備（H29.7運用開始予定）
妊娠、出産、育児等に係る保護者の子育ての負担軽減を図
るため、地方公共団体における子育て関連の申請等手続き
について、マイナンバーカードを用いてオンラインで一括し
て手続きができるサービス

健康福祉課
町民環境課
学校教育課

（２）ア）⑤

障がい児のある幼児に対する育児のサポート（未定）
特別支援員を配置し、各園を巡回指導することで、障がい
（ADHDなど）のある園児などに対して育児のサポートに取り
組む。

町民環境課

（２）イ）①

小中学校5校の配慮を必要とする児童生徒（発達障害等）
への学校生活介助や学習支援を行うため、小学校、中学校
合わせて11名の支援員を配置した。

学校教育課

（２）イ）①

ＩＣＴ機器により学習支援を行うことで教育環境を充実し、魅
力ある学校づくりと学力向上を図る目的として、小中学校5
校に電子黒板47台、実物投影機46台、タブレット端末200台
を整備した。（H27）また、タブレット端末263台、電子黒板用
ノートパソコン37台を整備した。（H28）

学校教育課

（２）イ）①

桜っ子クラブによる夏の勉強会として夏休みに開催している
が、指導者は、地域コーディネーター・民生委員・ジュニア
リーダーで行っている状況で、大学生との連携までは至って
いない。

ウ）結婚希望者への結婚応援

事業参加者の成婚数

企画財政課
生涯学習課
学校教育課

（２）ア）②

産前産後の体調不良等のための家事育児が困難な家庭に
家事等の援助を行う。ヘルパーを派遣し母親の精神的、身
体的負担を軽減する。

健康福祉課
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13 八火図書館利用促進事業

14
郷土愛を育む氷川学習
【新事業】

14 コミュニティ・スクール事業

15 教育相談員事業

16 婚活応援事業【新事業】

学校教育課

（３）イ）③

中学校２校に各１名教育相談員を配置し、生徒・児童の悩み
等の相談を行った。また、必要に応じて保護者の教育相談も
受けた:。（相談件数　生徒・児童約３００件、保護者約１１０
件、学校関係者約１５０件、その他約３０件）

学校教育課

（２）イ）①

毎月広報誌で八火図書館だよりとして、新刊等の紹介。また、
本まつりを開催し多読賞の表彰や県内文学地の文学散歩を
開催。図書館協議会による協議や先進地研修を行っている。

生涯学習課

（２）イ）①

平成２８年度各学校の教育課程に氷川学習を位置づけること
は授業時数の確保のうえから困難であった。今後位置づけを
検討する。

学校教育課

（４）ウ）①
結婚を望む男女に出会いの場を創出するための婚活イベント
を実施し、氷川町に移住する人口増加につなげていく。

企画財政課

№
関連
項目

事業名 事業概要 担当課

（２）イ）②

「地域とともにある学校づくり」を目的に小中学校５校すべてコ
ミュニティ・スクールに指定している。学校運営協議会では各
学校の課題解決のための取組や「あいさつ運動」を展開し
た。
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（１）基本的方向・数値目標

○

○

（２）具体的な施策・重要業績評価指標

ア）催し開催による交流促進

①地域資源を活用した交流人口の増加
○

○

○

イ）魅力発信による移住定住促進

①日本一学生が訪れたくなるまちづくりによる移住定住の促進
○

②情報発信による移住定住の促進
○

③広域連携による移住定住の促進
○
○

④ツーリズムによる移住定住の促進
○

○

■重要業績評価指標（ＫＰＩ）

策定時 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 目標値 備考

103 94.9 129

H26 H28 H31

3.1 3.1 3.9

H26 H28 H31

25.6 24.8 31.5

H26 H28 H31

1,900 1,875 25％増

H26 H28 H31

100 100 25％増

H26 H28 H31

9,000 8,500 25％増

H26 H28 H31

224 374 25％増

H26 H28 H31

近隣地域と包括・連携することにより、住民への良好なサービス提供を行い、移住定住の促進に取り組みます。
秋山幸二ギャラリー（前福岡ソフトバンクホークス監督）やまちつくり酒屋など今ある資源を最大限活用し、観光ルート
の一部に取り込むことで、町の魅力発信に取り組みます。

