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「誰もが住みたい
住み続けたい南阿蘇村」

の実現に向けて

南阿蘇村では、平成27年度に「第２次南阿蘇村総合計画」を策定し、

村民の皆様との共創によるむらづくりを進めてまいりました。

しかしながら、平成28年4月16日に発生した熊本地震は、本村がこ

れまで経験したことのない未曾有の被害をもたらし、かけがえのない

多くの命と、これまで培ってきた住民の生活や豊かな自然を奪い去り

ました。

このため、村では平成29年1月「復興むらづくり計画」を策定し、

復旧・復興を最重要プロジェクトとして、むらづくりに取り組んでお

ります。

併せて、急激な人口減少・少子高齢化、環境やエネルギー問題の顕

在化など、今後ますます多様化・複雑化する住民ニーズや行政課題に

対応するため既存の総合計画を軸とし、一部見直しを図り「第２次総

合計画（改訂版）」を策定しました。

新しい計画では、村民の誰もが生きがいを持って、この恵まれた自

然を継承し、新たな活力を見出し、すべての村民が幸福感に満たされ

る“むら”を目指し「誰もが住みたい 住み続けたい 南阿蘇村」を築

き上げることとしております。

本計画を着実に推進して参りたく、村民の皆様のご理解とご協力を

お願いいたします。

最後になりましたが、本計画の策定にあたって総合計画策定検討委

員の皆様をはじめ、貴重なご意見、ご提言をお寄せいただきました皆

様に心からお礼を申し上げ、なお一層のご支援とご協力をお願い申し

上げます。

平成30年3月

南阿蘇村長
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第１部 序論 －はじめに－
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１．「総合計画（改訂版）」策定の趣旨

「総合計画」とは、よりよい地域づくりのための様々な施策を、バランス良く効率

的に進めていく基本的な指針となるもので、自治体が進むべき方向を明確に示すとと

もに、それに向かって行うべき政策や施策を体系化した計画であり、全ての行政活動

の基本となる自治体の最上位に位置づけられる計画です。

「第2次南阿蘇村総合計画」（以下、「現行総合計画」）は、新村建設計画を受け

て策定された「第１次南阿蘇村総合計画」が合併から10年を経過し、更新の時期を迎

えるとともに、社会情勢の変化に的確に対応しうる施策を再構築する必要性があるこ

とから、平成26年度（2014年）に策定がなされ、平成27年度（2015年）より2024年

度までの10年間を計画期間として策定されたものです。

しかし、平成28年（2016年）４月14日及び16日に発生した熊本地震により、本村

は、村民の暮らしや村の経済に大きな被害を受けました。

このため、本村においては、平成29年（2017年）１月には「現行総合計画」を基

盤として、熊本地震からの復旧・復興に関連する重点事業を盛り込んだ「南阿蘇村復

興むらづくり計画」（以下「復興むらづくり計画」）を策定し、現在、その計画に基

づいて、村民と行政が一丸となり創造的復興を着実に進めているところです。そのよ

うな状況の一方で、「現行総合計画」に掲げた施策や事業に中には実施の断念や延期

を検討しなければならない項目や、今後、取組を強化しなければならない項目が出始

めている現状があります。

そこで、現在の本村の情勢を踏まえた上で、「復興むらづくり計画」の重点事業を

今後の本村のむらづくりの中核となすべく、また、平成27年10月に人口減少化克服

のために策定した「南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「総合戦

略」）の施策や重要業績評価指標（KPI） の見直しを図ることと併せて、「第２次南

阿蘇村総合計画（改訂版）」（以下、「総合計画（改訂版）」）を策定することとし

ました。

この度の熊本地震の経験・教訓を、本村の未来への糧として、今後も、村民と行政

のそれぞれが、自身の役割と責任を分担し、地域の課題を共に解決しつつ、自然災害

に負けない、安全・安心で暮らせる村の再生と創造を行っていかねばなりません。

｢総合計画（改訂版）｣は、そのような本村の今後の震災からの復旧・復興の先にあ

る将来像を見据えたむらづくりの総合的な指針として、「現行総合計画」の方針や施

策を踏襲しつつ、新たに必要な部分を加えて策定するものです。

（１）「総合計画（改訂版）」策定の背景と趣旨

第 １ 章 「総合計画（改訂版）」の概要

＊
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（２）「総合計画（改訂版）」の位置づけ

「総合計画（改訂版）」は、現行総合計画同様、本村の最上位計画として位置づけ、

既存の諸計画や戦略は、｢総合計画（改訂版）｣の中の関連施策や事業の個別計画とし

て位置づけます。

第１章 ｢総合計画（改訂版）｣の概要



・9・

（１）「総合計画（改訂版）」の構成

「総合計画（改訂版）」）は、「現行総合計画」同様、基本構想・基本計画・実施計

画の３つのパートによって構成します。

本村の情勢の現状を示すとともに、その現状を踏まえて、本村の自治力を高めて

いくための視点、中長期的な観点から私たち村民が向かっていく〈村の将来像〉、

それに向かうための〈基本理念〉や〈政策の大綱〉などを示します。また、〈村

の将来像〉実現するために、優先的に推進する取組を重点プロジェクトとして位

置づけて示します。

《基本構想》が示す理念、目標、指針に沿った施策の体系やその概要を示します。

｢現行総合計画｣は、〈①施策の視点〉〈②指針〉〈③基本施策〉〈④特別施策〉

の４部構成となっておりますが、｢総合計画（改訂版）｣の策定にあたっては、

〈①重点プロジェクト〉【分野別政策・施策〈②政策の柱〉〈③政策〉〈④施

策〉】の４部構成とします。

《実施計画》は、《基本計画》に掲げられる行政が行う活動について、短期的視

点から単年度ごとの施策の展開や財源の投入を明らかにするものです。

《実施計画》については、毎年度見直しを図ることとします。

なお、《実施計画》については、内容や情報が多岐に渡るため、別計画として作

成し、総合計画内での表示はいたしません。

（２）「総合計画（改訂版）」の推進期間

■基本構想 2017年度（平成29年度）から2024年度までの ８年間とします。

※“平成”の元号は、平成31年5月より新たな元号となることが予定されていることから、
以降、本計画においては平成31年度以降は西暦で表記します。

■基本計画 ◎前期計画／2017年度（平成29年度）から2020年度まで
◎後期計画／2021年度から2024年度まで

■実施計画 単年度ごとに作成し、毎年度見直しを行います。

２．「総合計画（改訂版）」の構成及び推進期間

第１章 ｢総合計画（改訂版）｣の概要

①基本構想

②基本計画

③実施計画
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第１章 ｢総合計画（改訂版）｣の概要

〈村の将来像〉の実現に向けては、村民の誰もが安心・安全に暮らすことができる

生活環境と安定した地域経済が必要です。

このため、平成28年４月に発生した熊本地震からの復旧・復興のみならず、今後、

本村に起こりうる自然災害（地震・水害・噴火等）に備える取組を策定した「復興む

らづくり計画」（平成29年１月策定）の推進は、前述の通り、「総合計画（改訂

版）」においても最優先事項と位置づけます。

「復興むらづくり計画」で策定された｢復興に向けた重点施策｣については、本計画

の《基本計画》の中で“特別重点プロジェクト”に設定し、村民と行政とが力を合わせ

て、最優先で取り組んでいきます。

３．「南阿蘇村復興むらづくり計画」との関係
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本村の総人口は、国勢調査 統計より、昭和40年（1965年）には14,636人でした

が、その５年後の昭和45年（1970年）に大幅に減少した後、微減・微増を繰り返し

ながら、平成27年（2015年）には11,503人となり、昭和40年の人口と比べると約２

割の3,100人減となっています。

平成17年（2005年）以降は大幅ではないものの、前年比２～３％の減少が続いて

おり、人口減少に歯止めがかからない状況です。

熊本地震後の平成29年（10月1日時点）の住民基本台帳 では、10,844人となって

おり、減少がさらに進んでいる状況で、熊本地震が人口減少に影響していることがう

かがえます。

人口の男女比は、昭和40年以降の50余年、男性：48％前後、女性：52％前後で推

移しています。

①南阿蘇村の総人口

◆南阿蘇村の総人口の推移◆

【出典】国勢調査統計（S40～H27）／H29は南阿蘇村住民基本台帳

（人）

（１）人口・世帯数等の現状

１．南阿蘇村の現状

第 ２ 章
南阿蘇村の現状と
南阿蘇村を取り巻く時代の潮流

*

*
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◆南阿蘇村の男女人口の推移◆

②世帯数と世帯人員数

人口減少にともない、世帯数も減少の傾向にあり、世帯人員数は昭和40年（1965

年）からの50年あまりで4.7人から2.4人にまで減少しています。

世帯人員数の減少に並行して世帯数は増加していることから、核家族化や単身化が

進行していることが判断できます。

◆南阿蘇村の世帯人員数の推移◆

（人）

【出典】国勢調査統計（H12～H27）／H29は南阿蘇村住民基本台帳

【出典】国勢調査統計（S40～H27）／H29は南阿蘇村住民基本台帳

（人）

（人）

第２章 南阿蘇村の現状と南阿蘇村を取り巻く時代の潮流
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③年齢別人口と高齢化率

平成27年（2015年）の国勢調査において、14歳以下の年少人口割合は10.6％（平

成22年調査時から0.2％減）、15歳から64歳までの生産年齢人口は54.5％（同3.9％

減）、65歳以上の高齢者人口は35.5％（同4.9％増）となっています。

熊本地震の前までは、本村においてはこの10年間、若年人口もさほど大きな減少は

見られなかったところ、震災後は20代前半の人口が大幅に減少しています。

その事象と団塊世代 が高齢化したことにより、65歳以上の高齢者人口が（老年人

口）が総人口に占める高齢化率は、昭和40年（1965年）からの50余年で8.7％から

37.3％へと、全国平均や熊本県平均を上回る勢いで急速に高くなっています。

◆南阿蘇村の年齢別人口の推移◆

【出典】国勢調査統計（H17・H27）／H29は南阿蘇村住民基本台帳

◆南阿蘇村の高齢化率の推移◆

【出典】＊全国及び熊本県数値：熊本県｢高齢化資料集｣（平成29年3月）
＊南阿蘇村数値：国勢調査統計（S55～H27）及び南阿蘇村住民基本台帳（H28・H29）

（人）

（％）

第２章 南阿蘇村の現状と南阿蘇村を取り巻く時代の潮流
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④出生数と合計特殊出生率 の推移

本村の出生数は、昭和60年（1985年）の180人をピークに平成７年（1995年）ま

で大きく減少を続け、その後は穏やかに減少し、近年では70人～80人前後で推移し

ていましたが、熊本地震後の平成28年（平成28年1月1日～12月31日)の統計は、60人

台にまで減少しています。

合計特殊出生率については、現在は1.34（平成28年数値）で、全国平均値の1.44、

熊本県平均値の1.66をともに下回っており、減少傾向にあります。

【出典】南阿蘇村住民基本台帳

◆南阿蘇村の出生数の推移◆

◆南阿蘇村の合計特殊出生率の推移◆

【出典】＊全国・熊本県数値：厚生労働省｢人口動態調査｣
＊南阿蘇村数値：S60～H22／総合戦略

H26～H28／南阿蘇村統計

（人）

第２章 南阿蘇村の現状と南阿蘇村を取り巻く時代の潮流
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（２）将来人口のフレーム

前述の通り、本村は人口が減少し続けています。熊本地震の影響は、人口減少に拍

車をかけています。

平成27年（2015年）10月に策定した｢南阿蘇村人口ビジョン｣（以下、｢人口ビジョ

ン｣）においては、｢国立社会保障・人口問題研究所｣（以下、｢社人研｣）による将来

推計人口を算出したところ、2040年で9,216人、2060年では7,112人と推測しており

ましたが、この度、｢総合計画（改訂版）｣の策定にあたっては、熊本地震後の人口減

少を考慮し、再度、将来人口の推計の算出を行いました。

すると、 平成29年（2017年）10月1日時点の住民基本台帳の総人口10,844人を基

にした国勢調査補正済みの人口推計では、平成29年（2017年）は10,013人（住民票を

移していない人を考慮した人口）となり、2042年に7,516人、2062年には、5,447人に

なると推測され、著しい減少となることが予測されています。

◆南阿蘇村の将来人口推計◆

◎｢人口ビジョン｣策定時の数値は、｢社人研｣の推計を基づいて作成。

◎｢一般社団法人持続可能な地域社会総合研究｣（以下、｢持続地域総研｣）による【コーホート変化率法】

を用いて推計を行っています。

◎平成24年（2012年）～平成29年（2017年）の間に熊本地震の影響による人口移動があることから、過去５年

間の推移が今後も続くと仮定するのは適切ではないと考え、以下の前提条件を設定し、人口推計を行ってい

ます。

＊平成22年（2012年）・平成27年（2017年）の人口は住民基本台帳を基にしておりますが、より実態に合

わせるため、国勢調査統計を用いて人口数の補正を実施。

＊平成29年（2017年）10月１日には、熊本地震による人口移動は収束していると仮定して将来人口を推計。

＊平成29年10月１日からは、平成19年（2007年）⇒平成24年（ 2012年）の人口動態が続くと仮定して将来

人口を推計。（東海大学の学生移動は除く）

＊出生率（0～4歳人口）は、平成29年10月1日現在の「子ども・女性比」が今後も続くと仮定して推計。

◎図中の実線は、持続地域総研が推測した新たな推計。点線は、平成27年時点の｢社人研｣の推計です。

◎上記グラフの系列名について、“（社）”とは｢社人研｣を表しています。

①将来人口推計

9,216
（2040年）

7,112
（2060年）

11,969
（2010年）

第２章 南阿蘇村の現状と南阿蘇村を取り巻く時代の潮流
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｢人口減少段階｣とは、一般的に《第１段階：老年人口の増加（総人口の減少）》⇒

《第２段階：老年人口の維持・微減》⇒《第３段階：老年人口の減少》の人口が減少

していく３つの段階のことを指します。

下図から読み取ると、2027年までは第１段階にあり、65歳以上の老年人口の増加

が見られます。しかし、その先は、第２段階である老年人口の維持・微減を経ずに、

一気に第３段階に移行していることが分かり、今後、このまま進行すれば、2062年

には現在の人口規模の約70％に縮小されます。

このため、生産年齢人口 の減少による経済財政への影響、１人当たりの生活イン

フラ の維持・管理コストの増大、商業施設等の撤退、高齢化の進行等による医療・

介護需要の増大とその不整合など、様々な問題が顕在化することが予想されます。

◆将来の人口減少段階の把握◆

②｢人口減少段階｣の分析

◎持続地域総研にて熊本地震後の人口統計（住民基本台帳）の算出を行いました。

本計画策定年度の平成29年（2017年）を軸として、平成24年（2012年）より５年刻みで算出しています。

第２章 南阿蘇村の現状と南阿蘇村を取り巻く時代の潮流
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（３）産業

平成27年（2015年）の国勢調査によると、本村の15歳以上の就業人口は5,399人で

あり、本村の人口減少の影響を受けて、年々減少傾向が続いています。

産業３分類別就業人口 においては、昭和40年代（1965年～1975年）から昭和50

年（1980年）までは、第１次産業就業者数が半数を超えていました。しかし、昭和

55年（1985年）には半数を割り、昭和60年以降は観光業の活性化とともに、第３次

産業の就業者数が増加していき、現在では、第３次産業の全体に占める割合は６割と

もっとも高く、第１次産業は２割程度にまで減少しています。とは言え、第１次産業

の就業者数の割合は、全国平均値（4.7％）や熊本県平均値（9.8％）を大きく上回っ

ている状況です。

建設業・鉱業・製造業（工業）からなる第２次産業の就業者数は、昭和40年代の

１割に満たない状況から徐々に高くなり、昭和50年～平成12年（2000年）は２割を

超えるようになったものの、平成17年（2005年）には減少に転じ、直近３回の調査

では17％程度で横ばい状況にあります。全国平均値（25.0％）や熊本県平均値

（21.0％）は下回っています。

◆産業3分類別就業人口（15歳以上）◆

【出典】国勢調査統計

①産業就業人口

◆産業別就業者数（15歳以上）◆

第２章 南阿蘇村の現状と南阿蘇村を取り巻く時代の潮流

*

【出典】国勢調査統計（平成27年）

第1次産業

22.8%

第2次産業

17.0%

第3次産業

60.1%

不明(0.1%)

第１次産業(22.8%)

第２次産業(17.0%)

第３次産業(60.1%)

不明(0.1%)
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②村内総生産 と村民所得

自治体の「総生産」とは、自治体の様々な事業者の生産活動によって新たに生み出

された付加価値の合計（＝産出額－中間投入額）で、それぞれの市町村の経済規模や

産業構造が把握できる数値です。総生産の対前年度増加率が経済成長率となります。

本村においては、平成26年（2014年）の村内総生産は351億9,200円で、平成20年

（2008年）から減少の傾向にありましたが、平成23年からは増加し続けており、平

成26年は阿蘇地域においては、阿蘇市に続き第２位の位置にあります。

県内では西原村、山都町、錦町、あさぎり町、錦町などがほぼ同程度の規模になり

ます。

◆村内総生産の推移◆

◆阿蘇地域の市町村と本村と総生産が同規模の熊本県内の市町村の総生産◆

【出典】熊本県「市町村民経済計算」

【出典】熊本県「市町村民経済計算」

（百万円）

（百万円）

第２章 南阿蘇村の現状と南阿蘇村を取り巻く時代の潮流
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平成26年（2014年）の村民所得は242億8600万円で、１人当たりの村民所得は206

万1000円となっています。

【出典】熊本県「市町村民経済計算」

【出典】熊本県「市町村民経済計算」

◆村民所得及び１人当たりの村民所得の推移◆

（百万円）（千円）

◆阿蘇地域市町村の１人当たりの村民所得（平成26年）◆

（千円）

第２章 南阿蘇村の現状と南阿蘇村を取り巻く時代の潮流
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③農業の概況

本村は阿蘇の恵まれた水や自然を活用し、米を基幹産物としながら雑穀類、野菜や

花き、果樹などの耕種農業、肉用牛などの畜産農業など多種多様な農業生産が行われ

ていますが、産業構造の転換や農産物の価格低迷、従事者の高齢化などにより、後継

者不足や耕作放棄地の増大が深刻な課題となっています。

農家戸数も年々減少の状況にあり、農林業センサス の統計によると、平成７年

（2000年）から平成27年（2015年）にかけては、254戸と約18％の減少が見られ、

それにともない、経営耕地面積 も2,345haから1,472haと約37％の減少となっていま

す。

しかし、農業算出額は、平成26年度から平成27年度にかけては増加し、平成27年

度は46億1000万円で、熊本県45市町村の中では16位の位置にあります。農業産出額

の内訳構成は、耕種農業が約75％、畜産農業が約25％となっています。

◆農家数の推移◆

（戸）

◆経営耕地面積の推移◆

（ha）

占有率 順位 総額 順位 総額

耕種 345 1.60% 14位 22,046 491位 564,351
米 116 3.20% 10位 3,609 397位 150,134

麦類 ― ― ― ― ― ―

雑穀 2 40.00% １位 5 101位 886

豆類 ― ― ― ― ― ―

いも類 4 0.70% 20位 551 456位 22,871

野菜 196 1.50% 14位 12,734 308位 239,195

果物 4 0.20% 32位 2,629 890位 78,401

花き ― ― ― ― ― ―

工芸農作物 3 0.30% 28位 959 395位 18,619

その他作物 2 0.60% 19位 347 487位 6,718

畜産 115 1.10% 21位 10,886 545位 310,852
肉用牛 112 3.00% 9位 3,766 157位 66,605

乳用牛 3 0.10% 35位 2,999 983位 86,035

品目名 金額
熊本県内(45市町村) 日本国内(1719市町村)

【出典】２つのグラフともに農林業センサス

◆南阿蘇村の農業産出額の内訳と推移◆

（千万円）

（単位：千万円）

【出典】農水省「作物統計調査」（H27年度） 【出典】農水省「農業産出額」（H27年度）

第２章 南阿蘇村の現状と南阿蘇村を取り巻く時代の潮流
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④観光の概況

本村の観光入込客数 は、平成19年（2007年）の7,38万7,689人をピークに、640

万人～680万人前後で600万人台を保ちながら増減を繰り返していましたが、平成25

年（2013年）に再び700万人台に増加した後、以降は減少傾向にあり、平成28年

（2017年）は、熊本地震の影響で前年比－38％と著しく落ち込んでいます。

宿泊客と日帰り客の割合は、日帰り客の方が圧倒的に多く、宿泊客数は10％に満

たない状況です。

県内と県外の観光客の割合については、宿泊客は県外客が８割を占めており、日帰

り客については、平成22年（2010年）と平成23年（2011年）は県内客が県外客を上

回ったものの、例年県外客の方が多い状況です。

本村の観光入込客数が阿蘇地域全体に占める割合は、平成27年までは４割前後で

推移していましたが、平成28年は熊本地震の影響により３割に減少しています。

また、宿泊客と日帰り客の割合については、本村の宿泊客の割合は、阿蘇地域全体

の数値より低い傾向にあります。併せて、平成25年以降は、県内客の来訪率が宿泊

客、日帰り客ともに阿蘇地域全体の数値より低い割合を示しています。

外国人宿泊客数については、平成22年に約２倍に増加しましたが、平成23年

（2011年）に東日本大震災の影響で減少に転じたものの、それ以降は増加の傾向に

ありましたが、平成27年の阿蘇中岳噴火、平成28年の熊本地震と２年連続の自然災

害の影響で大きく減少しています。

本村の外国人宿泊客数が阿蘇地域全体に占める割合は平成22年と平成23年は半数

以上を占める状況で、阿蘇地域一の外国人宿泊数を誇っていましたが、平成24年以

降は低下が続いており、平成28年は２割を切っています。なお、熊本県内において、

外国人宿泊者数がもっとも多い地域は阿蘇地域で、例年、熊本県全体の６割を占めて

います。外国人観光客の来訪は、日本の自然災害や世界の経済状況などに左右されや

すい傾向があると言えます。

第２章 南阿蘇村の現状と南阿蘇村を取り巻く時代の潮流

◆南阿蘇村の観光入込客数の推移◆

（人）

【出典】南阿蘇村統計から独自に作成

*
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【出典】本ページの表・グラフは全て「熊本県観光統計表」から独自に作成

