
１ 基本的な考え方 

⑴ 策定の趣旨 

人口減少による地域活力の低下や市町村の消滅さえ

危惧される中、東京圏への人口流出や少子化に歯止めを

かけ、持続可能なまちづくりに向けた取組みをより一層

加速させていくため「井川町総合戦略」を策定する。 

⑵「総合戦略」の位置付け 

国、県の戦略や町づくりの基本計画である「井川町総

合振興計画」との整合性を図りながら、人口問題に焦点

を当て政策を整理した上で、「人口減少の克服」、「地方

創生」に特化した取組の充実、強化を図るものである。 

⑶ 目指すべき方向 

 雇用の確保や定住促進、出生率改善等、地域に活力を

取り戻すための施策を行政と町民が一体となって取り

組むことにより、人口減少の抑制を図り、「井川町人口

ビジョン」に掲げる平成 72 年（2060 年）将来人口 3,082

人の確保を目指す。 

 

２ 基本目標 

(1)地域の産業仕事づくり 

○民営従業者数・・・・・・ 1,800 人(H31) 

(2)安心子育て環境づくり 

○合計特殊出生率・・・・・・・1.50（H31） 

(3)健康で住みよいまちづくり 

○人口の社会増減数・・・・ △22 人（H31） 

 

３推進期間 

 

  ５年間（平成 27 年度～平成 31 年度） 

 

４ 検証と推進体制 

政策分野ごとの基本目標を設定するとともに、５年間

の取り組みに対する重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定

し、検証・改善を図る仕組みとしてＰＤＣＡサイクルを

運用する。検証・改善に当っては外部有識者等を含めた

検証組織を設置し、定期的に進捗状況の点検や課題への

提言を受ける等、事業計画の総合的管理と着実な推進を

図る。 

基本目標 1 地域の産業仕事づくり 

⑴ 農業所得向上対策 

■ＫＰＩ ・新規の特産品開発            ５品 (H31:累計) 

・振興作物（枝豆）作付面積    20ha(H26) ➝ 30ha(H31) 

・振興作物（かぼちゃ）作付面積  10ha(H26) ➝ 15ha(H31) 

・振興作物（大豆）作付面積    35ha(H26) ➝ 50ha(H31) 

主要事業 ○特産品開発支援事業   ○振興作物支援事業 

     ○経営所得安定対策事業  ○産地づくり事業 

⑵ 農業担い手支援 

■ＫＰＩ ・農業法人数       ４法人(H26) ➝ ８法人(H31) 

・新規就農者数      １人(H26)  ➝ ３人(H31:累計) 

主要事業 ○農業経営力向上支援事業 ○農業法人確保・育成事業 

     ○青年就農給付金事業   ○農業フロンティア育成研修事業 

     ○中山間農地維持支援事業 ○日本型直接支払制度 

⑶ 起業・創業による雇用の創出 

■ＫＰＩ ・起業・創業者数      ３件（H31:累計） 

主要事業 ○起業・創業支援事業○商工業振興条例による奨励金交付事業 

     ○あきた創業サポートファンドによる経営支援 

○中小企業融資あっせん事業 ○異業種交流推進事業 

     ○中小企業退職金共済掛金助成事業 

⑷ 日本国花苑を活用した観光振興 

■ＫＰＩ ・観光入込客数    11 万 3 千人(H26) ➝  15 万人(H31) 

主要事業 ○日本国花苑を舞台とした地域活性化（町おこし）事業 

     ○日本国花苑整備事業 ○町ＨＰの充実、SNS 等の積極的活用 

○桜・彫刻を核としたイベント、学習会、コンクール等の開催 

基本目標 2 安心子育て環境づくり 

⑴ 結婚・出産支援 

■ＫＰＩ ・婚姻届出数     13 組(H26)  ➝  20 組(H31) 

・出生数       11 人(H26)  ➝  20 人(H31) 