農業や自然環境、歴史など町の資源をテーマとした体験型のツーリズム事業を継続実施し、地域との交流や滞留時
間を増加させ、移住・定住人口の増加及び地域経済効果の拡大を目指します。
近隣地域と連携し八代圏域におけるツーリズム事業を推進し、八代圏域の魅力を発信することで、移住・定住及び
住民の地域に対する誇りの醸成に取り組みます。

（２）具体的な施策・重要業績評価指標

ア）催し開催による交流促進

各イベント参加者数【梨マラソン】（人）
※設定人数

の
100％以上

各イベント参加者数【ヘラブナ釣り大
会】（人）

※設定人数
の

100％以上

各イベント参加者数【氷川まつり】（人）

ＫＰＩ

（１）基本的方向・数値目標

観光入込客数（万人） 約25％増

宿泊客数（万人） 約25％増

※設定人数
の

100％以上

各イベント参加者数【竜北ｳｫｰｷﾝｸﾞ】
（人）

※設定人数
の

100％以上

観光消費額（億円）

基本目標３　地域の宝を活かした町内外の交流が盛んなまち

氷川町には、宇城氷川スマートインターチェンジが所在する他、大型旅客船も寄港する「八代港」の隣接町であるな
ど、交流人口の増加を期待できる立地条件にあります。そこで、「地域の宝＝地域資源」を活かした催し開催やツー
リズム事業を活発化させ、集客の増加に取り組みます。これらの取り組みが、物産品の購入などの通過型から滞在
型、長期滞在型、移住・定住へと発展していくことを目指します。
情報発信やツーリズムの体験等による効果的な氷川町の魅力PRと、周辺市町村と連携した良好な生活環境の創出
により、移住定住人口の増加を目指します。

地域の宝である自然や特産品など地域色をPRしたイベントを開催することで、町内に新しい人の流れを創出すること
に取り組みます。
地域の宝を体感するイベントなどを開催し、地域との交流や滞留時間を増加させ、移住・定住人口の増加及び地域
経済効果の拡大を目指します。
各種イベントで移住定住ブースを設け、町の情報を発信することで、移住定住人口の増加を目指します。

まちづくり情報銀行を政策研究拠点施設として、大学生とまちづくりに関する研究活動等を通して情報発信を行い、
学びの思い出に残る町、いつか訪れたい・住んでみたい町となることを目指します。

「行ってみたいまち」、「暮らしてみたいまち」を目指し、町の魅力を分かりやすく、より広く、誰もが気軽に利用できる
形態で効果的に情報発信することで、移住定住の促進に取り組みます。
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策定時 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 目標値 備考ＫＰＩ

実績値なし 0 70

H26 H28 H31

82 27 22

H25 H28 H31

実績値なし 42 400

H28 H31

■具体的な事業

1 梨マラソン大会

2 ヘラブナ釣り大会

3 氷川まつり

4 「道の駅」竜北ウォーキング

5 立神峡公園イベント

6
大学連携によるまちづくり事
業【新事業】

7 町の魅力発信事業【新事業】

8 定住自立圏共生ビジョン事業

9
やつしろ観光バスツアー事業
【新事業】

10 氷川ツーリズム事業

11
やつしろツーリズム事業【新事
業】（定住自立圏関連事業）

（２）イ）④

（未実施）八代圏域の地域資源やグリーンツーリズム等を活
かした体験型プログラムの実施。体験プログラムや民泊を通
して、八代地域の魅力を知ってもらい、移住定住の促進に
繋げる。

商工観光課
農業振興課

（２）イ）③

氷川町の地域住民の主体的な取り組みによる地域の活性
化活動を推進し、それに向けた地域連携ネットワークの形成
を行い、体験型ツーリズムの振興に寄与することを目的とす
る。

商工観光課
農業振興課

（２）イ）④

もち米収穫体験などを通じたツーリズム事業を実施すること
により交流人口を増やし、氷川町の魅力を広くＰＲすることで
移住定住の増加を図る。

商工観光課
農業振興課

（２）イ）②
町フェイスブックの開設やPRパンフレット及びPR動画を制作
し、SNS等を活用してまちの魅力を広くPRする。

企画財政課

（２）イ）③

定住自立圏形成協定に基づき、中心市の八代市と近隣町
の氷川町・芦北町が定住のために必要な生活機能を確保
するため役割分担して行う具体的な取り組みを記載した共
生ビジョンに基づき実施する事業