◆南阿蘇村と阿蘇地域全体の県内客の入込状況（宿泊・日帰り別）◆
（単位：人）

◆南阿蘇村と阿蘇地域全体の外国人宿泊数◆ （単位：人）

第２章 南阿蘇村の現状と南阿蘇村を取り巻く時代の潮流

◆南阿蘇村と阿蘇地域の観光入込客数◆ （単位：人）
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日本の総人口について、「社人研」が試算した「日本の将来推計人口」において、

平成27年（2015年）に１億2,711万人であった総人口は、2026年に１億2,000万人を

下回った後も減少を続け、2048年には1億人を割って9,913万人となり、2060年には

8,674万人になると推計されています。

併せて、高齢化も進行しており、平成27年に3,329万人だった65歳以上の人口は、

団塊世代が75歳以上となる2025年には3,657万人に達すると見込まれています。そし

て、その後も高齢者人口は増加を続け、2042年に3,878万人でピークを迎え、その後

は減少に転じると推計されているものの、総人口が減少する中で高齢者が増加するこ

とにより高齢化率は上昇を続け、2035年には33.4％となり、「3人に1人は高齢者」

という時代の到来が予測されています。

社会経済においても、団塊世代が定年の年齢を迎えたことにより、労働力人口が減

少し、社会保障費が増加するなど多方面に様々な影響を及ぼしています。とりわけ、

地域の担い手が高齢化、減少することは、地域コミュニティ 機能の低下につながり、

地域全体の活力が失われていくことになり、人口減少化社会が引き起こす様々な現象

は、全国の多くの自治体で課題となっています。

（１）人口減少化社会の到来と少子高齢化の進行

私たちの日々の生活を取り巻く社会環境の変化を踏まえて、本村が取り組むべき課

題やテーマを明確に把握した上で、本計画の策定を行います。

本村においても、人口の減少に歯止めがかかりません。高齢化率は、35.5％（平成

27年国勢調査）と少子高齢化が進行しており、今後はさらに加速化することが予想さ

れています。

このような状況においては、ふるさとを愛する子どもたちの育成と、そして、その

子どもたちが厳しい社会を生き抜く力を育むことができる教育環境を築くことを推進

し、また、豊富な知識や経験を有し、むらづくりの担い手となり得る高齢者の活躍が

望まれます。

２．南阿蘇村を取り巻く時代の潮流

第２章 南阿蘇村の現状と南阿蘇村を取り巻く時代の潮流

近年、東日本大震災（平成23年）、九州北部豪雨（平成24年・平成29年）、熊本

地震（平成28年）と立て続けに、これまでの想定を超える大規模な自然災害が頻発し

ています。また、食の安全性の問題、新型インフルエンザやノロウィルスなどの感染

症、振り込め詐欺など国民の生活を脅かす社会的な問題が増加していることから、

人々の暮らしの中での安全・安心に関する意識が高まってきています。

（２）安心・安全に対する意識の高まり

*
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しかしながら、近年の調査において、地震や水害などの大災害について、「発生の

可能性は高い」と考える国民は６割を超えながらも、備えに関する意識は低いことが

判明しており、危機管理体制の強化、防災力を高める取組の推進、避難等に関する適

切な情報の提供など、国と地域が一体となった防災の基盤づくりが喫緊の課題とされ

ています。

第２章 南阿蘇村の現状と南阿蘇村を取り巻く時代の潮流

◆国民の防災に対する意識◆

◎大災害の発生について

項目 割合

①ほぼ確実に発生すると思う 15.9%

②発生する可能性は大きい 47.1%

③発生の可能性は少ない 30.2%

④発生する可能性はほぼない 6.8%

◎日常生活における災害への備えの重要性について

項目 割合

①優先して取り組む重要事項で

　十分取り組んでいる
3.4%

②重要だとは思うが、日常生活の

　中で可能な範囲で取り組んでいる
34.4%

③重要だとは思うが、ほとんど

　取り組んでいない
50.9%

④自分の住まい地域では災害の

　危険性がないため、特に取り組ん

　でいない

11.3%

◎今後、防災について取り組みたい活動

【出典】内閣府「日常生活における防災に関する意識や活動についての調査」（平成29年６月）

※全国の男女10,000人についてアンケート調査

本村においても、安全・安心なむらづくりのために、地域ぐるみの取組が進められ

ています。特に「防災」に関しては、熊本地震の教訓を生かし、地区のコミュニティ

施設の防災機能の向上や、防災拠点の整備、避難路や緊急時の物資輸送ルート、標識

の整備、避難場所の機能向上など様々な整備を進めています。

また、そのようなハード面にとどまらず、「自助」「共助」「公助」が連携する防

災・避難に関わる取組も進行しています。地域の防災リーダーの育成や消防団・自主

防災組織等の災害発生時の情報伝達の仕組みの構築などに取り組み、村民と地域と行

政が一体となった対策を、「復興むらづくり計画」に沿って、講じています。

項目 割合

①自宅などでできる日頃の備え 46.4%

②災害に関する情報に関心を持って収集 17.2%

③自らが防災に取り組む必要はない 13.3%

④日常生活の延長線上での取組

※近所付き合い・自治会活動の強化、イベントや

キャンプで防災グッズの使い方を覚えるなど

10.3%

⑤防災訓練・避難訓練への参加 7.9%

⑥消防団など地域で防災活動を行っている 4.3%

⑦その他 0.6%

①
15.9%

②
47.1%

③
30.2%

④
6.8%
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平成27年（2015年）12月にパリにて開催された｢COP21｣ において採択されたパ

リ協定 を踏まえ、日本では2030年までに平成25年（2013年）比で26％の温室効果

ガスを削減する目標を国際連合 に提出しています。

世界の一次エネルギー 消費量において、依然として「石油」が最も大きなシェア

を占める中（平成25年時点で32.9％）、今後、同協定の実施により、各国において二

酸化炭素排出削減に向けた取組が進められ、石油・石炭をはじめとする化石燃料の消

費に変化が起こる可能性があります。

一方、近年、伸び率が大きいのは、原子力（年平均増加率9.6％）と風力、太陽光

などの再生可能エネルギー (同12.2%)です。昨今では、太陽光発電を中心に発電コ

ストに低下の傾向が見られ、今後、再生可能エネルギーの比率は拡大すると予測され

ています。

地球温暖化対策は、もはや世界レベルの課題との認識は世界各国の企業や人々の間

でも高まっています。特に日本においては、平成23年（2011年）に東日本大震災の

中で起きた福島第一原子力発電所の事故がエネルギー政策を見直すきっかけとなり、

今後、日本においても再生可能エネルギーの比率を拡大させていく政策の促進が見込

まれています。

（３）地球環境問題への対応

本村においては、村民の多くが｢恵まれた自然は村の宝であり誇り」と感じている

ことから、自然環境の保全・保護、ゴミの減量化、資源の保護などの活動は、日頃か

ら村民の間で高い意識をもって取り組まれています。

また、行政としても、阿蘇の美しく、かつ貴重な自然環境を守り育んでいくために、

森林の適正管理、緑化の推進のほかに、小水力発電や地熱発電など再生可能エネル

ギーの開発について、村内外の企業や大学との連携により推進しています。

併せて、本村では、特徴ある農業としてブランド構築も視野に入れた「環境保全型

農業」の仕組みづくりを進めており、村全域で村民、事業者、行政が一体となった循

環型社会 の構築を目指しています。

第２章 南阿蘇村の現状と南阿蘇村を取り巻く時代の潮流

*

*

*

*

*

*
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第２章 南阿蘇村の現状と南阿蘇村を取り巻く時代の潮流

（４）情報発信技術の飛躍的な進歩
（スマートフォン とSNS の急速な普及）

平成19年（2007年）、スマートフォンの登場を契機に、情報通信技術が急進し、

日本でも全世帯の７割超がスマートフォンを有している状況です。

スマートフォンの普及とともに利用が増加してきたのがSNS（ソーシャル・ネット

ワーキング・サービス）です。日本において利用率が高いSNSは「LINE（ライン）｣

｢Facebook（フェイスブック）｣｢Twitter（ツィッター）｣｢Instagram（インスタグラ

ム）｣等があり、そのいずれかを利用している割合は、平成24年（2012年）は41.4％

だったのが平成28年（2016年）には71.2％にまで上昇しており、スマートフォンの

普及率の上昇とともに、SNSの利用が社会に定着してきたことがうかがえます。

SNSの利用率を年代別にみると、10代・20代は平成24年時点から利用率が比較的

高い傾向にあり、平成28年には20代は97.7％がいずれかのサービスを利用している状

況で、この世代ではスマートフォンやSNSが日々の生活になくてはならない媒体と

なっている傾向があります。

近年では、SNSは、画像のみならず、映像や現場での口コミ情報を媒介する機能が

あり、旅行・観光、商品の販売との親和性が大変高く、旅行行動や商品の購買に与え

る影響が非常に大きなメディアとなりつつあります。

情報発信技術の飛躍的な進歩は、IoT（Internet of Things） 、ビッグデータ 、

人工知能（AI＝Artificial Intelligence） 等の技術に発展しており、これらのさらなる

進展により日本の経済成長は加速化し、2020年度時点には｢GDP を約33.1兆円押し

上げる｣との試算がなされています。また、産業分野における人工知能の導入は、｢雇

用の一部代替｣｢雇用の補完｣｢産業競争力への直結による雇用の維持・拡大｣｢女性・高

齢者等の就労環境の改善｣など“働き方改革” につながる多様なプラス効果を生むと

されており、一層の技術の推進が期待されています。

本村においても、平成26年（2014年）より高速通信網の整備を開始し、今では村

内において、パソコンやスマートフォンでインターネットを利用する村民が激増して

います。また、観光客など来訪者においてもスマートフォンユーザーが増加しており

ます。

今後は、農業、観光、医療、教育、防災などの分野において、ICT の効果的な利

活用が不可欠です。

* *

* *

*

*

*

*
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（５）訪日外国人旅行者の急速な増加

平成28年（2016年）の訪日外国人旅行者数は、過去最高だった前年（平成27年）

をさらに上回り、2,404万人（対前年比21.8％増）となり、平成25年（2015年）から

４年連続で“過去最高”を更新しています。

来訪者を国・地域別に見ると、アジア圏からの旅行者が2,010万人と全体の83.6％

を占めており、その内訳は、１位が中国で637万人、２位が韓国で509万人、３位が

台湾で417万人となっています。

アジア圏からの旅行者が増加し続けている要因としては、東南アジア諸国を中心と

した各国からの旅行者に対して、ビザ の緩和策や消費税免税制度の拡充など大胆な

取組を国を挙げて実行してきた背景があり、また、CIQ体制 の充実や多言語表記な

ど受け入れ環境整備等への関係者の協力、併せて、｢日本政府観光局（JNTO）｣をは

じめとするインバウンド 関係者が連携して取り組んだプロモーションの成果による

ものと考えられます。

そのような中、これまでの訪日外国人旅行者は、“ゴールデン・ルート”と称される

東京～箱根・富士山～京都～大阪という周遊コースに集中していましたが、この数年

間においては地方の伸び率が高く、平成28年は56.9％増という驚異的な数値を示し、

訪日外国人の日本旅行に対する目的や興味が日本人の旅行と同様に多様化しており、

物見遊山型から体験重視型への移行が顕著となっています。

国はそのような状況をふまえ、平成29年３月に｢観光立国推進基本計画｣を策定し、

2020年までに《訪日外国人旅行者数を4,000万人にする》《訪日外国人旅行消費額

を８兆円にする》《訪日外国人旅行者の地方部における延べ宿泊者数を7,000万人泊

にする》等の目標を掲げ、“世界が訪れたくなる日本”をスローガンに、訪日外国人の

来訪とその消費行動による経済効果を地方にまで及ばせる政策を推進しています。

第２章 南阿蘇村の現状と南阿蘇村を取り巻く時代の潮流

◆訪日外国人数の推移◆

（万人）

【出典】観光庁「平成29年度版観光白書」（JNTO統計）

*

*

*

*
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本村においても、外国人の宿泊数は、平成22年（2009年）頃から急激に増加し、

現在は10万人前後で推移してます。

しかし、外国人観光客の受入基盤は整っている状況ではなく、今後は、多言語パン

フレットの配付や多言語の観光案内板などの設置等が必要です。

また、村内の観光関連事業者をはじめとした村民を対象に、外国人観光客をもてな

すにあたっての知識やノウハウを習得する勉強会の開催などが求められています。

併せて、外国人観光客でもインターネットがスムーズに利用できるように、

Wi－Fi 環境の整備も必要とされています。

外国人観光客の誘客は、「世界農業遺産」「世界ジオパーク」「世界文化遺産登

録」など動きとともに、阿蘇広域で連携する仕組みづくりも進めています。

第２章 南阿蘇村の現状と南阿蘇村を取り巻く時代の潮流

◆訪日外国人の国別来訪者数◆ ◆訪日外国人の国別旅行消費額◆

総計：2404万人 総計：３兆7,476億円

【出典】観光庁「平成29年度版観光白書」（JNTO統計）

*
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暮らしや行政に対する意見を広く村民に聞くために、｢地区別座談会｣｢復興むらづ

くり協議会｣を平成29年（2017年）４月から実施しています。これらの会合は、今後

も継続開催されるものですが、平成29年度に開催された会合（28地区にて開催）に

て聞かれた意見については、本計画策定にあたって参考としました。特徴的な意見は

次の通りです。

３．村民のニーズ～地区別座談会・復興むらづくり協議会における村民の意見～

第２章 南阿蘇村の現状と南阿蘇村を取り巻く時代の潮流

村民の意見：熊本地震からの復旧・復興にかかわること 本計画への反映状況

○鉄道（JR豊肥線・南阿蘇鉄道）の早期復旧

○生活道路の早期復旧

○山腹の治山・砂防工事の推進

○亀裂や地割れ箇所への迅速な対応

○農地の迅速な復旧

○生活用水の早期復旧

○被災した公共施設の早期再開

○仮設住宅の入居期限の延期

○村民の意見や希望を取り込んだ災害復興住宅の建設

｢復興むらづくり計画｣に沿って、多くの取組がすでに進行中です。

▼

本計画においては、〈重点プロジェクト〉の中で、〈特別重点プロジェク

ト〉として取り組みます。

村民の意見：防災にかかわること 本計画への反映状況

○防災訓練の強化

○避難のタイミングの周知

○災害や避難情報の迅速な伝達の強化（手法の検討）

○避難所の立地・機能の再検証と改善

○消防団の装備の強化（情報伝達のIT化など）

○消防団員の増員

｢復興むらづくり計画｣に沿って、多くの取組がすでに進行中です。

▼

本計画においては、〈政策の柱Ⅱ．暮らし〉－〈政策１：安心・安全で幸

せを感じるむらづくり〉－〈施策１：防災防犯対策の充実〉の中で取り組

みます。

村民の意見：産業の活性化やむらづくりにかかわること 本計画への反映状況

○農作物の鳥獣被害の対策

〈政策の柱Ⅰ－政策１－施策６：森林の管理運営〉を主に、

〈政策の柱Ⅱ－政策１－施策２〉〈施策の柱Ⅱ－政策１－施策４〉

などと連動して推進。

○野焼きの担い手の確保 〈政策の柱Ⅰ－政策２－施策１：阿蘇の景観保全と活用〉

○企業の誘致 〈政策の柱Ⅱ－政策２－施策３：地域の雇用を生み出す企業誘致〉

○移住・定住の促進（子育て世代や若者の誘致）
〈政策の柱Ⅱ－政策４－施策２：移住・定住の促進〉を基本に、

〈重点プロジェクト４〉の中で戦略的に推進。

○村民による地域づくりの活動支援や活動の場づくりの強化
〈政策の柱Ⅱ－政策４－施策１：地域コミュニティによるむらづくり〉を

基本に、各関連施策の中で推進。

○空き家・空き店舗・廃校・公共施設等の有効活用の検討
〈政策の柱Ⅱ－政策４－施策２：移住・定住の促進〉〈政策の柱Ⅲ－政策

２－施策６：公共施設の活用と整備〉などの施策の中で推進。

○東海大学との早期の連携再開 産業振興・観光振興・地域コミュニティづくり等の施策の中で推進。

○子育て中の女性の働く環境の改善

　（子育て中でも正規雇用で働ける環境づくり）

〈政策の柱Ⅲ－政策１－施策４：子育て支援の充実〉を基本に、

〈重点プロジェクト４〉の中で積極的に推進。

○女性の活躍の場の創出・気運醸成の強化
〈政策の柱Ⅲ－政策１－施策９：人権尊重のむらづくり〉を基本に、各関

連施策の中で推進。

○第３セクターの経営改善・統合の検討
〈政策の柱Ⅲ－政策３－施策２：健全な財政運営の強化〉を基本に、関連

施策の中で推進。
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第２章 南阿蘇村の現状と南阿蘇村を取り巻く時代の潮流

村民の意見：暮らしにかかわること 本計画への反映状況

○水道維持管理の行政による一元化の推進 〈政策の柱Ⅰ－政策１－施策３：水道施設の整備〉

○食料品や日用品を購入できるスーパーマーケット的な店舗の誘致

〈政策の柱Ⅱ－政策２－施策３：地域の雇用を生み出す企業誘致〉の中で

取り組みます。または、〈政策の柱Ⅲ－政策１－施策７：高齢者が安心し

て暮らせる環境づくり〉の取組のひとつとして、買い物巡回サービスを実

施中。

○子どもや高齢者を対象とした居場所の増加

（学童保育、老健施設等の増加及び廃校や空き家の利活用の検討）

〈政策の柱Ⅱ－政策３－施策１：ふるさとを担い、未来を開く子どもの育

成〉や〈政策の柱Ⅱ－政策３－施策２：生涯学習の推進〉を基本に、〈重

点プロジェクト４〉〈重点プロジェクト５〉の取組としても推進

○安全な暮らしに支障をきたす空き家の整備

　（草取り、補修等）及び解体の促進

〈政策の柱Ⅱ－政策４－施策１：地域コミュニティによるむらづくり／施

策２：移住・定住の推進〉を基本に、政策の柱Ⅲの景観保全の観点からも

連携して推進。

○全ての村民に対する自治会入会の促進

〈政策の柱Ⅱ－政策４－施策１：地域コミュニティによるむらづくり〉、

〈政策の柱Ⅲ－政策１－施策10：相互扶助による地域づくりの推進〉の

取組の中で推進。

○防犯灯の点検の徹底と不良な防犯灯の迅速な取り替え 〈政策の柱Ⅲ－政策１－施策２：交通安全・防犯体制の充実〉

○高齢者家庭の見守りの強化

　（特に見なし仮設、集落に残っている高齢者家庭）

〈政策の柱Ⅲ－政策１－施策７：高齢者が安心して暮らせる環境づくり＞

を基本に、〈重点プロジェクト５〉の取組の中で強化。

○通学路の安全性の点検・改善の促進 〈政策の柱Ⅲ－政策１－施策２：交通安全・防犯体制の充実〉

○医療施設の増加・医療体制の強化 〈政策の柱Ⅲ－政策１－施策６：生涯を通じた健康づくりの推進〉

○地域支え合いセンターの対応や機能の改善

〈政策の柱Ⅲ－政策１－施策10：相互扶助による地域づくりの推進〉を

基本に、〈政策７：高齢者が安心して暮らせる環境づくり〉〈施策８：障

がい者がいきいき暮らせる環境づくり〉などの取組と連動。

○村民の要望や質問に対する行政の迅速な回答・対応の強化 〈政策の柱Ⅲ－政策３－施策３：開かれた村政の推進〉

○インターネットを利用しない村民（主に高齢者）に対する

　行政情報の迅速な伝達の強化

〈政策の柱Ⅲ－政策３－施策３：開かれた村政の推進〉〈政策の柱Ⅲ－政

策１－施策10：相互扶助による地域づくりの推進〉

◆地区別座談会実施風景◆
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第２部 基本構想
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本村は、平成28年４月に起きた熊本地震で大きな被害を受けました。

現在は、復旧・復興の早期実現のためにその指針となる「復興むらづくり計画」に

基づいて計画的に復興むらづくりに取り組むことで、村民の新たな生活基盤の整備が

着実に進められています。

そのような状況を踏まえ、「総合計画（改訂版）」の《基本構想》とは、熊本地震

の復旧・復興の歩みをさらに進展させ、復興のその先を見据えた本村のむらづくりの

指針としなくてはなりません。

本計画の《基本構想》とは、今後、人口減少・少子高齢化社会を本村が迎えるなか

で、村民の誰もが生きがいをもって、この恵まれた自然を継承していく南阿蘇村の地

で暮らし続けていくために、村民それぞれが地域の一員としての責任感や役割を認識

するとともに、多様な連携や協働を行いながら歩み続けていくにあたっての“道しる

べ”となるものです。

私たちは、これまでの総合計画において、「安心して楽しく豊かに暮らせるむら」

を目標（＝将来像）に、様々なむらづくりに取り組んできました。

しかし、《序論》で述べてきた通り、時代の潮流、村民のニーズの動向、本村のむ

らづくりの課題等をふまえ、今後、８年間で本村のむらづくりの目指すべき姿として、

〈村の将来像〉を次の通り定めます。

第 １ 章 南阿蘇村のむらづくりが目指すこと

１．村の将来像

誰もが住みたい住み続けたい
南阿蘇村
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人口減少・少子高齢化社会が本格的に到来し、地域社会を維持していくための対策