主要事業 ○婚活イベント開催支援 ○不妊治療助成の拡充 

     ○住宅リフォーム支援事業 

⑵ 総合的な子育て支援 

■ＫＰＩ ・子育て環境満足度(5段階 4以上)17.6％(H26) ➝ 30.0％(H31) 

・子育て交流館の建設               １施設(H31) 

主要事業 ○子ども医療費無料事業 ○第２子以降保育料無料事業 

     ○保育の強化    ○認定子ども園の設備、保育環境の充実 

     ○子育て交流館の整備  ○「井川版ネウボラ」の整備 

⑶ 幼保小中一貫教育 

■ＫＰＩ ・園児、小、中学生全体の交流事業       １回(H31) 

・大学や他校との交流     １校（H26） ➝ 3 校（H31） 

主要事業 ○小中一貫校の整備   ○ＩＣＴ教育の推進（ﾀﾌﾞﾚｯﾄ活用等） 

     ○英語教育の推進・強化 ○キャリア教育の推進 

⑷ 子育て世代の定住対策 

■ＫＰＩ ・３世代同居世帯数     151 世帯（H26） ➝150 世帯（H31） 

・町営住宅子育て世帯入居数  46 戸（H26） ➝ 50 戸（H31） 

主要事業 ○子育て支援住宅建設事業 ○住宅ローン助成事業 

     ○町営住宅改修事業 

基本目標 3 健康で住みよいまちづくり 

⑴ 健診事業の充実による健康寿命の延伸 

■ＫＰＩ ・循環器健診受診率  67.3％（Ｈ26） ➝ 75.0％（Ｈ31） 

・健康講座参加人数   397 人（Ｈ26） ➝ 500 人（Ｈ31） 

・がん検診受診者数  62.4％（Ｈ26） ➝ 75.0％（Ｈ31） 

主要事業 ○循環器健診事業  ○健康講座、健康運動教室の開催 

     ○がん検診助成事業 ○診療体制の整備、医療機器の充実 

⑵ 空き家の利活用 

■ＫＰＩ ・空き家バンク登録数           40 棟（H31） 

・町指導による解体、ﾘﾌｫｰﾑ 2 棟（H26） ➝20 棟（H31:累計） 

主要事業 ○空き家バンクの設置 ○解体助成金制度の創設 

○空き家リフォーム補助金の創設 

⑶ 包括ケアシステムの充実 

■ＫＰＩ ・包括支援ｾﾝﾀｰ訪問等相談件数  365 人（H26）➝  480 人（H31） 

・予防教室等参加者数    1,130 人（H26） ➝1,500 人（H31） 

主要事業 ○井川町包括支援ｾﾝﾀｰ及び予防教室等の拡充○看取り体制整備 

○特別養護老人ホーム等介護施設のニーズ調査及び充実 

⑷ 地域コミュニティの活性化 

■ＫＰＩ ・まちづくり懇談会参加者数 338 人（H26） ➝ 500 人（H31） 

主要事業 ○全町内会でのまちづくり懇談会の実施(開催方法の見直し等) 

○町内会長会による先進地視察研修への助成 

○地域コミュニティ施設の充実 

⑸ 安全安心まちづくり 

■ＫＰＩ ・防犯灯 LED 化率（町内会所有分）2.0％(H26） ➝ 50.0％（H31） 

・公共施設防犯カメラ設置数          10 箇所（H31） 

・無料巡回バス利用者数(年度)31,237 人(H26）➝33,000 人（H31） 

・備蓄指定品目の整備（県共同） 13 品目(H26）➝ 19 品目（H31） 

・Wi-Fi 情報ステーション設置数        10 箇所（H31） 

主要事業 ○新（省）エネルギー導入の推進 ○防犯灯 LED 化推進事業 

     ○防犯カメラ設置事業      ○無料巡回バス運行事業 

○IP 告知放送システムの充実   ○避難施設・設備等の強化 

○災害時要援護者避難支援体制及び備蓄品等の整備 

○公共施設無料 Wi-Fi の整備 
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