企画財政課

（２）ア）①
たけのこ掘り、しいたけのコマ打ち、竹林間伐等の各種イベ
ントを通して環境学習を行う。

商工観光課

（２）イ）①
行政と大学生がまちづくりに関する研究活動等を通して政
策提言、情報発信を行う。

企画財政課

（２）ア）①

年1回開催される町の一大イベントであり、会場内では町内
の商店等による特産品の販売やステージイベントを開催し、
町内外からの来場者に町のＰＲや交流の場でもあり地域活
性化を担うイベントである。

商工観光課

（２）ア）①

「道の駅」竜北、竜北公園、大野窟古墳、野津古墳群、中心
市街地などを巡る『「道の駅」竜北ウォーキング』を通じて、町
内外の人々が親睦を深めるとともに、本町の優れた特産品
や豊かな自然環境と素晴らしい景観をアピールすることによ
り、交流人口を増加し地域の活性化を図る。

商工観光課

（２）ア）①
吉野梨のPRとスポーツの推進を目的としたマラソン大会を毎
年9月に実施している。

商工観光課

（２）ア）①

町の素晴らしい自然環境の中で釣り人の親睦を深め、併せ
て和鹿島いちごのＰＲと自然環境の保全に寄与することを目
的にヘラブナ釣り大会を実施している。

商工観光課

№
関連
項目

事業名 事業概要 担当課

移住定住ブース利用者数（人）
各イベント

参加総数×
30％

大学連携等による地域づくり活動の
交流人口

80人/年

イ）魅力発信による移住定住促進

転出超過数（人）
10人/年

改善
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（１）基本的方向・数値目標

○

（２）具体的な施策・重要業績評価指標

ア）住宅整備・利活用の促進

①住宅希望者への居住地供給支援
○

○

②移住定住に係る情報支援
○

イ）安全・安心・快適な生活環境の創出

①交通弱者への移送サポート
○

②住民自治によるまちづくりへの経済的サポート
○

③各種検診の経済的サポート
○

ウ）地域防災の強化

①防災・減災活動への経済的サポート
○

○

■重要業績評価指標（ＫＰＩ）

策定時 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 目標値 備考

実績値なし 70

H22 H31

実績値なし 7 25

H22 Ｈ28 H31

実績値なし 70

H31

39 39 39

H26 Ｈ28 H31

17.9 17.8 27.9

H26 Ｈ28 H31

18.4 24.1 28.4

H26 Ｈ28 H31

※

※

住民自治事業実施地区数 維持

検診受診率【子宮頸がん】（％） 2％増/年

検診受診率【乳がん】（％） 2％増/年

ア）住宅整備・利活用の促進

空き家入居数（件） 5件/年

移住定住者満足度（％）

イ）安全・安心・快適な生活環境の創出

ＫＰＩ

（１）基本的方向・数値目標

住民くらしやすさ満足度（％）

（２）具体的な施策・重要業績評価指標

防災備蓄品の完備や確実な情報伝達のための機器整備などにより災害に強いまちづくりを推進することで、安全・
安心な暮らし環境を提供し、移住定住の促進に取り組みます。
氷川町の消防団組織は、人口減少や、高齢化などの影響により脆弱となる傾向にあります。自主防災組織の活動費
を助成し、防災意識の高揚、地域結束力の強化を図り、安全・安心な暮らし環境を創出し、移住定住の促進に取り
組みます。

基本目標４　誰もがくらしやすく心豊かに過ごせるまち

氷川町は、町土の約半数を農業振興地域が占めているため、若い世代や子育て世代などが町内に住宅新築を希
望しても宅地がなく、近隣町村へ移住する例も見受けられます。住宅需要に対し、適切に居住地を提供することで、
若い世代やＵＪＩターン者の受け皿づくりに取り組みます。

町有地を民間に払い下げ、民間資金による住宅整備を促進し、若い世代や子育て世代、ＵＪＩターンの移住希望者
などの住宅需要の希望をかなえることで、移住定住の促進に取り組みます。
町が主体となって、空き家の借入、リフォームを行い、移住者や単身者、子育て世代などの若い世代へ貸出すこと
で、空き家の利活用及び移住定住の促進に取り組みます。

高齢化の進行などにより自動車移動ができないお年寄りも増加傾向にあります。移動弱者（お年寄り、障がい者、妊
産婦など）へ交通費の助成等の移送サポートを行い、誰もが暮らしやすいまちづくりに取り組みます。