が喫緊の課題となっている現在、今後のむらづくりにおいては、次代を担う子どもた

ちに対して、いかに住みよい、魅力あふれる村として継承させていくかが求められて

います。

そのためには、村民、企業、団体・組織など全ての主体が、村の課題を自分たちの

こととして捉え、より一層、行政と連携を図りながらむらづくりを進めていくことが

重要です。本村の恵まれた自然やその他の特性を最大限に生かしながら、政策の全て

の分野を着実に進め、時代に即した新たな産業や文化を村民それぞれが主体となって

創造し、安定した行財政基盤を築き上げることを目指していきます。

安定した行財政基盤は、地方分権時代にふさわしい自律的で持続可能な自治体経営

と質の高い住民サービスの提供を実現し、村民の誰もが「いつまでも住み続けたい」、

進学や就職で一時的に村外に転居した人が｢帰りたい｣、村外の人々が「訪ねたい」

「住みたい」と思える村を創り上げ、また、次世代を担う子どもたちに本村の未来を

しっかりとつないでいける村の実現へと導きます。

第１章 南阿蘇村のむらづくりが目指すこと

２．むらづくりの基本理念

〈基本理念〉とは、〈村の将来像〉の実現に向けて、政策や施策を進めていくにあ

たっての基本姿勢や中心的概念となるスローガン的な言葉です。

「現行総合計画」では、５つの理念を掲げていましたが、今後、前ページの〈村の

将来像〉の実現を目指して取り組んでいく８年間の本村のむらづくりにおいては、熊

本地震からの早期の復旧・復興を最優先として、村民と行政とがより一体となって各

分野の取組を進めていくことが必要とされており、その展開に求められる最も重要な

要素は、本村に愛着と誇りを持つ村民の活力に他なりません。

このために、「現行総合計画」の〈理念〉を踏まえた上で、熊本地震からの早期の

復旧・復興とともに、〈村の将来像〉の実現を目指す本計画の基本理念は、以下のよ

うに設定します。
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世界的にも稀少である清らかな水が生まれる環境と、世
界に誇れる阿蘇の自然遺産を将来にも継承できるよう、
大切に維持できるむらづくりを推進します。
また、再生可能エネルギーの普及促進に努め、自然環境
の活用に関する施策も進めます。
恵まれた自然は、本村のむらづくりの全ての源であり、
本村の誇りであることを村民の誰もが共有します。

豊かな自然環境を有効に活用しながら、｢農業が元気な
むらづくり｣と｢魅力ある観光資源の創造｣を目指し、本
村ににぎわいや経済効果を生むむらづくりを推進します。
また、｢村民主体のむらづくり｣を可能とするために、子
どもからお年寄りまでたくさんの村民が、本村の活力と
なる施策を展開します。
併せて、村の人口をまずは熊本地震以前に戻すべく、移
住・定住促進の取組に力を入れていきます。

本村に住む全ての人々が助け合いながら、自分らしく心
豊かに暮らしていけるむらづくりを推進します。
また、子育て世代に選ばれるむらづくりや健康長寿のむ
らづくりを推進し、村民の誰もが、生涯、元気で生きが
いをもって、自立的な生活を送ることができる環境づく
りを進めます。
併せて、熊本地震の教訓を生かし、災害に強く、安全・
安心に暮らせる基盤の充実を図ります。

環境
政策の柱Ⅰ

「総合計画（改訂版）」の各分野の施策は基本理念に沿って組み立てていくことに

なりますが、その基本理念を具体化していくむらづくりの指針として、以下の３つを

〈政策の柱〉として掲げ、それぞれの柱に対応する政策（本村の現状と課題を踏まえ

た戦略）・施策（戦略を実現するための具体的な方策）を結びつけ、これを「施策の

大綱」とします。

活力
政策の柱Ⅱ

暮らし

政策の柱Ⅲ

３．政策の柱（＝むらづくりの指針）

第１章 南阿蘇村のむらづくりが目指すこと
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本計画を推進し、〈村の将来像〉を実現するためには、各分野の枠組みにとらわれ

ず、横断的に対処しなければならない課題もあります。そのような課題に対しては、

重点的かつ戦略的に取り組んでいくことが必要です。

そこで、本計画においては、横断的に取り組んでいくことが必要とされる以下の６

つのテーマを〈重点プロジェクト〉として設定し、《基本計画》の中で具体的な施策

の考え方や進め方を示し、プロジェクトを展開していきます。

６つの重点プロジェクトのうち熊本地震からの早期の復旧・復興を目指すプロジェ

クト〈熊本地震からの復興・復旧〉は、“最重要・最優先”のプロジェクトと位置づけ、

〈特別重点プロジェクト〉として取り組みます。

４．重点プロジェクトの概要

第１章 南阿蘇村のむらづくりが目指すこと
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村の将来像｢誰もが住みたい 住み続けたい 南阿蘇村｣を実現するために、前項の３

つの〈政策の柱〉の下に９つの政策と48の施策を定め、分野別施策を計画的に推進す

ることにより、〈村の将来像〉の実現を目指します。

重点
プロジェクト

環境
政策の柱Ⅰ

水資源をはじめとする自然環境の維持・保全、

利活用に関する政策と施策

政策１ 自然環境の保全と活用

自然資源を保護すると同時に、資源を積極的に活用し、持続可能な自然調和型の産

業形成やライフスタイルづくりを推進します。併せて、鳥獣を適性に管理しつつ、

阿蘇の生態系を維持する施策を推進します。

政策２ 景観の保全

阿蘇の原風景を守ることは、本村の将来価値を守ることであることから、景観の保

全に努め、美しく豊かな自然を次世代へ継承する施策を推進します。

１．施策の大綱

■施策１：水環境の保全

■施策２：地域資源を活用した再生可能エネルギーの普及促進

■施策３：水道施設の整備

■施策４：環境型社会の構築

■施策５：環境に配慮した整備

■施策６：森林の管理運営

■施策１：阿蘇の景観保全と活用

■施策２：景観に調和する施設整備

■施策３：土地利用の規制と誘導

第 ２ 章 施策の大綱と推進体制
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活力
政策の柱Ⅱ

産業振興、担い手や活躍人材の育成、

地域コミュニティの構築や移住・定住に関する政策と施策

政策１ 地域特性を生かした農林業の振興

将来の農林業を担う人材を育成し、営農組織の強化、基盤整備などの施策を推進し、

農林業の生産性向上に努めます。また、６次産業化 や地産地消 、グリーン・

ツーリズム などの取組で観光との連携を図り、交流人口 の拡大を目指します。

併せて、農林業従事者の収益向上に向けた取組を強化します。

政策２ 地域の活力を取り戻す商工観光業の振興

全産業が一体となり村内での就業の場確保のため、起業者や創業者を支援します。

また、本村の企業誘致の取組も推進します。

観光分野においては、村内の地域資源を生かした滞在交流型の観光（グリーン・

ツーリズムやアウトドアイベント）を推進し、それらの取組に主体的に参加する人

材の育成・確保、交流人口の拡大による地域経済の向上を図ります。併せて、地域

の“稼ぐ観光”を推進する組織の構築を目指します。

■施策１：持続する農業体制づくり

■施策２：“攻め”の農林畜産業の推進

■施策３：農地の維持管理・運営

■施策４：持続する林業体制づくり

■施策１：商工業の振興

■施策２：雇用対策の充実及び企業・創業の支援

■施策３：地域の雇用を生み出す企業の誘致

■施策４：地域資源を活用した魅力ある観光交流の推進

■施策５：観光交流を推進する組織の構築と活躍する人材の育成

■施策６：外国人観光客の誘客と受入基盤の整備

■施策７：立野駅・立野ダムの周辺整備

■施策８：全ての来訪者に優しい観光基盤の整備

■施策９：観光プロモーション及びマーケティングの強化

第２章 施策の大綱と推進体制

* *

* *
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活力
政策の柱Ⅱ

産業振興、担い手や活躍人材の育成、

地域コミュニティの構築や移住・定住に関する政策と施策

政策３ ともに学び育て合う未来の人づくり

〈村の将来像〉である｢誰もが住みたい住み続けたい南阿蘇村｣を実現するために

は、むらづくりに活躍する人材の存在が重要となります。そこで、「地域が人を育

み、人が地域を創る」という考えのもと、本村の将来を担う子どもたちの教育の充

実化を図ります。また、全ての村民が生涯にわたって「知りたい」「学びたい」

「やってみたい」と思った時に、その機会や場所がある環境づくりを目指します。

併せて、今後、増加が推測される高齢者が、生きがいをもって活躍できる場の創出

に努め、あらゆる年代にわたって地域づくりに“活躍する村民”を生み出す基盤を構

築します。

政策４ 信頼と連携で力を合わせるむらづくり

むらづくりに活躍する人材を生み出し、本計画の基本理念である「村民が主体のむ

らづくり」を推進するために、村民の力や地域の力が十分に発揮できる環境を整備

します。また、村民と行政が互いに情報を発信・共有しながら、協働・信頼に基づ

くむらづくりを進めていきます。併せて、若年層の転出抑制策及びUIターン 者の

獲得を目指し、移住・定住の施策を推進します。

■施策１：ふるさとを担い、未来を開く子どもの育成

■施策２：生涯学習の推進

■施策３：スポーツ・レクリエーションの推進

■施策４：歴史・文化遺産の保存・活用・継承

■施策５：芸術・文化活動の充実

■施策１：地域コミュニティによるむらづくり

■施策２：移住・定住の促進

第２章 施策の大綱と推進体制

*
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暮らし
政策の柱Ⅲ

防災・防犯、施設の拡充・生活インフラの整備、健康、子育て、

行財政改革など村民の暮らしの向上に関連する政策と施策

政策１ 安心・安全で幸せを感じるむらづくり

熊本地震等の経験を踏まえ、災害に強いむらづくりを目指すとともに、多様な主体

が一体となって安全に暮らせる環境を築き、村民が互いに支え合い、安心に暮らせ

るための施策を推進します。また、子育て世代を応援し、高齢者や障がい者も生き

がいをもって暮らせるような《優しい暮らし》を実現する施策を推進します。

政策２ 便利で住みやすい定住のむらづくり

村民が豊かな暮らしを送るための基盤整備は、むらづくりの基礎として重要なポイ

ントです。そこで、道路や通信、防災設備など村民の安心・安全な生活を守り、村

の産業の発展に不可欠な施設の良好な維持・管理、村の発展に役立つ施設の整備な

どに取り組みます。快適で利便性の高い暮らしの環境は、定住率を高め、新たな住

民の創出にもつながります。

■施策１：防災・減災対策の充実 ■施策２：交通安全・防犯対策の充実

■施策３：出会いと結婚支援の充実 ■施策４：こうのとり支援と出産支援の充実

■施策５：子育て支援の充実 ■施策６：生涯を通じた健康づくりの推進

■施策７：高齢者が安心して暮らせる環境づくり

■施策８：障がい者がいきいき暮らせる環境づくり

■施策９：人権尊重のむらづくり

■施策10：相互扶助による地域づくり

■施策１：村営住宅の整備

■施策２：利用しやすい公共交通ネットワークの構築

■施策３：道路網整備の促進／施策４：通信網整備の促進

■施策５：南阿蘇村ライブラリーづくりの推進

■施策６：公共施設の活用と整備

政策３ 暮らしを支える行政運営の推進

豊かで住みよいむらづくりのために、行政組織の効率化や財政の健全化を行います。

また、行政と村民のより良いコミュニケーション（情報発信・情報共有）の強化、

役場の窓口サービスの向上などの取組を推進し、村民の行政に対する信頼度の向上

や協働体制の強化を図ります。

■施策１：信頼される行政運営の推進

■施策２：健全な財政運営の強化

■施策３：開かれた村政の推進

第２章 施策の大綱と推進体制
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本村の村政においては、開かれた村政と村民が参画する運営を基本とします。

従って、「総合計画（改訂版）」の計画期間中は、政策や施策が時代の変化に対応

しているかなどの確認、計画の進捗状況や目標の達成度の検証などを行うための会議

体を設置し、PDCAサイクルに沿った定期的な点検と見直し、関係各所との情報の共

有、状況の把握を行い、計画の円滑で効果的な推進を図ります。

◆「総合計画（改訂版）」の推進体制（イメージ）◆

※【PDCAサイクル】

事業の管理業務を円滑に進めるための手法の一つです。

《Plan（計画）》⇒《Do（実行）》⇒《Check（評価）》⇒《Action（改善）》

の４つのステップを繰り返すことによって、業務を継続的に改善しながら目標の達成

に向かう仕組みを言います。

２．計画の推進体制

第２章 施策の大綱と推進体制
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平成27年（2015年）９月、国連で先進国と開発途上国が共に取り組むべき国際社

会全体の普遍的な目標としての「2030アジェンダ 」が設定され、その中で17の持

続可能な開発のための目標（以下、「SDGs（エス・ディー・ジーズ）＝Sustainable 

Development Goals」）が掲げられました。

「SDGs」とは、「限りある地球の資源を世界中の人々が公平に利用し、未来の世

代に残していくための目標」であり、国連の全加盟国が合意したものです。

本村は、「総合計画」において、常に環境への取組を重点事業として取り組んでき

た歴史があり、「総合計画（改訂版）」においても、自然環境の保全・継承を推進す

る村として、環境・経済・社会の統合に取り組みます。

このような状況下、「総合計画（改訂版）」において、「SDGs」を積極的に掲げ

ることは、各政策や施策の推進を後押しすることのみならず、本村のむらづくりの方

針やその取組を村内外に積極的にアピールすることにもつながり、地方創生にも資す

るという大きな意味があります。

また、「SDGs」は、環境・経済・社会に関する幅広い目標の中には、「総合計画

（改訂版）」の政策や施策の目標と重なるものもあります。従って、重点プロジェク

トや分野別政策・施策については、関連する「SDGs」と紐付けて、そのロゴを表示

します。

（※関連する「SDGs」が複数ある場合は、関連度が高い順で表示します。）

◆17の「SDGs」（ロゴ）◆

エス・ディー・ジーズ

３．「持続可能な開発目標（SDGs）」との関連について

第２章 施策の大綱と推進体制

５：ジェンダー

*

*
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４．「第２次南阿蘇村総合計画（改訂版）」施策体系

第２章 施策の大綱と推進体制
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第２章 施策の大綱と推進体制
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第３部 基本計画(前期)
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《基本計画》とは、《序論》で述べた通り、《基本構想》に掲げられる〈村の将来

像〉の実現に向けて、基礎的公共サービスを提供するにあたり、３つの分野、即ち、

〈政策の柱〉（「環境」「活力」「暮らし」）ごとに具体的な〈政策〉と〈施策〉を

設定し、行政の各部署の役割を明らかにするものです。

本計画においては、９の政策・48の施策を推進します。

全体の計画期間は８年間とし、社会経済の変化や進行管理の結果をふまえて、４年

ごとに見直しを図り、前期４年・後期４年の計画で進めていきます。

《基本計画》においては、〈分野別政策・施策〉のほかに〈重点プロジェクト〉に

ついても、より詳細な工程を策定し、優先的に推進していきます。

１．《基本計画》の概要

２．〈分野別政策・施策〉について

分野別政策・施策については、施策ごとに【施策の目指す姿】や【成果指標・目

標】を掲げ、成果を重視すること、成果指標の定期的なチェックを行い、達成度や進

捗状況を確認することとします。

第 １ 章 分野別政策・施策

◆施策の目指す姿
その施策を前期４年間で推進した結果、どのような成果や効果が生まれ、どのように地域に

作用しているか、その理想の姿について、定性的・定量的　 に述べています。

◆施策の現状と課題
その施策を前期４年間で推進するにあたり、取り巻く社会情勢や本村の現状、推進するに

当たっての課題などについて、簡潔に整理しています。

◆施策の推進方針
その施策に関連する強みはさらに強化し、課題は解決していくための手法や方向性について

述べています。

◆主な取組 推進方針に従って、前期４年間で行われる主な事業項目や取組について記載しています。

◆成果指標・目標
「施策の目指す姿」に呼応して、主に定量的な成果目標を記載しています。前期計画では

2020年度末（３月末）時点の目標となります。

◆関連する個別計画・条例等 その施策が掲げられている個別の計画や条例の名称を示しています。

◎その他の項目について

○各施策のタイトルの右横に、その施策を担当する主な行政組織名（担当課）を表示し

　ています。

○各施策について、SDGsについて合致する目標がある場合は、そのロゴを示しています。

　ロゴは、関連度が深い順で表示しています。

*
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政策の柱

Ⅰ

誇るべき美しい自然と清らかな水を守る・生かす！

環 境
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目指すところ

それぞれの役割

村民・
地域

○ごみの分別や清掃など、住民環境美化活動に取り組みます。

○生活排水を適性に処理するなど、環境負荷の軽減に努めます。

○自然とのふれあいや環境保全のイベント等に参加します。

事業者
・団体
など

○身近な清掃活動はもちろんのこと、温室効果ガスの削減などの地球規模の活動まで、

自然環境の保全・保護の観点から、自身の事業や活動を見直し、改善していきます。

行 政

○多様な連携により、地域の自然エネルギー資源の有効活用や再生可能エネルギーの公

共施設への導入を図ります。

○ごみの減量化を図るために、不法投棄の防止とリサイクルの拡充に努めます。

○阿蘇の環境保全、景観維持のために、村自体でも適切な維持管理を行い、また、周辺

市町村など広域で連携する取組にも参画し、村民の参加を促します。

政策の柱Ⅰ：環境

先人から受け継いできた世界に誇る阿蘇の自然環境とその景観を、次世代に守り伝えること

は、私たち村民の使命とも言えます。村民一人ひとりの環境保護に対する意識を向上し、また、

観光客や来訪者への啓発にも取り組むことで、美しい自然環境に囲まれた豊かで穏やかな村民

の暮らしを守ります。

また、地球環境問題対策と地域活性化の両面から、再生可能エネルギーの普及促進を目指し

ます。

◎豊富で清らかな水と緑豊かな自然環境を誇りとする村民を増加させていきます。

◎水力・風力・地熱などの地域資源を活用した自然エネルギーの利活用を促進し、“クリーンなエネル

ギーのむら”というイメージづくりを進めていきます。

◎発生するごみとポイ捨てされるごみの両方を減らします。

◎阿蘇地域の市町村、熊本県、国などと広域で連携・協働しながら｢世界農業遺産｣｢世界ジオパーク｣｢世

界文化遺産｣の登録認定に関連する事業を推進するとともに、阿蘇の草原の風景を守り、次世代に伝え

る仕組みを構築します。
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政策１ 自然環境の保全と活用

水環境の保全施策１

本村は、本村の中央を流れる一級河川の白川、阿

蘇谷から流れ着く黒川、豊かな湧出量を誇る白川水

源をはじめとした多くの水源など、世界に誇れる水

環境を有しています。私たちの郷土は、豊富な水資

源に恵まれた村です。

地域資源を活用した
再生可能エネルギーの普及促進施策２

石油や石炭などの化石燃料の利用により、地球温

暖化の主な原因とみられる温室効果ガス の発生

を削減することが、社会の重要な課題となっていま

す。そこで、環境負荷の少ない再生可能なエネル

ギーの導入が世界規模で進められています。

南阿蘇村においても、太陽光・風力・水力・地

熱・バイオマスなど自然のエネルギーを活用する取

組を進めていきます。

水道施設の整備施策３

本村では過疎化や高齢化が進行し、上水道・簡易

水道・飲料水供給施設のうち、組合運営の水道施設

事業においては、後継者不足により管理ができなく

なるなどの問題が予測されています。そのため、水

道事業の管理を行政に一元化することで、村と地域

が協力し、安全で安定的な給水を行う目的で、水道

施設の整備を進めていきます。

環境型社会の構築施策４

阿蘇地域において広域で取り組んでいる「一般廃

棄物処理基本計画」に基づいて、ごみを減らし、廃

棄物を有効に活用することで、資源を循環させる仕

組みの構築を目指します。

環境に配慮した整備施策５

豊かな緑、清らかな水環境を保つため、公共工事

における自然環境の保全及び動植物の生息環境に配

慮した整備を進めていきます。

森林の管理運営施策６

熊本地震や局地的豪雨による自然災害で、森林が

有する公益的機能の維持が危惧されています。また、

野生鳥獣による様々な被害も課題となっています。

それらの課題解決の取組を推進し、野生鳥獣との共

存に配慮した良好な森林管理を目指していきます。

政策の柱Ⅰ：環境

*
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◆「南阿蘇村地下水保全条例」に基づき、地下水の保全を進めていきます。

◆家庭における合併処理浄化槽の普及率を高めるとともに、“全国名水百選”の白川水源を有する白川区・

両併三区については、農業集落排水施設への家庭・事業者のつなぎ見込みの取組を促進し、河川の水質

保全、 環境の整備を進めていきます。

●合併処理浄化槽設置事業 ●農業集落排水事業 ●村民による水源地周辺の環境保全活動の支援
●一般家庭における廃食油回収の推進 ●村民に向けた廃食油回収事業の啓発
●「地下水を守るん田」プロジェクト事業
●「水田お助け隊（水田オーナー制度）」プロジェクト事業 ●「環境保全型農業」の推進

◆“水”は村の大切な財産と考え、平成17年（2005年）には「南阿蘇村地下水保全条例」を定め、開発と

保全のバランスのとれたむらづくりを進めています。

◆水源全てに地区住民による「水源保存会」が結成され、戦前から清掃活動などに活発に取り組み、女

性グループでは廃油石鹸づくりを全村で進め、生活 排水の浄化に努めていますが、高齢化や各地区の

人口流出による担い手の減少が課題となっています。

◆湧水群は村の農業に不可欠なものであり、地下水利用保全・環境保全の取組において、有機・減農薬

栽培（環境保全型農業） を推進しています。

◆冬期湛水（たんすい） や「水田オーナー制度」など水田を活用した地下水涵養に取り組んでいます。

また、水源涵養(かんよう)林 を植林することで、保水力を高めています。

施策１

政策の柱Ⅰ：環境／政策１：自然環境の保全と活用

水環境の保全

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

主な取組

●合併処理浄化槽 の普及率が高くなっています。
●農業集落排水処理区域内の施設に100％つなぎ込みが完了しています。
●水田や森林を活用した地下水涵養(かんよう) の取組が高くなっています。
●「環境保全型農業」の仕組みが確立しています。