地区別計画に基づく伝統行事、環境美化活動などに対し活動費を助成し住民自治によるまちづくりの活発化に取り
組みます。これらの活動が地域コミュニティの醸成の他、ＵＪＩターン者が地域へ溶け込む機会の創出ともなり、活動を
通じた移住定住の円滑な受入れを目指します。

町民の健康増進のため、各種検診費用を助成し、健康で積極的に経済活動や結婚、子育てに参画する環境の創
出に取り組みます。

ＵＪＩターンなどの移住希望者にむけた、仕事、居住、支援、町の魅力など総合的な情報発信ツールを制作し、移住
定住の促進に取り組みます。集約した情報は、大都市圏などの有事の際に素早い情報提供を行い、被災者をス
ムーズに受け入れることのできる体制の構築にも活用します。
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策定時 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 目標値 備考ＫＰＩ

8.8 10.5 18.8

H26 Ｈ28 H31

29.0 27.3 39.0

H26 Ｈ28 H31

23.8 20.2 33.8

H26 Ｈ28 H31

4.1 3.3 14.1

H26 Ｈ28 H31

21.7 21.6 31.7

H26 Ｈ28 H31

実績値なし 28.4 10％増

H26 Ｈ28 H31

実績値なし 70

H26 H31

39 39 39

H26 H28 H31

100 97.4 100

H26 H28 H31

■具体的な事業

1
民間活用住宅整備推進事業
【新事業】

2 空き家活用事業【新事業】

3
移住総合情報発信ツール制
作事業【新事業】

4 タクシー券助成事業【新事業】

5
住民主役のまちづくり補助金
制度

6 健康診断料助成事業

7 がん検診助成事業

※の重要業績評価指標（ＫＰＩ）については、総合戦略の計画期間最終年に調査予定。

※

（２）イ）③
生活習慣病の早期発見のため、受診しやすい体制の一つと
して特定健診・がん検診に対し健診料金の助成を行う。

健康福祉課

（２）イ）③

特定の年齢に達した女性に対して子宮頸がんおよび乳がん
検診に関する無料クーポン券を配布することにより、がん検
診の受診促進を図る。

健康福祉課

（２）イ）①

未実施（実施方法をH29年度検討）
対象者の決定（福祉タクシー）や移動箇所などのニーズ調
査実施

総務課

（２）イ）②

地区別計画に基づく、地域コミュニティにおける伝統行事や
環境美化活動などに対し活動費を助成し、住民自治による
まちづくりの活発化を支援する。

総務振興課

（２）ア）①

空き家バンクに登録された物件を、町内へ移住定住を目的
とする空き家利用希望者に紹介し、空き家の有効活用につ
なげる。

総務振興課

（２）ア）②
移住定住希望者向けの町PRパンフレットを作成し、移住定
住者の増加を図る。

総務振興課

№
関連
項目

事業名 事業概要 担当課

（２）ア）①
老朽化した公営住宅（常葉団地一部、引上げ者住宅）を解
体・廃止し、用地を民間へ払い下げ、住宅建設を促進する。

建設下水道課

ウ）地域防災の強化

くらし安心度（％）

防災組織数（地区） 維持

防災事業実施率（％） 維持

検診受診率【前立腺がん】（％） 2％増/年

検診受診率【腹部超音波】（％） 2％増/年

検診受診率【胸部CT】（％） 2％増/年

検診受診率【胃がん】（％） 2％増/年

検診受診率【肺がん】（％） 2％増/年

検診受診率【大腸がん】（％） 2％増/年
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8 防災用品備蓄事業

9
防災無線デジタル化事業【新
事業】

10
自主防災組織運営交付金
（地区活性化交付金）

（２）ウ）①

　アナログ式からデジタル式の防災行政無線へ更新整備を
行う。総事業費：1,084,582千円（平成29年度～平成31年
度）（デジタル化：944,400千円　災対本部・無線室：140,182
千円）

総務課

（２）ウ）①

　地区住民の自主的な防災活動を行うことにより、火災、風
水害その他の災害による被害の防止及び軽減を図る。28年
度は39地区中38地区が実施し、交付額2,708,020円。

総務課

№

（２）ウ）①

大規模災害時の備えとして、指定避難場所等へ収容できる
約3000人分相当の防災用品を計画的に購入する。3000人
×3日×3食＝27000食を５箇年で備蓄し、その後は毎年更
新する。　事業費：毎年度5,000千円

総務課

関連
項目

事業名 事業概要 担当課
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