指標項目 現状値 目標値 説 明

●合併処理浄化槽の普及率
71.0％

（H29年度）
100%

「合併処理浄化槽」とは、トイレの汚水だけでなく、台所、お風呂の生活雑

排水も一緒に処理する浄化槽のことです。従来のし尿のみを処理する単独

浄化槽に比べて、河川等公共水域の汚濁を軽減する効果があります。

●農業集落排水の区域内へのつなぎ込み
92.4％

（H29年度）
100%

農業集落におけるし尿、生活雑排水などの汚水等を処理する施設の整備

により、農業用排水の水質の汚濁を防止し、農村地域の健全な水循環に

資するとともに、農村の基礎的な生活環境の向上を図ります。 また、処理

水の農業用水への再利用や汚泥の農地還元を行うことにより、農業の特質

を生かした環境への付加の少ない循環型社会の構築に貢献します。

●冬期湛水管理面積
764.056㎡

（H29年度）
878.600㎡

稲刈りが終わった水田に冬期も水を張る農法です。「環境保全型農業」の

一環として行われます。

●「水田お助け隊」による水田面積
1,1460㎡

（H29年度）
15,000㎡

「水田お助け隊」とは、都市住民に手助けしてもらい、地元の農家と協働で

水田の維持を図ることを目的とした“水田オーナー制度”の取組です。 作業

は田植えと稲刈りを都市住民が、そして、残りの作業は地元の農家が行い

ます。

４年後（2020年）の成果指標・目標

環境対策課
企画観光課・農政課

*

*

*

*

*
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※エコ・ファーマー

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村地下水保全条例 ●南阿蘇村復興むらづくり計画

◆「環境保全型農業」の仕組み◆

※バイオマス

施策１ 水環境の保全 環境対策課
企画観光課・農政課

政策の柱Ⅰ：環境／政策１：自然環境の保全と活用

*

*
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●村民に向けた再生可能エネルギー導入に関する周知活動 ●太陽光発電システムの設置補助
●河陰地区における水力発電事業の推進 ●「阿蘇山西部地域地熱資源活用協議会」の開催
●阿蘇山西部地区における地熱発電事業の推進 ●きらめく地域づくり推進事業（環境保全推進事業）

●太陽光発電等システム設置率が高くなっています。
●再生可能エネルギーを活用した各種農業施設が増加しています。
●自然エネルギーの自給率が向上しています。

施策２ 地域資源を活用した再生可能エネルギーの普及
環境対策課
企画観光課

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村地熱資源の活用に関する条例 ●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略

◆阿蘇山西部地域の豊かな地熱資源の活用に関し、地熱資源の保全や自然環境との調和を図りながら持

続可能な活用と地域の産業振興及び雇用創出等の実現に資することを目的とし、平成26年（2014年）

12月、南阿蘇村地熱資源の活用に関する条例を制定しました。その後、平成27年（2015年）に２つ

の企業グループが地熱発電事業を進めています。

◆久木野小学校東側の農業用水路にマイクロ水力発電システムを設置し、連続稼働実証実験を実施して

います。また、河陰地区においても小水力発電実証計画されていますが、送電線接続が課題となって

います。

◆阿蘇南外輪山にある風車3基は、熊本地震による損傷が激しく撤去となり、風力発電の開発は途絶え

ています。

◆民間活力を利用し、本村の地域資源の特性を活かした持続可能な再生可能エネルギーの導入を進め、

環境への負荷を削減します。

◆地球温暖化やエネルギーに関する社会的問題の対策や解決について、村民の知識や理解を深める機会

を設け、また、村民自らのそのような活動を支援します。

指標項目 現状値 目標値 説 明

●小水力発電所の建設 0箇所 1箇所

「小水力発電」については、出力1万kW～3万kW以下を「中小水力発

電」と呼ぶことが多く、また「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置

法（新エネ法）」の対象のように出力1,000kW以下の比較的小規模な

発電設備を総称して「小水力発電」と呼ぶこともあります。

●地熱発電所の建設 0箇所 ２箇所

地熱によって生成された水蒸気により発電機に連結された蒸気タービンを

回すことによって電力を発生させる仕組みです。天候、季節、昼夜によらず

安定した発電量を得られるという特性があり、特に日本のような火山国にお

いては大きな潜在力を有すると言われています。

●風力発電所の建設 0箇所 １箇所

平成21年（2009年）より発電を開始した「久木野風力発電所」は、１

時間に1800kWの電力を発電していましたが、熊本地震での損傷が激し

く、平成29年（2017年）10月に撤去となりました。今後、関係機関との

連携により、新たな設置を目指します。

４年後（2020年）の成果指標・目標

政策の柱Ⅰ：環境／政策１：自然環境の保全と活用
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●水道施設の改良整備事業 ●水道施設の維持・補修事業

●村内の上水道・簡易水道・飲料水供給施設の水道事業の管理が、行政により一元的に行われています。
●水道施設の整備及び改築、更新が計画的に行われ、村民に安全で安定的な給水が行われています。

施策３ 水道施設の整備 環境対策課

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●みなみあそ水道ビジョン ●南阿蘇村復興むらづくり計画

◆水道は、村民の日常生活に必要不可欠なものであり、今後も

村民の生活様式の変化などに伴い、需要が増加する可能性が

あります。そのため、良質な水源を確保するとともに、村民

の節水意識を高め、安定供給に万全を期す必要があります。

◆村全域で過疎化、高齢化が進行していることから、組合営の

水道施設においては、担い手不足により、今後、管理ができ

なくなることが予測されています。

◆水道施設の老朽化により、漏水箇所が増加する恐れがあります。

◆熊本地震により水道施設が大きな損害を受け、水道が完全に

復旧していない地区があります。

◆上水道・簡易水道・飲料水供給施設のうち、組合営の水道事業の維持管理が担い手不足により維持管

理が危ぶまれていることを踏まえ、行政による維持管理の一元化を目指し、行政と各地区が協働して

管理・運営・整備を進めていく枠組みを構築します。

◆老朽化の対策として、管路台帳の整備を推進し、本村の財産である水資源を大切に利用するシステム

を構築していきます。

政策の柱Ⅰ：環境／政策１：自然環境の保全と活用

指標項目 現状値 目標値 説 明

●水道事業の村営化率
32％

(H28年度)
64% 組合営水道事業の村営化を進めていきます。

４年後（2020年）の成果指標・目標

▲立野第２配水池施設
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●ごみ分別収集徹底の啓発 ●リサイクル事業の推進 ●家庭用生ごみ処理機の普及
●学校・地域における環境教育・環境学習の実施 ●ごみの不法投棄パトロールの強化
●廃食油回収の取組の啓発と推進 ●環境保全型農業の推進

●家庭ごみが減少しています。 ●村民の間にごみ分別収集の意識が向上しています。
●廃食油の回収量が増えています。 ●「環境保全型農業」の仕組みが確立されています。

施策４ 循環型社会の構築

■施策の目指す姿

■施策の推進方針

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村環境保全農業推進協議会直接払部会規約

◆地域や家庭において〈３Ｒ〉に関わる各種取組を

推進し、“ごみゼロ”を目指すとともに、 環境保全

型農業の仕組みを確立し、村全体での循環型社会

の形成を目指します。

◆本政策〈施策１／水環境の保全〉との連動により、

「環境保全型農業」の仕組みを確立します。

〈３Ｒ〉

◎Reduce〈リデュース〉⇒ごみを減らす

◎Reuse〈リユース〉⇒繰り返し使う

◎Recycle〈リサイクル〉⇒資源として再利用する

■施策の現状と課題

◆地区や家庭で取り組むことが可能な「生ごみ処理機及び生ごみ処理容器（バケツ）」の購入者に対し、

補助金の交付を行っています。

◆村民を対象に、ごみ分別ルールの周知徹底や環境美化に関する啓発の取組を推進しています。

◆村民の健全で衛生的な生活環境の確保を図るため、ごみの分別、減量化、再資源化に取り組み、“むら

の美化”のレベルを高める必要があります。

◆平成26年度（2014年）から平成27年度（2015年）のごみの排出量は増加しています。しかし、阿蘇地

域の他の市町村と比較すると、増加率はそれほど高くはありません。また、人口１人当たりのごみの

排出量も６市町村の中では４位となっています。しかし、環境保全の観点からも“ごみゼロ”を目指した

取組を推進する必要があります。

【出典】阿蘇広域行政事務組合資料から独自に作成（単位：ｔ）

【阿蘇地域の一般廃棄物排出状況】 南阿蘇村 阿蘇市 南小国町 小国町 産山村 高森町

平成26年度 3,532 9,397 1,389 2,490 309 1,690

平成27年度 3,569 9,418 1,408 2,519 286 1,716

伸び率 1.05 0.22 1.37 1.16 ▲7.44 1.54

0.32 0.34 0.34 0.34 0.18 0.25１人が１年間に排出するごみの量（H27）

市町村別ごみの搬入量

環境対策課
企画観光課・農政課

指標項目 現状値 目標値 説 明

●一般廃棄物（ごみ）の排出量
3,079ｔ

(H28年度)
3,071t

家庭から出るごみや粗大ごみのほか、事業所等（商店や飲食店、オフィス、

学校など）から出る事業系一般廃棄物（産業廃棄物以外のごみ）も含

めたごみの排出量を減らしていきます。

４年後（2020年）の成果指標・目標

政策の柱Ⅰ：環境／政策１：自然環境の保全と活用
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●水辺環境に配慮した公共工事の実施 ●動植物に配慮した公共工事

●環境に配慮した公共工事が行われています。

施策５ 環境に配慮した整備

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村復興むらづくり計画 ●南阿蘇村景観計画 ●南阿蘇村景観条例

◆本村の豊かな自然、清らかな水環境を継承していくために、

公共工事を行う際には自然環境の保全を重視し、動植物の生

態系を破壊しない工法の検討や整備計画を推進する必要があ

ります。

◆熊本地震の影響で、山や草原における土砂崩れ、水源・牧道

の崩壊などの被害が出ており、より一層環境に配慮した公共

工事が必要とされています。また、早期の自然景観の回復が、

村内外の人々に切望されています。

◆道路舗装や沿道緑化、法面（のりめん） の整備、河川の護岸整備等を計画するに当たっては、可能

な限り自然素材、自然工法を採用し、周辺の水系や生態系への負荷を少なくします。

◆河川敷内に堆積した土砂等の除去については、河川環境の影響に配慮した工法を採用し、地域住民の

安全確保と同時に、自然の営みを維持する多自然型の川づくりを推進します。

◆熊本地震による被害の復旧・復興に当たっては、国・熊本県等とも連携して、阿蘇の自然・景観の維

持保全につながる工法を選択し、推進します。

環境対策課
建設課・企画観光課

▲長陽大橋復旧工事風景

政策の柱Ⅰ：環境／政策１：自然環境の保全と活用

*
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●県営治山事業 ●環境林整備事業 ●鳥獣被害防止総合対策事業 ●森づくり推進事業の支援

●良好な森林管理が実現できています。
●有害鳥獣の被害が少なくなっています。

施策６ 森林の管理運営

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村復興むらづくり計画 ●南阿蘇村鳥獣被害防止計画

◆本村の森林面積は7,418haで、本村の総面積の54％を占めています。森林は経済的機能のほか、水資源

の涵養や土砂流出の防止、地球温暖化防止などの公益的機能を有しており、環境保全の面からも森林

資源を守っていく取組が必要とされています。

◆本村では、有害鳥獣による農作物被害が拡大しています。有害鳥獣の増加は、農林業者の経営意欲に

も影響を及ぼしており、効率的かつ効果的な捕獲対策や捕獲したイノシシやシカのジビエ 等での有

効活用で新たなビジネスを生む研究が必要とされています。

◆企業の社会貢献活動である「森づくり推進事業」による森林の保全・整備の取組を一層拡大し、企業

と村民との交流を基盤に、森林保全の理解者や協力者を増加させていきます。

◆「南阿蘇村鳥獣被害防止計画」に沿って、野生鳥獣について、その生息環境となる針葉樹・広葉樹混

合の育成複層林 や天然生林に誘導するなど、野生鳥獣との共存に配慮した環境づくりを推進してい

きます。

農政課

【イノシシ・シカの捕獲頭数の推移】

▲箱わなに捕獲されたイノシシ

指標項目 現状値 目標値 説 明

●森林の新規植栽 ― 1.2ha
針葉樹・広葉樹混合の育成複層林の整備を進め、野生鳥獣との共生環

境も整備していきます。

●有害獣による農作物被害額の軽減

　　（イノシシ・ニホンザル・ニホンジカ）

8,341千円

（H28年度）
5,828千円

収穫期前後の７月～10月のイノシシによる被害、夏場野菜のサル被害、

春から初夏にかけてのヒノキの幼齢木への被害を中心に、防護柵の設置や

捕獲の取組を推進し、被害額を軽減していきます。

４年後（2020年）の成果指標・目標

政策の柱Ⅰ：環境／政策１：自然環境の保全と活用

*

*
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政策２ 景観の保全

政策の柱Ⅰ：環境

阿蘇の景観保全と活用施策１

阿蘇山は、現在も活動している火山であり、９万

年前の噴火により形成された世界最大のカルデラ内

に、現在では５万人もの人々が暮らし、その独特の

環境に合わせた農林業の伝統を守り、文化を育んで

きたという世界でも希有な地域です。

そのような点が評価されて、「世界農業遺産」

「世界ジオパーク」の認定を受け、さらに「世界文

化遺産」の認定を望む声も少なくありません。

このため、阿蘇の価値を見直し、阿蘇地域の市町

村、県、関係団体との連携も図りつつ、草原、原野、

山麓の景観、生態系を本村の宝として、村民が一体

となって未来に継承していく取組を推進します。

景観に調和する施設整備施策２

本村は、「阿蘇くじゅう国立公園」の特別地域

に属しているエリアもあり、建築物等への規制があ

ります。村内の大部分である居住地域は、普通地域

であり、建築物等の規制は特にありませんが、国立

公園特別地域の周辺においても一定の配慮が望まれ

るため、景観条例や景観計画を策定し、それに沿っ

た取組を推進します。

土地利用の規制と誘導施策３

〈施策２〉同様、景観条例や景観計画に沿った土

地利用について、村民や事業者の啓発を図り、適性

で合理的な土地利用を促進します。

*
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●草原再生事業 ●「世界農業遺産アクションプラン」推進事業
●阿蘇地域連携による「世界ジオパーク」推進事業 ●「世界文化遺産」登録推進事業

●各牧野管理組合や行政区などで野焼き等が行われ、草原や原野が維持管理されています。
●山や川などで自然の動植物が生息する環境が維持できています。
●「世界農業遺産」や「世界ジオパーク」として、自然環境、生物多様性、文化が維持されています。

施策１ 阿蘇の景観保全と活用 環境対策課・企画観光課
農政課・教育委員会

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村景観条例 ●南阿蘇村景観計画 ●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略

●南阿蘇村復興むらづくり計画

◆農業構造の変化とともに、自然と人が共生してきた阿蘇独特

の環境にも変化が生じており、稀少植物の減少や獣害の増加

など、生態系の変化に起因する課題が見られるようになって

きました。

◆稲作を中心とした土地利用型農業を発展させるために、野焼

きや放牧の実施が求められていますが、集落の過疎化や担い

手の高齢化により、継続・継承が危ぶまれています。

◆九州北部豪雨や熊本地震など度重なる自然災害で、山林、牧

野、集落への被害があり、「世界農業遺産」や「世界ジオ

パーク」の観点からも、維持しなければならない景観や地層

などが損なわれています。

◆村民による農村環境の保全活動はもとより、企業、NPO 等各種団体などと多様に連携・協力する

体制や仕組みを構築し、阿蘇の自然や景観を“地域の宝”と位置づけて、未来へ継承していく取組を推

進します。

◆｢南阿蘇村景観計画｣や「南阿蘇村景観条例」に沿った景観や自然体系の維持・保全や整備事業を推進

します。

◆「世界農業遺産」や「世界ジオパーク」、併せて「世界文化遺産登録」に関連する事業について、阿

蘇地域の市町村と連携・情報共有しながら進めていきます。

◆熊本地震で損なわれた景観・生態系の早期復旧を目指します。

▲野焼きの風景

政策の柱Ⅰ：環境／政策２：景観の保全

*
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●「南阿蘇村景観条例」の施行

●村民や企業などに景観との調和に関する意識の高揚が図られ、行政との協働による景観づくりが
進められています。

施策２

政策の柱Ⅰ：環境／政策２：景観の保全

景観に調和する施設整備 環境対策課

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村景観条例 ●南阿蘇村景観計画 ●南阿蘇村復興むらづくり計画

◆「阿蘇くじゅう国立公園」の特別地域における建築物等の

規制は守られているものの、村内には景観を損ねる看板や

景観と調和がとれていない色彩を施した建築物等が見受け

られるようになってきました。

◆熊本地震後に新たに商業施設や住宅等を建設する施主に

「南阿蘇村景観条例」や「南阿蘇村景観計画」の存在を

知らしめる必要があります。

◆公共事業、公共施設の建築等に関しては、「公共事業等景観形成指針」の遵守を目指します。

◆「南阿蘇村景観計画」（平成27年1月策定）における「沿道景観形成ゾーン」「山麓景観形成ゾー

ン」「田園景観形成ゾーン」の３つのゾーンに分類した景観形成の基本方針に沿って、村内の景観保

全を推進します。

◆村民や企業等に「南阿蘇村景観条例」の認知を図るとともに、商業施設や作業所等の建設、看板の設

置などに関しては、“届け出対象行為”に該当していないかどうか確認が必要であることの認知拡大の

取組を推進します。

▲平成27年４月にオープンした「みなみあそコミュ
ニティセンター」。アウトドアブランドの「モン
ベル」のショップが入り、阿蘇の景色に配慮した
外観としている
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●各種計画、条例に基づいた乱開発の防止（普及啓発活動）

●適正かつ合理的な土地利用の確保ができています。

施策３ 土地利用の規制と誘導 農政課・環境対策課
企画観光課

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村景観条例 ●南阿蘇村景観計画 ●南阿蘇村復興むらづくり計画

◆「国土利用計画法」 に基づいて、本村の宝である阿蘇の大地の乱開発防止の啓発活動を実施しています。

◆「阿蘇の文化的景観保存計画」（平成29年１月）を策定し、村民や各種事業者への土地利用に関する

規制やステップなどについて、啓発活動を実施しています。

◆「国土利用計画法」「南阿蘇村景観条例」「南阿蘇村景観計画」「阿蘇の文化景観保存計画」等、

景観保全に関連する条例や計画について、村民や事業者等への啓発活動を継続し、土地の乱開発を防

止します。

【土地利用規制図（自然公園・自然環境保全地域）】

自然公園特別保護地区

第１種特別地域

第２種特別地域

第３種特別地域

普通地域

自然環境保全地域

政策の柱Ⅰ：環境／政策２：景観の保全

*
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政策の柱

Ⅱ

農林業と観光で稼ぐ・儲かる力を育み、
むらづくりに活躍する人材を創る！

活 力
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目指すところ

村民の暮らしを支える産業の活力を高めるとともに、多様な働き方ができる村を目指します。

また、村内外、さらには海外も含めて、人と人、地域と地域がこれまで以上につながって交

流し、連携する環境を築きます。そうすることによって生み出される取組を活力としていく村

を目指します。

併せて、そのようなむらづくりに参画し、本村を未来に向かって牽引していく人材の育成・

確保に努めます。

◎働くことや身近なコミュニティにかかわることができる場の拡大を図り、意欲や志を持つ村民であれ

ば誰でも、それぞれの想いが実現できる村を築くとともに、そのような地域づくりに活躍する人材が

たくさん生まれる仕組みや環境を整えます。併せて、「村外に出た若者が戻らない」という課題の解

決に取り組みます。

◎産業全体を通して、“稼ぐ”・“所得を高める”ための取組を実行します。特に、基幹産業である農林畜

産業・観光業においては、商品づくりや人材の育成に関する取組を推進し、“攻めの農林畜産業・観光

業”の仕組みを確立します。

◎他の産業に関しても、事業継承（後継者不足の解決）や起業・創業の支援を拡充し、さらなる活性化

を実現します。

◎本村に新しい活力やアイディアを生むために、産業振興・観光交流振興の面において、村外からの企

業や団体等の誘致する取組を推進し、新たな雇用の場の創出、交流人口の拡大、移住・定住人口の拡

大を実現します。

政策の柱Ⅱ：活力
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行 政

○産業振興の分野において、企業や団体の情報発信や支援を拡充するとともに、新たな

事業の協働・支援を行い、本村における働く場の整備を図ります。また、企業誘致の

取組を進め、雇用の場の拡充に努めます。

○担い手や後継者の育成や確保、技術力の向上など、企業の人材育成の取組を支援しま

す。併せて、観光交流に関わる村民や企業、団体の育成・確保する取組を協働・支援

し、むらづくりに活躍する人材の創出に努めます。

○現状分析に基づく戦略的な農林畜産業の振興、観光の振興に取り組みます。また、

“攻めの農林畜産業・観光振興”の推進母体となる組織の構築を実現します。

○「あそのみなみのみなみあそ」「ただの田舎じゃなかよー」といった旧来からの本村

のブランドイメージについて、地域内外への一層の浸透や認知度の向上を図り、村民、

事業者や団体、行政が一体となって発信し、村外から人を呼び込む取組を協働・支援

します。

○村内における地域外や海外との交流活動など、人と人、地域と地域がつながるための

仕組みづくりについて、村民や企業の取組を協働・支援します。

○阿蘇地域全体での取組や活動について、村民や企業・団体に情報を発信し、「世界農

業遺産」「世界ジオパーク」「世界文化遺産登録」など、阿蘇広域連携の取組に村民

と協働で取り組む体制を築きます。

政策の柱Ⅱ：活力

それぞれの役割

村民・
地域

○南阿蘇村産の産品に愛着を持ち、自ら積極的に使用するとともに、その魅力を周りに

も伝えます。

○南阿蘇村の観光の魅力を自ら積極的に学び、その楽しさを周りにも伝えます。

○南阿蘇村への来訪者や観光客に対して“おもてなしの心”を持ち、観光ガイドや体験プ

ログラムのプレイヤーなど、地域と人がつながる活動に参加します。

事業者
・団体
など

○村の若者や子どもたちに、村の産業について知ってもらう取組を進めます。

○意欲を持つ村民の誰もが、自分らしく働ける職場づくりを進めます。

○自身の事業の展開・発展を介して、地域の経済効果やサービス、安定的な雇用の提供

に貢献するとともに、多様な連携に積極的に取り組み、新たな産業や事業の創出に努

め、協働による活力や魅力あるむらづくりを進めます。
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政策１ 地域特性を生かした農林業の振興

基幹産業のひとつである本村の農業は、農業従事

者の高齢化や後継者不足等による農家・農業従事者

の減少や耕作放棄地の増加に加え、熊本地震の影響

による生産量の減少など多くの問題を抱えています。

そこで、営農組織の強化や地域農業のリーダーと

なる認定農業者や農業生産法人等の

育成を推進します。

また、農業後継者や就農希望者への経済的支援や

技術等の研修機会などの情報を、確実に伝達できる

環境を整備します。

近年、消費者の安全な農産物に対する関心の高ま

りや将来の食糧不足の備えに対する懸念から、特に

都市住民の間では、国内で生産される農産物に対す

る関心や求める意欲が高まっています。

そこで、顧客志向を基に、消費者に選ばれる農林

畜産物の生産や農産加工品の開発を推進し、また、

グリーン・ツーリズムなど都市住民との交流を目的

とした取組や、農家単独、あるいは異業種との連携

強化による6次産業化の推進を図ります。

併せて、村民が地産地消に取り組むことが、本村

の農林畜産業の活性化を支えることになるという概

念の村民の理解を深め、地産地消の取組を推進して

いきます。

以上のような取組の推進により、農林畜産物や農

産加工品を「生む・作る」だけではなく、「売る」

「稼ぐ」の部分まで生産者や加工業者の意識を高め

る、“攻め”の農林畜産業の展開に取り組みます。

持続する農業を展開するためには、農地整備や生

産効率の高い農業基盤を築いていくことも必要です。

このため、「人・農地プラン」に沿った農用地

の流動化と集積を促進するとともに、「農地中間管

理機構」との連携による農地の有効利用や耕作放棄

地の再営農化を推進し、地域と一体になった農地の

維持・管理・運営を行います。

近年、林業をめぐる情勢は、収益性の低下による

生産活動の低迷、農業同様、就業者の減少や高齢化

などによる厳しい状況にあります。

しかし、地球温暖化への対策が世界的に求められ

ている中、二酸化炭素の排出量を相殺するために、

植林・森林保護などの活動が広がりを見せており、

そのような取組と連動した森林基盤の整備や原木の

安定供給体制の確立、木材需要の拡大を図ります。

持続する農業体制づくり施策１ “攻め”の農林畜産業の推進施策２

農地の維持管理・運営施策３ 持続する林業体制づくり施策４

政策の柱Ⅱ：活力／政策１：地域特性を生かした農林業の振興

*
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◆国・熊本県の農政と情報共有や協働を行い、継続して認定農業者、新規就農者の増加を目指した取組を

推進します。

◆生産者が安心して稼業に従事できるよう、持続性のある技術指導や資金的支援などの支援体制の見直し、

農作業委託組合の法人化、オペレーターなどの人材確保を図ります。

◆各種補助金や資金活用による農業者の負担軽減及び経営改善、計画目標の達成を推進します。

●地域担い手の育成・確保（新規就農者支援事業） ●効率的な営農システムの確立
●「人・農地プラン」の見直し及び「農地中間管理機構」の活用
●関係各所の合意形成の推進 ●各種補助金の活用
●滞在型農業体験の推進・援農施設整備の推進 ●大学連携による援農事業

◆本村の基幹産業の一つである農業は、《序論》でも述べた

通り、総農家数は1,132戸で、そのうち販売農家数は839戸。

販売農家の占める割合は74.1％で、熊本県（68.7％）・全

国（61.7）をともに上回っていますが、農家数は年々減少

の傾向にあり、また、高齢化も進行しているため、担い手

の育成・確保が最大の課題となっています。

◆担い手育成のために、地域農業のリーダーとなる認定農

業者や新規就農者を増加させる取組を推進しています。

熊本県は、認定農業者数が全国３位であり、本村の認定農

業者は236人（平成28年３月末時点）で、阿蘇地域1,062人

の約２割を占めています。

施策１ 持続する農業体制づくり 農政課

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

主な取組

●新規就農者のサポート体制が整えられています。
●農業後継者、新規就農者が増加しています。
●女性や若者、豊富な経験をもつ高齢者など人材が活用されています。
●地域営農組織の法人化により営農体制が整えられています。
●農業がもたらす多面的機能の維持継承が図られています。

新規参入者数
取得した

農地面積

平成25年度 １経営体 0.8ha

平成26年度 ８経営体 6.1ha

平成27年度 ２経営体 1.2ha

【近年の農業への新規参入状況】

政策の柱Ⅱ：活力／政策１：地域特性を生かした農林業の振興

■関連する個別計画・条例等

●人・農地プラン ●南阿蘇村農業・農村男女共同参画推進ビジョン（プラン含む）

●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略 ●南阿蘇村復興むらづくり計画

【出典】農林業センサス（各年度）

指標項目 現状値 目標値 説 明

●年間の新規就農者数
４人／年

（H28年度）
5人／年

国・県の施策や支援を活用することにより、現状からの増加の数値での安定

維持を目指します。

４年後（2020年）の成果指標・目標



・67・

◆安心・安全な農産物生産を協議する「南阿蘇村環境保全農業推進協議会」を設置し、「村営有機肥料

生産センター」の利用促進にて有機堆肥使用の農業を推進しながら、各農産物の産地化を目指すとと

もに、生産者の経営安定を目指す取組を推進しています。

◆村産の農産物を村内外の多くの皆さんに食べて、知って、買ってもらうために、「道の駅 あそ望の郷

くぎの」などの物産館での直売や、各施設において地元産食材を活用した料理メニューや加工品の開

発に取り組んでいます。また、JAとの共同販売による生産規模の拡大、安定した高品質生産の確立を

図り、販売促進を行っています。

◆学校・保育所・食生活改善推進員・JAなどが連携し、食育の取組も兼ねて、米飯給食の実施など、学

校給食における地産地消の取組を推進しています。

◆「ふるさと納税」 のお礼品にあか牛（ステーキ用・すき焼き用・焼き肉用など）、野菜、ミネラル

ウォーター、調味料・麺類（そば・パスタ）・ジャムなど農産加工品など約70種類の組み合わせの本

村の農産特産品を提供し、産品のPRを行っています。

◆担い手や後継者不足などの農林畜産業の厳しい状況は、農産物の生産量の減少や耕作放棄地の増加な

ど多くの問題に影響を及ぼしており、熊本地震の発生がその状況に拍車をかけています。

施策２ “攻め”の農林畜産業の推進 農政課・企画観光課
総務課・教育委員会

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

●農林畜産物のブランド化が進み、市場における産品の認知度の向上、販売数・売上額が伸びています。
●６次産業化や農商工連携によるアイディアで作った商品が、全国で流通しています。
●都市部で本村の野菜や特産品を取り扱う店舗が増えています。
●村内の飲食店や学校給食等で本村の農作物の使用率が高くなっています。

▲「道の駅 あそ望の郷くぎの」の物産館「旬鮮あじわい館｣
で販売されている南阿蘇村産などの野菜

▲観光客に大人気のあか牛料理

政策の柱Ⅱ：活力／政策１：地域特性を生かした農林業の振興

*
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◆これまでの６次産業化、農商工連携、地産地消の取組を一層強化し、本村の農林畜産物の付加価値を高

める取組を継続します。また、新たに以下の取組を推進します。

・「くまもとふるさと食の名人」 による本村の産品を活用した料理のレシピ提案や食の講習会などを

実施し、村内の飲食店・宿泊施設等への普及

・消費者ニーズ（特に都市住民）を的確に捉えた農林畜産物や加工品づくり

（南阿蘇村ブランド認定商品の開発）

・都市住民と生産者・地域との食・食文化の魅力による交流事業の促進

（グリーン・ツーリズム等観光との連携の強化）

◆本村の農林畜産物について、村内外に安全性や魅力などの情報を、効果的に発信・拡散する取組を推進

します。

施策２ “攻め”の農林畜産業の推進

■施策の推進方針

●新規農作物導入対策事業及び生産組織育成対策事業 ●有機堆肥推進事業
●農産加工品開発対策事業・特産品開発事業
●農林畜産物の販路拡大及び流通経路の確立に関わる事業 ●ふるさと納税事業
●地産地消推進事業（学校における米飯給食の推進など）

主な取組

■関連する個別計画・条例等あ

●人・農地プラン

●南阿蘇村農業・農村男女共同参画推進プラン

●南阿蘇村農業・農村男女共同参画推進ビジョン

●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略

●南阿蘇村復興むらづくり計画

▲本村のふるさと納税PRサイト

指標項目 現状値 目標値 説 明

●地域ブランド認定商品数
21品

（H27年）
35品

南阿蘇村商工会が運営管理している本村のブランド産品“みなみあそ くらし

のめぐみ”の登録商品数。

●ふるさと納税額
150,000千円

(H29年度見込み)
300,000千円

ふるさと納税サイト「さとふる」や金融機関を介して寄せられた本村への寄付

額です。

●「６次産業化・地産地消法に基づく

　総合化事業計画」の認定者数
― ４人

農林漁業者などが６次産業化・地産地消法に基づき策定した、農林水産

物の生産と加工、販売を一体的に行う事業計画(総合化事業計画)で、

国が認定する制度です。この計画の認定を受けると、6次産業化の推進に

関連する制度の優遇措置が受けられたり、施設整備の補助事業に取り組

めたりするなどのメリットがあります。

４年後（2020年）の成果指標・目標

農政課・企画観光課
総務課・教育委員会

政策の柱Ⅱ：活力／政策１：地域特性を生かした農林業の振興

*
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◆本政策の〈施策１／持続する農業体制づくり〉〈施策２／“攻め”の農林畜産業の推進〉同様、農林業

従事者の担い手不足と高齢化により、農業施設の保全や農業施設の維持管理が大きな負担となりつつ

あります。その課題解決のために、〈施策１／持続する農業体制づくり〉と連動して、「人・農地プ

ラン」に沿って、「農地中間管理機構」（農地集積バンク）を活用した下図の農地の維持管理・運営

の仕組みを推進しています。

◆しかし、｢農地中間管理機構｣を活用した体制も、担い手不足の程度が深刻な状況から、借り手が減少

しています。そこで、新規就農者への農地集積を進めたいところですが、作業効率の落ちる条件の悪

いほ場 も存在するため、容易に実行できないことが課題となりつつあります。

◆平成26年度（2014年）より創設された「多面的機能支払い交付金」の活用によって、地域活動や営農

活動を支援しています。

施策３ 農地の維持管理・運営 農政課

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

●集落の農家が農業施設を共同で維持・管理しています。
●集落の住民が集落内の施設の美化補修等を共同で推進しています。
●耕作放棄地の解消が図られています。

【「農地中間管理機構」（農地集積バンク）活用の仕組み】

◎すでに耕作放棄地となっている農地のほか、所有者の死亡等により耕作放棄地となる恐れのあ

る農地も対策の対象となります。

◎農業委員会の所有者に対しての手続きが大幅に改善、簡素化されることにより、耕作放棄状態

の発生の防止と速やかな解消を図ることが可能となります。

◎所在者不明となっている耕作放棄地は、公告を行い、県知事の裁定により農地中間管理機構に

利用権を設定することが可能となります。

政策の柱Ⅱ：活力／政策１：地域特性を生かした農林業の振興

*



・70・

◆地域の人々の暮らしにも関わる農道や農業用排水施設の整備、耕作放棄地の除草作業や水路の清掃など

は、地域全体で取り組む体制を構築し、農業生産基盤の整備を図ります。

◆「農地中間管理機構」を活用した農地の流動を促進し、優良農地を担い手へ集積するとともに、遊休農

地・耕作放棄地の発生を防止する取組を強化します。

◆基盤整備から30年以上を経過し、用水路の老朽化等で漏水などの問題がある地区については、熊本県と

連携して計画的な再整備を進めます。また、熊本地震からの農地の復旧・復興について、「復興むらづ

くり計画」に沿って推進します。

◆農地の高度利用や農作業の受委託、機械施設の近代化等により、効率的な生産体制を構築します。

◆「多面的機能支払い交付金」の活用によって、継続して地域活動や営農活動を支援します。

■施策の推進方針

●県営両併西部経営体育成事業 ●農地・農業用施設等災害復旧事業
●農業土木等補助金事業 ●日本型直接支払制度（多面的機能支払い交付金制度）
●耕作放棄地解消事業 ●「人・農地プラン」の見直し
●農地中間管理機構の活用（農地集積バンク事業等）

主な取組

■関連する個別計画・条例等

施策３ 農地の維持管理・運営

●人・農地プラン ●南阿蘇村農業・農村男女共同参画推進ビジョン（プラン含む）

●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略 ●南阿蘇村復興むらづくり計画

農政課

指標項目 現状値 目標値 説 明

●遊休農地面積
60.3ha

（H28.3月）
29.5ha

「遊休農地」は各地域の農業委員会が帳簿を元に管轄内の畑すべてを目視で確

認した上で、畑の状況を「耕作がなされていない」と判断した農地を指します。一方、

「耕作放棄地」とは、農林業センサスにおいて、「以前耕地であったもので、過去1年

以上作付けせず、しかもこの数年の間に再び耕作する考えのない土地」と定義され

ている統計上の用語です。

農地の１％を指標として、｢遊休農地｣の減少を目指します。

４年後（2020年）の成果指標・目標

政策の柱Ⅱ：活力／政策１：地域特性を生かした農林業の振興
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施策４ 持続する林業体制づくり 農政課

◆林業経営体数は、この10年あまりで半減していま

すが、平成22年から平成27年にかけては、6件増

加しています。

◆小規模の森林所有者が多く、木材生産の効率化が

不十分な状況にあります。

◆供給も小規模、分散的な状況であるので、林業従

事者、森林所有者、木材産業者、建築業者などが

連携し、安定的な供給体制を構築する必要があり

ます。

◆〈Ⅰ.環境－政策１－施策２：地域資源を活用し

た再生可能エネルギーの普及促進〉と連動する、

循環型社会の構築が求められています。

◆熊本地震で森林も被害を受けており、早期の復旧

が求められています。

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

●公共施設の木質化が進んでいます。
●木材の地産地消が進んでいます。
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【林業経営体数の推移】

【出典】農林業センサス（各年版）

（件）

◆林業経営の安定と林業者の所得の安定を図るため、＜Ⅰ．環境ー政策１ー施策６：森林の管理・運営＞

との連動で、適正かつ計画的な森林管理を実施し（間伐、病害虫防除など）、良質な木材生産を推進し

ます。

◆原木の安定供給体制を整備し、加工・流通の合理化、低コスト化、木材の利用拡大を図っていきます。

◆〈Ⅰ．環境－政策１－施策２：地域資源を活用した再生可能エネルギーの普及促進〉との連動で、木質

バイオマスエネルギー （※用語解説は｢バイオマス｣の項に記載）の利活用も促進し、他の再生可能

エネルギー普及促進の取組とともに、循環型 社会の構築を目指します。

●森林経営計画（普及啓発活動） ●公共建築物等の木材利用促進事業

■施策の推進方針

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略 ●南阿蘇村復興むらづくり計画

●南阿蘇村農業・農村男女共同参画推進ビジョン（プラン含む）

政策の柱Ⅱ：活力／政策１：地域特性を生かした農林業の振興
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政策２ 地域の活力を取り戻す商工業の振興

政策の柱Ⅱ：活力／政策２：地域の活力を取り戻す商工業の振興

商工業の振興施策１ 雇用対策の充実
及び起業・創業の支援

施策２

地域の雇用を生み出す企業誘致施策３ 地域資源を活用した
魅力ある観光交流の推進

施策４

長引く景気低迷と人口減少化社会の進行により、

商工業を取り巻く経済環境は、経営・雇用情勢とも

に厳しさを増しています。本村においては、熊本地

震の影響もあり、その厳しさが一層深刻な状況に

なっています。

農林業や観光業との結び付きも大きい本村の商工

業は、村民の就労や所得の確保など村民の暮らしを

支える基盤であり、商工業の活性化は、村の活力を

創出し、にぎわいをもたらす原動力となることから、

商工業の早期の再生を目指します。

多くの地方自治体が人口減少・高齢化による生産

年齢人口の減少、若年層の都市部への流出等が要因

となり、経済縮小段階にあります。このため、地域

において雇用の場を確保するため、雇用を生み出す

取組が国策として推進されており、加えて、国際化

が進展し、産業のグローバル化が進展していく中で、

厳しい競争にさられても勝ち残ることができる地域

産業を構築していくことが求められています。

そこで、働く意欲を持つ村民、起業・創業を目指

す村民の支援を強化し、地域の特性に適した地場企

業の創出、それによる雇用の拡大に積極的に取り組

んでいきます。

企業誘致は、雇用環境の悪化や税収を通じて地域

経済の向上を図るのに有効な手段となります。恵ま

れた本村の自然環境や阿蘇くまもと空港・九州道

（高速道路）からのアクセスの利便性などの好条件

を最大限に生かした企業誘致活動を、国や熊本県な

どと連携し、積極的に進めていきます。

近年、観光市場においては、消費者の自然・健康志

向、グルメ志向の高まりなどが影響し、観光に“癒し”

や“非日常感”を求める傾向があり、観光ニーズは多様

化・高度化の様相を見せ、観光地にはそのようなニー

ズに対応した観光の魅力づくりが必要とされています。

本村においては観光は基幹産業の一つであり、従

来から体験や交流を核とした観光を推進してきた中、

阿蘇地域は「世界農業遺産」「世界ジオパーク」の

認定を受け、さらには「世界文化遺産」の登録を目

指す動きと相俟って、さらに滞在交流型の観光の活

性化が求められています。また、熊本地震後は、震

災当時の様子や得られた教訓などを学びに来る観光

客も多く訪れていることから、そのニーズに対応で

きる観光商品や体制づくりも必要とされています。

そこで、従来の観光のあり方に震災の影響や震災

後の動向を折り込み、本村の地域資源を存分に活用

した体験交流の取組を戦略的に活発化させ、観光客

が何度も訪れたくなるような観光地づくりを目指し

ます。

観光交流を推進する組織の構築
と活躍する人材の育成

施策５

昨今、観光交流の振興においては、“地域で稼ぐ”

という展開を目指していくことが求められています。

このためには、市場の動向や本村の観光動態を調

査・分析するなど、マーケティング に基づいた

観光の振興が必要とされています。併せて、その

マーケティングの取組や地域のマネージメントを業

務とし、稼げる観光を推進していく地域を経営する

組織（DMO・DMC）の構築が１つの手段と考え

られています。そこで、本村においても、観光協会

等の業務の見直しや体制の強化等を図りつつ、「稼

ぐ観光」を推進する組織の構築や確立を検討します。

併せて、観光交流の取組に参画するむら歩きガイド

や体験交流プログラムのプレイヤー（指導者・主体

者）の育成を図り、地域づくりに活躍する人材の創

出と増加を目指します。

*

*
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政策２ 地域の活力を取り戻す商工業の振興

外国人観光客の誘客と
受入基盤の整備

施策６ 立野駅・立野ダムの周辺整備施策７

全ての来訪者にやさしい
観光基盤の整備

施策８ 観光プロモーション及び
マーケティングの強化

施策９

《序論》でも述べた通り、国策として訪日外国人

の誘客を推進していることと、阿蘇地域においても

「世界農業遺産」「世界ジオパーク」を核として国

際交流を推進し、さらには、「世界文化遺産」の登

録を目指している状況である中、本村においても、

外国人観光客は新たなターゲットと位置づけ、誘客

の強化と受入環境の整備を推進します。

熊本地震からの「創造的復興」実現するためには、

基幹産業である観光の復興に合わせて、多様な交流

を促進し、にぎわいを創出することが重要です。

このため、本村及び阿蘇地域全体の玄関口として

の立野駅・立野ダム周辺について、平成27年

（2015年）４月に策定の「立野駅及び立野ダム周

辺整備計画」及び平成29年1月に策定の「復興むら

づくり計画」に基づく整備を推進し、「阿蘇の入り

口〈立野ターミナル〉づくり」による新たなにぎわ

いの創出を目指します。

本村には、高齢者や子ども、障がい者など様々な

観光客が来訪します。

そこで、どのような人々に対しても快適に、安心

して本村の観光が楽しめるように、観光施設のユニ

バーサルデザイン 化やサイン類の拡充などを実

施し、観光基盤の整備を強化します。

観光で”地域が稼ぐ”ためには、マーケティングに

よる観光の現状や課題の分析を行い、分析結果に基

づいて誘客や情報発信のターゲットを明確にし、効

果的なプロモーションや商品づくりを行うことが必

要とされています。

本村においても、そのような戦略的な観光を推進

するために、本政策の〈施策５〉の“稼ぐ観光”を牽

引する組織の構築と並行して、マーケティングに基

づく観光戦略や商品づくりを進め、効果的なプロ

モーションを展開し、“南阿蘇村に来て欲しい観光

客”を絞り込んだ誘客を推進します。

政策の柱Ⅱ：活力／政策２：地域の活力を取り戻す商工業の振興
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◆「南阿蘇村復興むらづくり計画」に沿って、「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」の活用等

により、中小企業の早期の復旧を支援します。

◆農商工連携による地域ブランド戦略の取組を、〈Ⅱ．活力－政策１－施策２：“攻め”の農林畜産業の推

進〉と連動させ、地域資源を活用した新事業の創出の支援を強化して継続推進します。

◆熊本県や関係機関と連携を図りながら、企業ニーズの高い品質管理や技術研修などを実施し、地域企業

の後継者や人材の育成に取り組みます。

◆中小企業の経営者の経営改善、経営相談等の機会を拡充します。

●商工会の支援 ●商工業後継者育成支援
●中小企業融資金利子補給事業 ●経営改善・相談・指導者等の事業支援

◆事業所数・雇用数（従業者数）は、統計実施時から一定レベルを維持しています。従業員４人以上の

製造業については、この10年間、事業数は大きく変化はないものの、従業員数の増加、年間出荷額は、

約２倍に発展しています。（下表）

◆商工業者の経営安定と事業運営を促進し、持続的な発展を目指して、南阿蘇村商工会と連携し、事業

者のニーズに応じた積極的な支援に取り組んでいます。

◆熊本地震後は、「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業（グループ補助金）」を活用等を通じ

て、宿泊施設・飲食店の早期営業再開、中小企業等の施設・設備の復旧支援に取り組んでいます。

施策１ 商工業の振興 企画観光課

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

主な取組

●農商工連携の商品が開発され販売ルートができています。
●商店を集約したコミュニティ機能の高い施設が整備されています。
●商工業者の後継者育成・事業継承の支援が確立されています。

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略 ●南阿蘇村復興むらづくり計画

政策の柱Ⅱ：活力／政策２：地域の活力を取り戻す商工業の振興

平成18年

（2006年）

平成19年

（2007年）

平成20年

（2008年）

平成21年

（2009年）

平成22年

（2010年）

平成23年

（2011年）

平成24年

（2012年）

平成25年

（2013年）

平成26年

（2014年）

事業所数 13 12 13 11 10 8 10 11 12

従業者数 155 187 184 154 146 98 163 174 170

年間製造品出荷額 1,345.8 1,791.5 1,760.9 1,690.8 1,448.8 1,581.2 1,800.9 2,150.3 2,518.2

【製造業の状況】（従業者４人以上）

【出典】工業統計調査（各年12/31時点）
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◆企業ニーズと働く意欲のある村民とのマッチングの機会の強化や双方への情報提供の充実を図り、多様

な就業機会の創出、魅力ある雇用の場の創出を図ります。併せて、企業ニーズに合った職業訓練等を実

施し、求職者や在職者の知識や技術習得を支援するとともに、職業能力開発の促進に努めます。

◆地元企業への就職を希望する新規学卒者等に対して、地元企業をはじめ各商工業団体との連携強化によ

る就業先の紹介、あっせんにより、若年層の雇用拡大を促進します。

◆南阿蘇村商工会、熊本県信用保証協会等との連携による起業・創業に意欲がある村民の支援体制を、継

続推進します。

◆次ページの〈施策３：地域の雇用を生み出す企業誘致〉の含めて、雇用の場の拡大、起業・創業者の育

成を目的に、「企業支援センター」の設置を検討します。

●雇用創出に向けた中小事業者の取組の支援 ●関係機関・企業連携による雇用の確保の推進
●起業・創業者の市場調査等調査の支援 ●若年労働者の支援 ●高齢者の就業支援
●関係機関・企業連携による起業・創業の支援

◆「総合戦略」の施行にともない、農林業の新規就業者の支援及び次ページの〈施策３：地域の雇用を

生み出す企業誘致〉の取組のみならず、村内の多様な中小企業を対象に、地域産業としての活性化を

支援し、村民の就職機会の拡大を図る取組を推進しています。

◆南阿蘇村商工会やハローワーク阿蘇など関係各所と連携し、雇用・就職に関連する情報の提供を積極

的に行っています。

◆熊本地震から復興に向かう活力を生み出すことを目的として、平成29年9月に熊本県信用保証協会と

協定を結び、起業・創業に意欲がある村民を対象に、創業時の相談や創業後半年間の経営相談支援、

起業・創業セミナー開催のほか、創業者が熊本県や同協会の経済的支援を受けられる体制も整備し、

起業・創業促進の取組を推進しています。

施策２ 雇用対策の充実及び起業・創業の支援 企画観光課

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

主な取組

●雇用の場が創出・拡大され、地域のにぎわいや地域経済が活性化されています。
●村で育った若者が、村を出ることなく、村で就職できる環境が整備されています。
●企業・人・資源・商品などの組み合わせや連携などによる、新たな産業の創出・集積が行われています。
●起業・創業者の安定的な経営が図られています。

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略 ●南阿蘇村復興むらづくり計画

指標項目 現状値 目標値 説 明

●起業者・創業者支援数
５件／年

（H26年度）
７件／年 会社設立等の支援を行った結果、起業・創業に至った件数です。

４年後（2020年）の成果指標・目標

政策の柱Ⅱ：活力／政策２：地域の活力を取り戻す商工業の振興
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◆地場産業の創出にも波及するような本村の地域特性に

マッチする企業の誘致を、国・熊本県のほか関係各所と

の連携により、継続して積極的に進めていきます。

◆交通アクセスの利便性のほかにも、高速通信網の整備や

遊休公共施設の提供など、誘致の環境づくりを進めます。

◆サテライトオフィス やリモートワーク など様々な

働き方改革による企業誘致を進めます。

●農商工連携による企業誘致の推進
●誘致に向けたPRツールの制作及び情報発信の強化による誘致活動の推進
●誘致環境の基盤整備（高速通信網、遊休公共施設・公有地の整備など）

◆本村は、阿蘇くまもと空港から30分、九州自動車道 益城熊本空港ICから40分の距離にあり、交通ア

クセスがよい立地であること、自然に恵まれた美しい景観を有する地であることをポイントに、「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」の施行とともに、本村の地域資源の活用をともなう企業誘致の活動

を推進しています。

施策３ 地域の雇用を生み出す企業誘致 企画観光課

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

主な取組

●誘致企業が増えています。
●誘致した企業と村の農業や商工業等との連携が図られています。
●企業誘致により地域に新たな産業や雇用の拡大などの活力が生まれています。

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略 ●南阿蘇村復興むらづくり計画

▲平成７年（1995年）に、本村に開業した
｢阿蘇ファームランド｣

指標項目 現状値 目標値 説 明

●企業誘致件数（累計） ― ２件

●企業立地による新規雇用数（累計） ― 10人

４年後（2020年）の成果指標・目標

適正な地域に計画的に企業を誘致することは、雇用の拡大や関連する新

しい地場企業の創出など、地域経済の活性化に大きな効果を及ぼします。

そのように誘致が実現した企業の件数です。

政策の柱Ⅱ：活力／政策２：地域の活力を取り戻す商工業の振興
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◆地域資源の掘り起こしやそれらを活用する体験プログラムやイベント実施の取組については、村全域

をフィールドと捉え、「ヒト・モノ・コト」を最大限に生かし、多様な主体が連携する仕組みを確立

するとともに、本村ならではの交流事業として展開し、継続して交流人口の拡大と経済効果の向上に

結びつけていきます。

◆特に、アウトドアのアクティビティ や環境学習をコンテンツとするエコ・ツーリズム 、農林業

と連携するグリーン・ツーリズムの取組には力を入れていきます。

◆熊本地震の遺産や地域の伝統文化・歴史、芸術・手仕事・音楽などの分野についても、新たな開発資

源として観光交流事業への活用を図ります。

◆阿蘇地域の市町村との広域連携を一層強化し、「世界農業遺産」「世界ジオパーク」の認定を活用し

た観光交流の取組を推進します。

●地域資源を活用する取組の強化 ●地域の食・食文化の魅力度向上事業
●グリーン・ツーリズム推進事業 ●アウトドア観光、エコ・ツーリズム推進事業
●教育観光の推進 ●村内における観光・物産イベントの拡充
●大学等との連携による観光開発 ●広域連携による観光事業の推進
●姉妹提携自治体との交流事業の強化

◆本村は、年間約600万人の観光客が来訪する観光地です。

しかし、近年、その数は減少の傾向にあり、熊本地震が

その現象に追い打ちをかけています。

◆優れた自然景観やその自然の恵みである食の魅力など質の

高い地域資源の観光資源へと変えていく体験プログラム化

や商品化が求められています。

◆阿蘇の「世界農業遺産」「世界ジオパーク」を核としたプ

ロモーション活動及び観光商品づくり、「世界文化遺産」

の登録に向けた取組などを阿蘇地域広域で連携して推進し

ています。

施策４ 地域資源を活用した魅力ある観光交流の推進
企画観光課・

農政課・教育委員会
・環境対策課

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

主な取組

●観光の入込客数・宿泊客数が増加しています。 ●観光消費額が増加しています。
●活用される地域資源が増えています。
●イベントや体験プログラム等の実施により、季節に関係なく交流人口が増えています。
●国内外の人・文化・物等の交流が積極的に行われています。
●本村の食・食文化の認知度の向上や食の魅力（ブランドイメージ）が確立しています。
●広域連携による観光商品が増えています。

▲みなみあそ村観光協会が主催する「免の石ト
レッキング」は、震災後も機転を利かせたPR
で人気のプログラム

政策の柱Ⅱ：活力／政策２：地域の活力を取り戻す商工業の振興
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施策４ 地域資源を活用した魅力ある観光交流の推進
企画観光課・

農政課・教育委員会
・環境対策課

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略 ●南阿蘇村復興むらづくり計画

●南阿蘇村景観条例 ●南阿蘇村景観計画

指標項目 現状値 目標値 説 明

●観光入込客数（年間）
3,028千人

(H28年)
5,036千人

本村に来訪する観光客の動向を測る基本となる指標で、熊本県が実施す

る「観光入込客数推計調査」における数値です。１年間に本村を訪れる観

光客について、宿泊客・日帰り客を足し合わせた数値です。外国人観光客

も含まれます。

●農畜産物及び加工品の販売額（年間） ― 11,700千円 本村の主要観光施設における農畜産物や加工品の販売額です。

●体験交流事業参加者数（年間）
200人/年

(H29年度)
400人/年

本村の多様な地域資源を活用し、多様な主体者が連携し実施する体験プ

ログラムやイベント等集客交流事業への参加者数です。

４年後（2020年）の成果指標・目標

▲農泊家庭での風景

▲｢そば道場｣でのそば打ち体験

政策の柱Ⅱ：活力／政策２：地域の活力を取り戻す商工業の振興
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◆村民一人ひとり“おもてなし”の心を持つような意識の醸成を促進する取組の実施とともに、村民が主

体となって取り組む滞在交流型活動を支援し、体験交流プログラムのプレイヤーやむら歩きガイドな

ど観光交流のシーンで活躍する人材の育成と増加に努めます。

◆観光協会の体制や機能の強化を図ることに加え、地域経営機能を有する観光交流事業の推進母体とな

る組織の構築に取り組みます。

●アウトドアアクティビティプログラム
のインストラクター
及びむら歩きガイド育成事業

●各種体験交流型プログラムのプレイ
ヤー育成事業

●地域経営組織構築基本構想の推進
●地域経営組織を担う人材の育成

及び確保

◆トレッキング ツアーや毎年恒例のアートイベント等、村民が活躍する滞在交流型の観光が推進され

ている中、そのような取組のさらなる活発化を目指して、村民が村の魅力を共有できる場や観光客に

対する“おもてなし”の意識を醸成する場づくり、観光交流の取組へ参画するきっかけとなる場づくり

などが必要とされています。

◆特に、「道の駅 あそ望の郷くぎの」に出店しているアウトドア・ブランドの(株)モンベルと連携する

アウトドア・アクティビティプログラム（トレッキングやキャンプ、沢登りなど）等のインストラク

ター（プレイヤー）、村内の集落を歩いて楽しませる“むら歩き”ガイド、熊本地震の記憶や教訓など

を伝える語り部的な人材の育成が求められています。

◆上記のような村民が主体の地域資源を生かした滞在交流型の取組を、地域内外のコーディネートや

マーケティングなどでサポートし、地域の“稼ぐ観光”を戦略的に牽引する地域経営組織の構築が必

要とされています。

施策５

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

主な取組

●アウトドアプログラムやむら歩きのガイド等、観光交流の取組に関わる団体や組織が増えており、
村民が主体となった集客交流事業が活発に実施されています。

●観光ガイドの組織が確立しています。
●“稼ぐ観光”の推進母体となるプラットフォーム（地域経営組織）が確立しています。

観光交流を推進する組織（地域経営組織）

の構築 と活躍する人材の育成
企画観光課

【「南阿蘇村地域経営組織」の役割と機能】

政策の柱Ⅱ：活力／政策２：地域の活力を取り戻す商工業の振興
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■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略 ●南阿蘇村復興むらづくり計画

指標項目 現状値 目標値 説 明

●体験交流プログラムのプレイヤーの数（累計）
10人

（H29年度）
20人

アウトドアプログラムのインストラクターをはじめとする、今後育成が行われる地

域資源を活用した体験交流プログラムのプレイヤーの数の累計です。地域に

愛着を持つ優れたプレイヤー＝《輝く村人》の増加は、交流人口の拡大とリ

ピーターの獲得といった成果をもたらします。

●むら歩きガイド及び熊本地震語り部の人数

　（累計）

５人

（H29年度）
5人

体験交流プログラムのプレイヤーとは別に、熊本地震の語り部も含む、むら歩

きを案内するガイド数の累計です。地域に愛着を持つ優れたガイド＝《輝く

村人》の増加は、交流人口の拡大とリピーターの獲得といった成果をもたらし

ます。

４年後（2020年）の成果指標・目標

施策５
観光交流を推進する組織（地域経営組織）

の構築と活躍する人材の育成
企画観光課

政策の柱Ⅱ：活力／政策２：地域の活力を取り戻す商工業の振興
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施策６ 外国人観光客の誘客と受入基盤の整備 企画観光課

■施策の目指す姿

●外国人観光客の宿泊数、入込数が増加しています。
●外国人観光客に対応できる人材、事業者が増えています。
●外国人観光客の滞在に不便がない観光基盤が整備されています。
●海外において、南阿蘇村の知名度が向上しています。

◆阿蘇地域における外国人宿泊数は年間30万人～40万人で推移している状況下、本村はその２割程度に

しか過ぎない低水準にあり、インバウンド市場を十分に取り込めているとは言えない状況です。

国が国策として訪日外国人の誘客を重点事業として推進していることをふまえ、今後は、関係機関と

の連携を図り、外国人観光客に対応した受入環境や受入体制の整備を進めていくことが必要とされて

います。

■施策の現状と課題

◆阿蘇地域のポテンシャルを踏まえて、“世界水準”の観光地として、外国人観光客も安心・快適な滞在

ができる環境を整備します。特に、外国人観光客がの日本滞在中に「最も困ったこと」の上位に常に

ランクする公衆無線LAN（Wi-Fi）の整備を推進します。併せて、同じように「最も困ったこと」の

上位にランクする観光関連事業者の外国人観光客に対するコミュニケーションスキルの強化について

もセミナーの開催など、学ぶ機会の拡充を行います。

◆国別での外国人観光客のニーズや受け入れに必要な知識を把握し、おもてなしや観光商品づくりに反

映させ、本村にどこの国の観光客が来訪しても喜んでもらい、記憶に残る滞在が提供できる環境や体

制を築きます。

■施策の推進方針

■関連する個別計画・条例等

●多言語サインの整備 ●多言語観光パンフレット・海外向けホームページ等の制作と情報発信
●外国人対応ガイド及びアウトドアプログラムインストラクターの育成
●観光関連事業者に向けた受け入れツールの制作（国別外国人対応マニュアルなど）

及び外国人観光客受け入れ研修の実施
●外国人観光客受け入れに向けた事業者、村民の啓発事業
●阿蘇地域広域で連携する誘客活動・情報発信の推進 ●Wi-Fi環境の整備

主な取組

●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略 ●南阿蘇村復興むらづくり計画

指標項目 現状値 目標値 説 明

●外国人宿泊客数
52千人

（H28年）
85千人 村内の宿泊施設に宿泊した外国人観光客の延べ宿泊数です。

４年後（2020年）の成果指標・目標

政策の柱Ⅱ：活力／政策２：地域の活力を取り戻す商工業の振興
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◆「南阿蘇村地域整備計画」に基づいて、継続して

「阿蘇の入り口《立野ターミナル》づくり」を推

進し、“水と風のターミナル（立野ダムを舞台と

する自然体験・環境 学習の拠点）”“人と情報の

ターミナル（阿蘇観光の情報発信拠点・駅機能の

利便性向上による観光拠点・避難施設やヘリポー

トの設置による防災拠点）”の２つの機能を備え

た交流拠点としての整備を行い、地域に新たなに

ぎわいの創出を目指します。

◆立野駅周辺のにぎわいの創出とともに、立野駅の

有人化を実現します。

◆立野地区は阿蘇地域へ入る国道と鉄道の玄関口にあたる交通の要所であり、防災強化の面からも立野

駅及びその周辺の整備は、重要な課題の１つでした。また、立野地区では、立野ダム建設事業が進め

られており、その進捗と連動した立野地区の一体的な整備を行うことで、人の流れを創り、村全体の

活性化に結びつけていくことを目的とし、「南阿蘇村地域整備計画｣を策定し、国・熊本県等をはじ

めとする関係機関と連携し、村民との協働による立野駅及び立野ダムの周辺整備事業が進められてい

ます。

◆本施策は、熊本地震後は、「南阿蘇村復興むらづくり計画」の中で、本村の基幹産業である観光の早

期の再生のに向けて、「復興に向けた重点施策」の「２．産業・経済・観光の再生－交流・地域拠点

の形成」のプロジェクトの１つに設定されています。

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

施策７ 立野駅・立野ダムの周辺整備
総務課・建設課・企画観光課

環境対策課・教育委員会

●立野駅が公共交通ターミナルとして充実し、有人化されています。
●立野ダム周辺整備により、新たな地域のにぎわいが生まれています。
●立野地区の交流人口が増加し、地域のにぎわいが生まれています。

●阿蘇圏域と熊本都市圏を結ぶターミナル機能の向上
●村と阿蘇地域の自然体験・環境学習の拠点としての整備
●立野地区の防災拠点としての整備 ●高齢者の活躍の場・新たな雇用の場の創出促進

主な取組

【「立野ターミナルづくり」の指針】

【出典】「南阿蘇村地域整備計画」

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村地域整備計画 ●立野駅及び立野ダム周辺整備計画

●南阿蘇村復興むらづくり計画 ●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略

政策の柱Ⅱ：活力／政策２：地域の活力を取り戻す商工業の振興
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◆本村を来訪する全ての観光客が安心して観光を楽しめるよう、観光施設のユニバーサルデザイン化を

拡充し、高齢者や障がい者等、できるだけ多くの人々が安心して観光や旅行を楽しむことができる環

境づくりを強化します。

◆阿蘇地域では、「阿蘇サイン計画」に基づき、阿蘇地域全体で統一したサインの整備を進めています。

本村においても、道路サインや観光案内板などの設置に関して、その取組を推進します。

◆目が不自由な人や外国人観光客の不自由をなくすために、観光案内所等へのタブレット端末を活用し

た音声案内やガイドの配置を促進します。

◆高齢者が人口の２割を超えており、少子高齢化が進行して

いる日本においては、今後、生活に障壁（バリア）を感じ

ないよう対応を必要とする人は、さらに多くなるものと考

えられます。このため、まずは、高齢者、そして、障がい

者、妊婦や子ども連れの人などに主な焦点を当て、観光地

においても、そうした人々が社会生活をしていく上でバリ

アとなるものを除去するとともに、新しいバリアを作らな

いことが必要とされています。

◆2020年に日本においてはオリンピックに加えパラリンピッ

クが開催されることにより、熱海や伊豆など首都圏周辺の

観光地では、積極的な観光施設や宿泊施設のバリアフリー

やユニバーサルデザイン化が進められています。本村にお

いても、白川水源をはじめとする主要な観光地、道の駅な

どの観光施設はそのような整備を推進しています。

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

施策８ 全ての来訪者に優しい観光基盤の整備 企画観光課

●高齢者や体の不自由な人、妊婦や小さい子ども連れのファミリーが不自由なく、安 心・安全、便
利に観光を楽しめる環境が整備されています。

▲南阿蘇白川水源駅に設置されているスロープ

●観光施設のユニバーサルデザイン化 ●主要観光施設のWi-Fi環境の整備
●広域的な観光情報の収集と提供

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村復興むらづくり計画 ●阿蘇サイン計画

政策の柱Ⅱ：活力／政策２：地域の活力を取り戻す商工業の振興

*
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◆これまで通り、阿蘇地域が一体となった都市圏における観光物産イベント等に参加し、阿蘇地域の市

町村と連携したPR活動を推進します。

◆消費者や観光客（来訪者）を対象とした本村の認知度や観光ニーズなどの調査・分析を定期的に実施

し、その結果をターゲットの絞り込みや観光商品づくりに生かします。

◆近年の高度情報化社会に対応すべく、SNS（※）などを活用したインターネットによる情報発信を強

化します。〈施策６〉の海外に向けた多言語による情報発信の取組も合わせて推進します。

◆プロモーション及びマーケティングの取組は、本政策の〈施策５〉の地域経営組織の構築と連動させ

て推進します。

◆阿蘇全体での広域的なPR活動により、｢阿蘇｣の

認知度の向上やブランドイメージの浸透を効率的

に実現できるため、阿蘇地域の市町村と連携する

PR活動を積極的に推進しています。特に熊本地

震以降は、その取組を強化しています。

◆観光パンフレットや観光協会のホームページなど

で村独自の観光情報の発信も活発に行われていま

す。また、道の駅などの交流拠点における情報発

信も推進していますが、今後は、観光客のプロ

フィール、観光客の本村に来訪する目的や認知

度、来訪経験度、満足度などを把握し、ターゲッ

トを絞り込むといったマーケティングに基づく、

戦略的かつ効果的なプロモーション活動が必要と

されています。

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

施策９ 観光プロモーション及びマーケティングの強化 企画観光課

●観光情報の発信が国内外に向けて広く発信されています。
●着地型旅行商品が開発され宿泊客が増加しています。
●観光の旬な情報が発信されています。
●ターゲットを絞った観光商品の売り込みができています。
●インターネットやSNSによる活発な情報発信が活発に行われています。

●広域連携による観光情報の発信 ●住民協働による観光プロモーション事業
●ICTを活用した情報発信の強化 ●観光振興に関わるマーケティング調査の実施
●マーケティングに基づくプロモーション計画・観光戦略の策定

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村復興むらづくり計画

▲本村の観光情報サイト。熊本地震以降は、
刻々と変化する村へのアクセス情報の発信を
活発に行っている

政策の柱Ⅱ：活力／政策２：地域の活力を取り戻す商工業の振興
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政策３ ともに学び合い育て合う、未来の人づくり

ふるさとを担い、
未来を開く子どもの育成

施策１ 生涯学習 の推進施策２

スポーツ・レクリエーションの推進施策３ 歴史文化遺産の
継承・保存・活用

施策４

芸術・文化活動の充実施策５

本村の時代の担い手である子どもたちが、大自然

の中で元気に育ち、個性豊かに生きる力を伸ばすこ

とができるよう学校教育や社会教育の環境の整備を

進めます。

深刻化する少子高齢化や急速なICT化及びグロー

バル化 など様々に変化していく社会状況の中で、

本村においても、村民一人ひとりが自己啓発に努め、

生涯、本村で豊かな生活を送ることができるように、

年代に応じた学習機会や役立つ情報の積極的な提供

を行います。

高齢者人口が増加していることや子どもの体力が

低下していることなどを踏まえて、年齢や体力に応

じたスポーツを楽しむ機会の充実を図ります。また、

熊本地震以降、地域コミュニティの再構築などが進

められている状況を踏まえて、地域のスポーツ団体

等を支援し、スポーツを通じて村民のふれあいの場

が広がり、健康で穏やかな暮らしを楽しむことがで

きる環境づくりを推進します。

本村には先人から私たちの代に大切に継承されて

きた神楽や遺跡などの有形・無形の文化財がありま

す。また、村民の暮らしに根ざしたたくさんの伝統

的な祭や生業から生まれた農村特有の農耕技術や手

仕事の技術なども存在しています。

それらの貴重な文化財や村固有の文化を次世代の

村民へ継承する取組を推進するとともに、《政策

２》の観光交流分野の施策と連携して、活用する活

動も展開していきます。

文化・芸術は、人々に楽しさ、喜び、感動を与え、

創造力を育て、心の安らぎと豊かな人間性を養いま

す。また、芸術・文化の振興は、住む人々が地域の

豊かさを感じ、誇りを持つことの重要な要素とも

なっています。

そこで、村民が主体的に芸術・文化を創造する活

動を支援し、関連団体の育成に取り組みます。

政策の柱Ⅱ：活力／政策３：ともに学び合い、育て合う未来の人づくり

*

*
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◆継続して、生きる力が備わった個性豊かな子どもたちを育

成するために、学校教育や社会教育の環境整備に努めると

ともに、ふるさとに愛着や誇りを有し、次世代に活躍する

人材の育成に取り組みます。

◆学校教育においては、地域の特性を生かした教育内容の充

実や教職員の指導力の向上に努め、“知・徳・体”の調和のと

れた子どもたちの育成に努めます。

◆学校施設の改修や快適な学習環境の整備を推進します。

◆関係各所が連携し、社会で子どもを育てる環境づくりと啓

発をより一層進めていきます。

◆学校教育は、未来を切り開く力を身につけた子どもの育成と、生涯にわたって学び続けていくための

基礎を築く役割を担っています。本村では学校は子どもたちが生きる力を育む場であると位置づけ、

創意工夫を凝らした特色ある教育活動を展開しながら、自ら考え、主体的に行動する子どもたちの育

成に取り組んでいます。

◆いじめ・不登校などの問題を未然に防ぐために、豊かで楽しい学校づくりの推進と、問題の早期解決

のための体制づくりを推進しています。

◆学校・家庭・地域がそれぞれの役割や責任を自覚し、連携・協力し、地域全体で子どもたちを育てる

環境づくりを行っています。

施策１

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

●子どもたちが楽しい学校生活を送っています。 ●子どもたちが心身ともに健やかに育っています。
●子どもたちの学力が着実に向上しています。 ●地域全体で子どもたちを育てる取組が行われています。
●学習支援事業の実施により、幅広い分野で子どもたちが活躍しています。

政策の柱Ⅱ：活力／政策３：ともに学び合い、育て合う未来の人づくり

ふるさとを担い、未来を開く
子どもの育成

教育委員会

●教育施設の整備・改修事業（学校給食センター改修、小学校施設の改修等） ●教職員の確保と充実
●学習環境の整備（ICTを活用する教育等整備） ●東海大学との交流・連携事業 ●学習支援の推進
●社会体育（部活）移行支援 ●放課後子ども教室の充実 ●子ども会活動の支援 ●親の学びの支援

主な取組

▲放課後も楽しく「放課後子ども教室」

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村子ども・子育て支援事業計画及び第２期次世代育成支援行動計画 ●南阿蘇村教育大綱

●南阿蘇村いじめ防止基本方針 ●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略

指標項目 現状値 目標値 説 明

●不登校児童の人数（年間） ― ０人

｢南阿蘇村いじめ防止基本方針｣に基づき、学校・家庭・行政・地域が連

携していじめ・不登校などの重要な問題に対し、早期対応、早期解決に努

めます。

４年後（2020年）の成果指標・目標
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◆継続した事業の展開を図るとともに、これまで以上に地域の特性を生かした推進体制の構築を図ります。

◆熊本地震で被災した地区においては、村民と行政の協働にて、生涯学習を通じて人と地域が復興に向

かう取組の推進を図ります。また、クラブ南阿蘇等の生涯学習支援団体との連携・支援を継続し、生

涯学習の取組が円滑に行われる環境を整備します。

◆各世代間の交流をさらに促進する取組について、特に地域の子どもたちとの交流の場づくりを、本政

策〈施策１〉とも連動して進めていきます。学校教育の自然体験やボランティア活動などの場におい

て、地域の高齢者や若者が講師として活躍できるような人材育成の仕組みづくりを推進します。

◆生涯学習は、地域への思いを育み、地域の未来を考える

人づくりの面においても、重要な役割を有しています。

このため、本村では、多くの村民が生涯学習に取り組む

ことができるよう、村民のニーズの把握や社会教育関連

団体の活動の支援を行い、生涯学習の推進体制の整備を

図っています。

◆地域の特色を生かした講座や教室を開催し、世代間の交

流についても取り組んでいます。

◆生涯学習や地域コミュニティの場である公民館等が損壊

した地区については、復興基金等を活用して、施設の早

期の復旧及び活動の早期の再開を目指しています。

施策２

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

●生涯学習講座のプログラムが増え、学びの機会が増加しています。
●生涯学習の学びが、家庭や地域での活動や生活に生かされています。
●生涯学習の学びが、他の人の学びに生かされています。

生涯学習の推進 教育委員会

●高齢者学級の開催 ●生涯学習講座の実施 ●クラブ南阿蘇との連携及び支援

主な取組

▲毎回大人気の「高齢者学級」

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村高齢者福祉計画 ●第７期南阿蘇村介護保険事業計画

●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略

指標項目 現状値 目標値 説 明

●「高齢者学級」の年間参加者増加率
30％／年

（H28年度）
80％／年

高齢者を対象に、生きがいづくりとなる学習機会を提供するとともに、その学

習成果や豊富な社会経験を地域に生かす契機とすることを目的として開催

する講座です。

４年後（2020年）の成果指標・目標

政策の柱Ⅱ：活力／政策３：ともに学び合い、育て合う未来の人づくり
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◆長寿社会を迎え、村民の一人ひとりが生涯にわたって生きがいをもち、村の暮らしに豊かで充実した

喜びを見いだし、スポーツを通じて村民同士の交流の場が広がり、健やかな生活ができるよう、体育

館やグラウンド等の社会体育施設の環境整備を図ります。

◆また、スポーツ大会やスポーツ教室の開催や、関係団体の開催支援を継続し、子どもから高齢者まで、

生涯にわたりスポーツに親しむ機会を創ります。

◆誰でも気軽に始めることができる新しいスポーツの紹介や豊かな自然を生かしたスポーツ・レクリ

エーション活動を推進します。

◆スポーツ・レクリエーションの推進は、村民の心

と体の健康づくりや余暇活動の充実、村民相互の

交流促進にもつながることから、村民球技大会を

はじめとするスポーツイベントや、村内の運動施

設を活用したスポーツ教室が開催されており、村

民の多くがスポーツ活動に親しんでいます。

◆熊本地震で被災した施設の復旧を進めながら、施

設の早急な機能回復に努めています。

施策３

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

●村民球技大会の参加者が増加しています。
●スポーツを楽しむ人が多くなっています。
●スポーツ参加により、住民の健康・体力づくりが図られています。

スポーツ・レクリエーションの推進
教育委員会
健康推進課

●体育施設の改修 ●南阿蘇村体育協会及びクラブ南阿蘇との取組の連携及び支援
●「福祉運動会」の開催

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略 ●南阿蘇村復興むらづくり計画

●南阿蘇村高齢者福祉計画 ●第７期南阿蘇村介護保険事業計画

▲｢クラブ南阿蘇｣が主催する３Ｂ体操や太極拳教室

政策の柱Ⅱ：活力／政策３：ともに学び合い、育て合う未来の人づくり
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◆本村にて形成された貴重な文化財や村固有の文化を、次世代の村民へ引き継いでいくことは、今を生

きる私たちに課せられた責務です。私たちは、これらの価値を再認識して、この貴重な文化財を後世

に引き継ぐために、一層の修理・整備及び活用を図ります。

◆子どもたちのふるさとへの愛着を醸成する目的で、「歴史民俗資料館」を積極的に活用するとともに、

歴史文化遺産の継承について、地域や学校と連携して取り組んでいきます。

◆本村には、「柏木谷遺跡」「十六羅漢窟」といった史

跡のほか、「南阿蘇村祇園の岩戸神楽」「長野の岩戸

神楽」「阿蘇五岳太鼓」などの伝統芸能など、有形・

無形の国や県の指定を受けている文化財が多数存在し

ます。しかし、少子高齢化の厳しい社会情勢の中で、

これらの文化財を次世代に継承していくことが資金的

にも人的にも困難になりつつあります。

そこで、これらの貴重な歴史文化遺産を村民共有の財

産として、継承団体、所有者等と連携をとりながら、

適切な保存と活用を行っています。

施策４

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

●文化財が適切に保存されています。
●地域の文化財に興味を持つ人が増えています。
●文化財が地域資源として活用されています。

歴史・文化遺産の保存・活用・継承 教育委員会

●文化財保護事業 ●文化財・伝統文化記録保存事業 ●文化財講座の開催（文化を知る講座）
●文化財・史跡表示板等の整備

主な取組

■関連する個別計画・条例等

▲国選択無形民俗文化財「長野岩戸神楽」

●南阿蘇村復興むらづくり計画

政策の柱Ⅱ：活力／政策３：ともに学び合い、育て合う未来の人づくり
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◆村民の芸術・文化活動を支援し、村民の芸術・文化レ

ベルの向上を図るとともに、村民が多様な優れた芸術

や文化に親しむ機会を創出し、子どもから高齢者まで、

より多くの人が芸術や文化に親しみ、享受できる取組

を継続して推進します。

◆芸術・文化を通じた国際交流の取組も推進します。

◆郷土の偉人や縁のある文人等の功績を掘り起こし、

郷土の誇りとして次世代に語り継ぐことにも努めます。

◆村民が主体の文化・芸術活動について、支援に努めます。

◆「南阿蘇村文化祭」は、村民の文化創造活動の成果発

表の場として定着しており、本村の芸術・文化の振興

に大きく貢献しています。しかし、その一方で、新た

な参加者の確保など裾野を広げる取組やレベルアップ

の取組が望まれています。

◆村民の自主芸術・文化活動については、村民のニーズ

を把握した上で、幅広い分野の活動の支援を行ってい

ますが、入場者の増加につなげることが課題となって

います。

施策５

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

●文化活動をしている村民が増えています。
●芸術・文化に触れる機会が増えています。

芸術・文化活動の充実 教育委員会

●「南阿蘇村文化協会」の活動支援 ●文化芸術招聘事業 ●文化芸術イベント実施の支援
●南阿蘇村きらめく地域づくり支援事業

主な取組

■関連する個別計画・条例等

▲毎年11月に開催される「南阿蘇村文化祭」

●南阿蘇村復興むらづくり計画

▲油絵教室

政策の柱Ⅱ：活力／政策３：ともに学び合い、育て合う未来の人づくり
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政策４ 信頼と連携で力を合わせるむらづくり

地域コミュニティによる
むらづくり

施策１ 移住・定住の促進施策２

活力あるむらづくりのためには、自治区等の地

域コミュニティがそれぞれに活性化していくこと

が必要です。各地域が活性化することは、村全体

の活性化につながっていきます。

地域の自然や文化を魅力的で個性のある地域資

源として磨き上げる過程で、村民同士が協力し合

いながら創意工夫をする取組を支援し、地域の知

恵や力を結集した活力ある地域づくりを進めてい

きます。

国全体の人口が減少している中、集落機能の維持

が困難になりつつある地域を抱えた多くの自治体が

人口減少対策を実施しています。本村も人口減少は

喫緊の課題となっています。その一方で、団塊世代

の大量退職や日本人のライフスタイルの多様化など

が影響し、就農を希望する都市住民が現れたりなど、

農山村移住に関する新しい需要が生まれている状況

があります。

そこで、本村の人口増加対策の大きな柱として、

移住・定住・交流の取組を積極的に推進します。

しかしながら、移住・定住の政策は、自治体間で

移住・定住者の獲得合戦の様相を呈していることか

ら、移住・定住希望者に“選んでもらえる地域“とす

るために、本村のブランド力を向上していく取組を

推進する必要があります。また、本村が移住・定住

を望む人物像の設定も行い、併せて、移住・定住者

が本村の活力を向上する取組に参加しやすい環境づ

くりにも取り組みます。

政策の柱Ⅱ：活力／政策４：信頼と連携で力を合わせるむらづくり
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◆村民一人ひとりが地域づくりの当事者として、自ら地域課題などの地域の状況を把握し、その解決

に向けた取組に参画するといった、村民の地域コミュニティ意識の向上を図る取組を推進します。

併せて、地区住民や各種団体の地域づくり活動への参画を促します。

◆自治会、NPOなど地域づくりに関わる団体の活動を支援するとともに、各団体相互の連携促進を図

り、村民主体の地域づくりを促進します。

◆地域コミュニティの活拠点となる施設の整備や自治会主体のコミュニティ活動を支援します。

◆熊本地震後の地域コミュニティの再生について、地区住民の住宅再建後の活動がスムーズに行われ

るように、「復興むらづくり計画」に沿って各種支援を行います。

◆人口減少化社会で地域の機能維持が困難になりつつある現在、住民自らが主体的に地域づくりに参

画することが求められています。本村では、「現行総合計画」策定時のアンケート調査（平成26年

度実施）において、「村民の声が行政に届き、協力し合うむらづくり活動」の重要性について“今後、

重要”と回答した人は60％を超えており、村民の多くが村民がむらづくり活動に参加することを重要

視している状況です。

◆各地区では、公民館や集会所を拠点として、地区の活性化について活発な活動が行われていますが、

熊本地震後、その拠点施設の損壊や転居を余儀なくされた地区民も多いことから、地域コミュニ

ティの機能が低下している地区もあります。それらの地区については、県と村で設置したボラン

ティア団体による支援で地域コミュニティ維持の取組を推進しています。

施策１

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

●各地区、または地域で住民が企画したイベントが行われています。
●地域のひと・ものが地域資源として生かされています。
●一区１取組が行われています。

政策の柱Ⅱ：活力／政策４：信頼と連携で力を合わせるむらづくり

地域コミュニティによるむらづくり 企画観光課

●「きらめく地域づくり支援事業」の利活用促進

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略 ●南阿蘇村復興むらづくり計画

指標項目 現状値 目標値 説 明

●「きらめく地域づくり支援事業」活用団体数

　（年間）

18団体

（H29年度）
22団体

「きらめく地域づくり支援事業」とは、村民の皆さんが自ら考え実践する地域

づくりを強化する目的で、地域の発展に資する地域活性化事業に対して、

予算の範囲内において補助金を交付し、進めていく事業です。

４年後（2020年）の成果指標・目標
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◆本村の人口減少に対し、地域の担い手の確保、地域社

会や産業の活性化を図るため、以下の取組を推進し、

国・熊本県と連携しながら移住・定住者を獲得する取

組を推進しています。

◎移住・定住希望者へ向けたパンフレットの制作及び配付

◎「南阿蘇村移住・定住支援センター｣の開設

◎「空き家バンク」の開設

◎「移住・定住フェア」などのイベントへの出展

◎移住・定住モニターツアーやお試し暮らし体験の実施

◎移住・定住者向け住宅の整備

◎移住・定住者への移住・定住にあたっての支援

（空き家の改修費等）

◆本村の「熊本都市圏から１時間という立地」と「恵ま

れた自然環境」という条件に移住・定住の地として希

望者は多い中、空き家の所有者からの空き家の提供が

課題となっています。

◆本村の人口減少の流れに歯止めをかけるとともに、人口減少にともなう影響を少なくするために、

引き続き本村への移住・定住者の誘致活動を積極的に行い、地域の活力の維持増進を図ります。

◆様々な分野における人材不足の課題対策として、地域の活力増進に資する多様な人材の確保を推進

します。

◆移住・定住希望者のニーズに対応した情報の提供と、本村の住環境の積極的なPRを行います。

◆「誰もが住みたい 住み続けたい村」として、関係機関の連携を図り、子育て・教育・福祉・医療な

どの施策の充実と周知を行います。

◆村民の移住・定住促進施策の理解を深め、村民と行政の協働による受入環境づくりを推進します。

◆不動産事業者との連携を図り、空き家・空き地バンクの充実に取り組みます。

施策２

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

●若い年齢層の移住者が増えています。
●移住者の定着率が高まっています。
●地区活動を担う移住者が増えています。
●農林業や観光など村の産業に従事する移住者が増えています。

移住・定住の促進 企画観光課

●「南阿蘇村移住定住支援センター」による移住・定住促進事業の推進
●地域環境・教育環境整備の充実と推進 ●子育て支援事業の充実と推進
●健康長寿支援事業の充実と推進 ●「空き家バンク｣｢空き地バンク｣の運営・管理
●空き家改修の支援 ●体験イベント・ツアーの実施

主な取組

▲本村の「空き家バンク制度」の仕組み

政策の柱Ⅱ：活力／政策４：信頼と連携で力を合わせるむらづくり
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■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略 ●南阿蘇村復興むらづくり計画

▲本村WEBサイトの中にある｢空き家バンク｣のページ

▲東京における本村も参加の
阿蘇地域が連携する
移住・定住相談会のチラシ

指標項目 現状値 目標値 説 明

●移住・定住者数（年間）
13人／年

（H29年度）
43人／年

｢南阿蘇移住定住支援センター｣を利用し、本村に住民票を移し、移住・

定住が完了した人たちの人数です。

●「空き家バンク」の空き家登録件数（年間）
17件／年

（H29年度）
23件／年 「空き家バンク」にて情報提供を行っている物件の数です。

●空き家改修支援件数（年間）
14件／年

（H29年度）
20件／年 移住・定住者の住まいとなる空き家の改修費用を補助した件数です。

４年後（2020年）の成果指標・目標

施策２ 移住・定住の促進 企画観光課

政策の柱Ⅱ：活力／政策４：信頼と連携で力を合わせるむらづくり
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政策の柱

Ⅲ

全ての世代が安心・安全を感じ、
生き生きと自分らしく暮らせる環境を創る！

暮 ら し
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目指すところ

政策の柱Ⅲ：暮らし

人口減少や少子高齢化社会に対応するとともに、日々の暮らしの中で、村民一人ひとりが気

遣うこと、地域ぐるみで取り組むことを明らかにし、困りごとを未然に防ぐ体制の構築を目指

し、村民の誰もが健やかに、住み慣れた地域の中で、安全に、かつ安心に暮らしていける村の

実現を目指します。

◎万が一、再び大きな災害が起きたとしても、一人の命も失わないことを目指して、熊本地震で得られ

た教訓を踏まえ、自然災害についてハード・ソフトの両面で備え続けます。

◎防災・避難のため、そして、村内外の交流が活性化する手段の一つとして、道路網の整備や情報発信

の強化に取り組みます。

◎希望する子どもの数を、安心して産み育てられる村を目指します。夫婦の仕事と子育ての両立や、妊

婦の産前・産後の心と体のケア、育児に対し、周囲や地域が寄り添う体制を築きます。

◎村民の誰もが人生の最後まで、心と体が元気に楽しく健やかに暮らせるよう、村民の一人ひとりが健

康づくりに気遣い、村の健康寿命 を伸ばす取組を拡充すると同時に、病気やケガに備えて、また、

高齢社会に対応可能なしっかりとした医療サービスの提供体制を確保します。

◎性別や年齢、国籍、障害の有無に関わらず、多様な個性が理解し合い、つながり、ともに暮らす環境

を整備することで、“多様で豊かな村”の構築を実現します。

◎社会経済の情勢や村民のニーズ等に的確に対応しながら、《基本構想》に掲げる〈村の将来像〉の実

現を目指し、健全な行政運営に取り組みます。

*
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それぞれの役割

村民・
地域

○互いが快適に暮らすことができるように、“つながり”がある隣近所、地区づくりを心

がけます。日々のあいさつの実施や、小さいお子さんやお年寄り、障がい者がいる家

庭について、近所や地区ぐるみで状況を理解し、助け合う環境をつくります。

○安全・安心な暮らしを確保する活動に村民総ぐるみで取り組むために、自治会や消防

団、子ども会などに参加します。

○熊本地震の記憶と全国からの支援を忘れずに、熊本地震での経験や教訓を伝え続けて

いき、防災・避難訓練には積極的に参加します。

○妊婦検診、乳幼児検診、各種がん検診など、村が奨励する検診を受診します。

事業者
・団体
など

○自然災害等からの被害を最小限に食い止めるために、行政や関係各所と連携しながら、

防災訓練や避難訓練を協働で実施します。

○子育てや介護など、スタッフや関わる人々の家庭環境に配慮し、家庭と仕事が両立で

きる職場づくりに努めます。

○行政や関係各所と連携しながら、医療や福祉に関わる取組を協働します。

○村の一員としての自覚を持ち、ボランティア活動などむらづくり活動に積極的に関わ

ります。

行 政

○防災・減災対策の取組について、「復興むらづくり計画」に沿って、国・熊本県・他

自治体と連携を図りながら、ハード・ソフト事業の両面で着実に進めていきます。

○医療や福祉、人権に関わる取組について、関係各所との連携の強化を図りながら、村

民の誰もが安心して幸せに暮らすことができるむらづくりに、積極的に取り組みます。

○村民の誰もが自分らしい暮らしを楽しむことができ、「村民一人ひとりが主役」とな

る村を構築することを目指し、開かれた村政をさらに推進するととともに、村民が自

身の住まい地域の個性や魅力を自力で高め、伸ばしていけるような自治の仕組みづく

りを支援・協働していきます。

○地方自治体にも“自主自立”の地域づくりが求められている昨今、村民の暮らしの満足

度の向上を第一に、生産性、効率性を高め、また、評価の視点を重視した行財政運営

を進めていきます。

政策の柱Ⅲ：暮らし
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政策１ 安心・安全で幸せを感じるむらづくり

防災・防犯対策の充実施策１ 交通安全・防犯体制の充実施策２

熊本地震の記憶を風化させることなく、次世代や

他の地域にその教訓を伝えていくことを念頭に、

「復興むらづくり計画」に沿って、村が一体となっ

た防災・減災対策の取組を推進していきます。

交通安全や防犯に対して、村民一人ひとりが当事

者意識を持ち、地域ぐるみの活動が展開される安

全・安心な村を目指します。また、悪質商法や特殊

詐欺 等について、被害を未然に防止し、村民の

消費生活の安全を守るために、情報提供や意識啓発

の取組を拡充します。

出会いと結婚支援の充実施策３

若者が結婚して本村に定住することは、〈村の将

来像〉の実現の重要なポイントとなります。このた

め、本村の若者たちが出会い、知り合える機会をつ

くり、その場への参加を促す取組を進め、大人たち

が若者の出会いや結婚をサポートする体制を構築し

ます。

こうのとり支援と出産支援の充実施策４

夫婦が希望する子どもを安心して産むことができ

る村を目指します。一人目のみならず、先に生まれ

た子どもたちを育てながらでも、二人目・三人目も

安心して、ゆとりをもって出産できる環境づくりを

進めます。

子育て支援の充実施策５ 生涯を通じた健康づくりの推進施策６

子どもの先の見通しを持つことで、安心して子育

てができるように支援します。また、愛情いっぱい

の子育てにつながる体制や環境づくりを目指します。

“健康寿命”の延伸に向けて、全ての村民において、

自身の体に対する意識を高め、健康づくりの実践へ

の活動をサポートする医療・保健の取組を推進しま

す。

高齢者が安心して暮らせる
環境づくり

施策７ 障がい者がいきいき
暮らせる環境づくり

施策８

村内の全ての高齢者について、人間性を尊重し、

住み慣れた地域社会の中で安心して暮らしていける

よう、保健・医療・介護・福祉が一体となった「地

域包括ケアシステム」を推進します。

平成25年（2013年）に「障害者総合支援法」、

平成28年（2016年）に「障害者虐待防止法」が国

において施行され、障がいの有無にかかわらず、相

互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会づ

くりが進められており、本村においても、障がい者

が必要なサービスを受けながら、望む場所で生活が

できるように、積極的に支援に取り組んでいます。

人権尊重のむらづくり施策９

差別のない社会や男性も女性もいきいきと活動で

きる男女共同参画社会 を実現するために、本村全

体の人権意識を向上させ、あらゆる分野で人権が尊

重され、村民の誰もが個性と能力を発揮することが

できるむらづくりを推進します。

相互扶助による
地域づくりの推進

施策10

社会的つながりが希薄化している現代社会におい

て、村民の一人ひとりが自分らしく幸せな生活を送

るために、また、災害などいざというときに、地域

で互いに支え合い、助け合っていくために、自助・

共助・公助の役割分担を考慮しながら、全ての村民

が住み慣れた地域で安全・安心に暮らしていけるむ

らづくりを推進します。

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策１：安心・安全で幸せを感じるむらづくり
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*
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◆水害や土砂災害を未然に防ぐため、災害を引き起こ

す要因となる無秩序な開発、農地・森林等の荒廃を

防ぐなど、村土の保全事業を関係各所と連携して取

り組んでいます。

◆深夜に災害が予測される際は、より安全な避難行動

のために、明るい時間での早めの予防的避難を推進

しています。

◆本村の消防団は、１本部18分団、団員数558人（平

成30年１月時点）です。熊本地震の際は、主要道路

が分断され、外部の救助機関等の到着に時間を要し

たため、消防団のみで救助活動を開始し、倒壊家屋

からの住民の救助、安否不明者の情報収集や被害状

況の確認、避難路の土砂撤去作業、給水活動、支

援物資の搬入支援、不審者警戒のための巡回等を迅

速に実施し、「自助」「共助」の理念に基づいた行

動を精力的に行いました。

◆少子高齢化・人口減少の影響で、団員の確保が厳し

くなりつつありますが、消防力向上のため、機能別

団員や女性団員の入団促進にも力を入れています。

◆熊本地震以降は、「復興むらづくり計画」に沿って

「自助」「共助」の理念に基づく取組の強化を図っ

ています。

◆「復興むらづくり計画」に沿って、消防団の強化、公民館・集会所の防災機能の向上、避難路の整

備、避難場所の機能向上、備蓄倉庫の設置等の取組に努めます。

◆村民の防災意識を高めていく取組についても、「復興むらづくり計画」に沿って、各家庭における

食糧備蓄や予防的避難等の普及・定着、地域の防災リーダーの育成や学校における防災教育の強化、

情報伝達・警戒体制の整備などを推進します。これらの取組は、《Ⅱ.活力ー政策４：信頼と連携で

力を合わせるむらづくり－施策１：地域コミュニティによるむらづくり》と連動して推進します。

◆熊本地震における教訓を後世に伝えるとともに、将来における災害発生に備えるために、充実した

防災・減災対策を推進します。

施策１

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

●消防団員が増加し、装備・技術力も強化され消防力が向上しています。
●自主防災組織を中心に、「自助」「共助」がしっかりした、災害に強い地域が形成されています。
●機能的で快適な避難所の整備ができています。
●防災知識を持った若者を育成することで、“災害に強い村”が形成されています。

防災・減災対策の充実
総務課

教育委員会

▲消防団の出初式

▲自主防災訓練の風景

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策１：安心・安全で幸せを感じるむらづくり
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施策１ 防災・減災対策の充実
総務課

教育委員会

●消防団の強化 ●避難所の確保と整備 ●早めの避難の呼びかけ強化（予防的避難の強化）
●安否確認の体制づくり ●学校における防災教育の強化 ●自主防災組織設立の支援・啓発
●自主防災組織における防災訓練の支援・強化 ●災害用物資・資機材備蓄の強化

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村復興むらづくり計画 ●南阿蘇村教育大綱 ●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略

指標項目 現状値 目標値 説 明

●消防団員数
558人

（H29年度）
570人

火災や災害の発生時に、迅速に消防活動が行われ、被害を最小限に食い

止めるために、消防団員の確保に努め、技術の向上を図り、成果の向上を

目指します。

●災害・火災による死亡者数
0人

（H29年度）
０人

災害及び火災による人的被害による状況を見る指標で、村及び消防本部

調べによる災害・火災による死亡者数です。

●学校における防災に関する学習会

　・防災訓練の実施回数

１回

（H29年度）
１回

子どもの頃から地域における防災意識を高め、災害に対する備えに関する

知識や行動の習得を目指します。

●防災対策に関する村民の安心度
34.8％

（H26年度）
70%

「自助」「共助」「公助」の取組が村民に浸透しており、いざというときに安心・

安全に避難できることに対する村民の気持ちの割合です。

●自主防災組織の組織率
87.9％

（H29年度）
100%

災害から助かるために、近所同士の助け合い（共助）を素早く行うための

組織の設置率です。

４年後（2020年）の成果指標・目標

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策１：安心・安全で幸せを感じるむらづくり
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◆本村では、関係各機関と連携し、防犯・地域安全活動を展開しています。しかし、村民それぞれのラ

イフスタイルの変化、多様化、コミュニティ意識の希薄化等により、地域の犯罪防止機能の低下が懸

念されています。

◆防犯パトロール隊や交通指導員をはじめとする各種組織の活動を支援するとともに、防犯灯のLED化

やカーブミラーなどの交通安全設備の設置など、交通安全・防犯の環境の整備・改善に関する取組を

推進しています。

◆交通事故を未然に防ぐために、安全な道路の環境づくりや村民の交通安全意識の向上の取組を推進し

ており、平成28年以降は村内における交通事故発生件数や負傷者数が大幅に減少しています。

しかし、熊本地震以降、復旧・復興作業工事に従事する大型車両の通行量が増加しており、子どもや

高齢者に対する交通安全対策が求められています。

◆交通指導員・警察・交通安全協会等と連携しながら、地域ぐ

るみでの交通安全意識の向上を図るため、街頭指導や交通安

全教室等の交通安全啓発活動の強化するとともに、カーブミ

ラーやガードレールなど交通安全設備について整備の強化を

図ります。

◆「生活安全条例」に基づき、防犯灯のLED化等防犯設備の整

備するとともに、防災の取組同様、「自助」「共助」の理念

に基づいた自主的な防犯活動を行う「防犯パトロール隊」な

どの活動を、継続して支援します。

◆｢暴力団排除条例｣などに基づき、暴力団への資金流入封圧を

図るとともに、暴力団 などによる行政機関への不当要求に対

し、警察などと協力して適正な対応を行うための体制づくり

に取り組みます。

施策２

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

●村内での交通事故発生件数が減少しています。
●LED防犯灯 の設置数が増加しています。
●犯罪発生の抑止率が高くなっています。

交通安全・防犯対策の充実 総務課

【村内における年間の交通事故発生状況】

▲地域安全運動出発式の風景

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策１：安心・安全で幸せを感じるむらづくり

*
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施策２ 交通安全・防犯対策の充実 総務課

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村復興むらづくり計画 ●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略

●南阿蘇村生活安全条例

●交通安全教室の開催（高齢者交通安全教室・出前交通安全教室など）
●交通安全施設・設備の設置・改修 ●防犯灯の改修・新設（LED化の推進）
●防犯パトロール隊・交通指導員の活動支援

主な取組

指標項目 現状値 目標値 説 明

●交通事故件数（年間）
17件／年

（H29年度）
10件／年

熊本県警察本部調べの数値です。平成28年及び平成29年に大幅に減

少となった年間の交通事故の発生件数を、村民の意識向上や関係各所が

連携する取組において、死者数や負傷者数の減少とともに、より一層の減

少を目指します。

●犯罪発生件数（年間）
46件／年

（H28年度）
20件／年

熊本県警察本部調べの数値です。平成27年は22件、平成28年は熊本

地震の影響もあって46件と倍以上に増加しており、地域ぐるみの防犯体制

整備の強化が求められています。

●LED防犯灯設置率
60％

（H29年度）
100%

LED防犯灯は、従来の蛍光灯のものと比べてエネルギー効率と耐久性に優

れ、省エネと維持管理経費の削減に効果があります。また、地球温暖化防

止策の一つともされていることから、村内の防犯灯のLED化を進めています。

４年後（2020年）の成果指標・目標

▲交通安全キャンペーン

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策１：安心・安全で幸せを感じるむらづくり
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施策３ 出会いと結婚の支援の充実
住民福祉課・企画観光課

健康推進課・総務課

■施策の目指す姿

●南阿蘇村在住・在勤の結婚を望む未婚の男女が結婚し、南阿蘇村に定住する率が向上しています。

◆現代の若者は、趣味など自身の自由な行動を好み、金銭的に

束縛されることを嫌う傾向があるため、全国的に未婚率が上

昇し、晩婚化が進んでいます。また、若年層の収入の低下も

結婚への障害となっています。

◆若者が結婚することの素晴らしさを認識し、将来のむらづく

りにつなげるために、出会い、知り合うことができる場と機

会の手段として、平成26年（2014年）より婚活イベントを

開催しています。このイベントは、第１回開催時より応募数

とカップル誕生率の高さが話題となっています。

■施策の現状と課題

▲婚活イベント「山コン」開催風景

■施策の推進方針

◆セミナーなどの開催により、若者の自己啓発の助長や社会性の増長を図り、結婚に対する意識や考え

方を社会のつながりの中で見出すことができる機会の創出を図ります。

◆結婚に対する個人の意志を尊重しながら、出会いの場の提供や結婚を希望する独身男女の相談の場づ

くりなどのサポートに努めます。

◆結婚しても住みやすい環境づくりや若い世代の経済的負担の軽減となる取組を推進します。

●結婚に関するセミナー開催等意識醸成の場の創出 ●婚活イベント等出会いの場の創出
●結婚に関する不安や悩み等の相談の場づくり ●結婚及び結婚後の生活に関する支援

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略

指標項目 現状値 目標値 説 明

●独身男女の結婚相談（交際発展率）
30％

（H29年度）
35%

「結婚相談」「お見合い」「交流会」などを実施しており、結婚相談者に対す

る「成婚」に向けたサポート活動が日々行われています。

４年後（2020年）の成果指標・目標

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策１：安心・安全で幸せを感じるむらづくり
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施策４ こうのとり支援と出産支援の充実
住民福祉課

健康推進課・総務課

■施策の目指す姿

●子どもを望む夫婦が、希望する子どもを安心して産むことできる環境が整備されています。
●妊娠にかかる経済的負担が軽減されています。
●妊婦とそのパートナー（夫）に対して、地域ぐるみで応援・協力できる体制が構築されています。

◆平成24年（2012年）８月に、国による「子ども・子育て支

援法」をはじめとする子ども・子育て関連３法 が施行され

たのを受けて、本村においても平成27年（2015年）3月に

「南阿蘇村 子ども・子育て支援事業計画及び次世代育成行動

計画」を策定し、出産から子育てまでの支援施策を推進して

います。

◆妊娠・出産に関しては、役場の健康推進課にて子どもを望む

夫婦や妊婦の相談に対応し、また、子どものいない夫婦の不

妊・不育治療の医療費負担を軽減を目的とした「こうのとり

支援事業」を実施しています。女性が安心して妊娠・出産で

きるよう妊婦健診の助成を行っています。

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

◆「南阿蘇村 子ども・子育て支援事業計画及び次世代育成行動計画」に沿った施策を継続推進します。

子どもを希望する夫婦に、妊娠・出産に関する正しい知識の普及や健康面・経済的支援に関する行政

のサポート体制伝達等の取組を強化し、妊娠・出産の環境づくりを進めていきます。

●妊娠・出産に関する相談事業の充実 ●妊婦健診助成事業
●こうのとり支援事業（不妊不育助成事業） ●早産予防事業（妊婦の歯周病検査支援など）
●「すこやか赤ちゃん出産祝い金支給制度」の実施

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村 子ども・子育て支援事業計画及び第2期次世代育成行動計画

●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略 ●南阿蘇村復興むらづくり計画

指標項目 現状値 目標値 説 明

●合計特殊出生率
1.34人

（H28年度）
1.48人

15歳～49歳までの女性の年齢別出生率を合計した数値で、一人の女性

が一生の間に出産する子どもの平均数という定義です。

●「すこやか赤ちゃん出産祝い金」支給件数（年間）
52件

（H28年度）
50件

明日の南阿蘇村を担う新生児のすこやかな成長を願うとともに、その出産を

祝うことを目的としているお祝い金です。

４年後（2020年）の成果指標・目標

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策１：安心・安全で幸せを感じるむらづくり

*
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施策５ 子育て支援の充実
住民福祉課

健康推進課・総務課

◆妊娠・出産の支援同様、「南阿蘇村 子ども・子育て支援事業計画及び次世代育成行動計画」の基本理

念「子どもが安心して、楽しく、豊かに暮らせる村」を念頭に、以下の４つの重点施策の取組を推進

しています。

◎子どもの健やかな成長への支援

◎特定教育・保育施設給付及び地域子育て支援事業の充実

◎子育て家庭への経済的な支援

◎地域全体での子育て支援の充実

◆女性の社会進出の増加等により、保育や子育て施策に対するニーズも多様化し、その要望に応えられ

るサービスの提供や人材確保も含めた支援体制の充実が求められています。

◆本村は、平成20年度の１歳半健診でのむし歯有病者率が県内ワースト２位であり、一人平均のむし歯

本数がワースト１位でした。このため、１歳児を対象に｢歯っぴい健診｣を開始し、平成27年度にはむ

し歯有病者率は県内20位、一人平均のむし歯本数は県内31位と改善傾向にあります。今後も、乳幼児

の歯を守っていく取組を継続していく必要があります。

◆３歳児健診の際に眼科の精密検査が必要な子どもを対象に｢眼科精密検査受診券｣を発行していますが、

受診率は２～３割と低い状況です。斜視や遠視などにより視力が正常に育たない弱視は、早期発見・

早期治療を行うことで視力回復が望めることから、医療体制につながるように周知の徹底を行うこと

が必要とされています。

■施策の目指す姿

●子育て支援サービスが充実しており、子どもを地域ぐるみで安心して育てられる環境が整備されています。
●乳幼児期からのむし歯予防とライフステージごとの口腔保健の向上が図られています。
●幼児期からの生活習慣病予防意識が定着しています。

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

◆１歳児を対象とした｢歯っぴい健診｣を継続して実施し、乳幼児をむし歯から守ります。

◆乳幼児の弱視の早期発見・早期治療につながる率の向上を目指し、簡易的かつ正確にスクリーニング

を行うことができる｢スポットビジョンスクリーナー｣ を用いた視機能検査の取組を進めていきます。

●赤ちゃん訪問事業（村内全戸対象） ●子育て相談・訪問の実施
●各種乳幼児検診（むし歯予防事業・視力スクリーニング検査事業等）
●子ども医療助成事業（乳幼児含む） ●ひとり親家庭等医療費助成事業
●地域子育て支援拠点事業（子育て支援センターの運営）

●育児サークル等の活動支援
●保育サービスの充実（延長保育・一時保育・障害児保育・病後児保育）

●放課後児童健全育成事業（学童保育） ●「すこやか成長祝い金」支給制度

主な取組

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策１：安心・安全で幸せを感じるむらづくり
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■関連する個別計画・条例等

▲子育て支援センター
「ベビーマッサージ教室」の風景

●南阿蘇村 子ども・子育て支援事業計画及び第２期次世代育成行動計画

●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略 ●南阿蘇村復興むらづくり計画

指標項目 現状値 目標値 説 明

●保育所等利用待機児童数
０人

（H28年度）
０人

希望する家庭全てが、安心して保育所等に子どもを預けて働くことができる

とともに、幼児教育を受けることができる体制づくりを進め、「待機児童数０」

の状況を維持します。

●子育て支援センター利用者数（年間）
2,238人

（H28年度）
4,500人

子育て支援センターでは、子どもたち向け、母親や両親向けのイベントや勉

強会を実施しています。それらの取組への参加人数です。

●１歳半児健診のむし歯本数及びむし歯病有率
0.08本

1.35％

（H27年度）

0.00本

0.00％

●3歳児健診のむし歯本数及びむし歯病有率
0.75本

22.6％

（H27年度）

0.30本

11.0％

●乳幼児健診問診にて、視力検査の精密検

　査が必要な子どもが受診した割合

25％

（H28年度）
70％

乳幼児の弱視早期発見のため、スポットビジョンスクリーナーを用いたスクリー

ニング検査を行い、眼科での精密検査受診勧奨を行います。

乳幼児の歯をむし歯から守るため、１歳～修学前までの子どもを対象に、

フッ素塗布受給者証を交付しています。

４年後（2020年）の成果指標・目標

施策５ 子育て支援の充実
住民福祉課

健康推進課・総務課

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策１：安心・安全で幸せを感じるむらづくり
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◆本村の医療体制は、熊本地震後、拠点病院である「阿蘇立野

病院」を中心に村内の各科の医療機関と連携し、地域に密着

してきめ細かな医療を提供できる体制が復旧しています。

しかし、熊本地震の教訓を踏まえて、さらに、村外の医療機

関とも密接に連携し、医療体制の強化を図っていくとともに、

医療水準の向上を図っていくことが求められています。

◆生活習慣病 の重症化予防を重点を置くとともに、発症予

防を重視した取組を推進しています。

◆妊産婦及び乳幼児の健康維持を支援するために、本政策の

〈施策４・５〉と連動して、家庭訪問をはじめ各種健診・相

談事業に取り組んでいます。

◆村民の日頃の自主的な健康管理や健診の受診、バランスの取れた食生活や適切な運動習慣の定着を目

指し、村民の健康づくりへの意識啓発、村民に自らが健康づくりを行うための取組を推進し、生活習

慣病の予防と重症化の予防に努めます。また、定期的な健診について、村民が気軽に受診できる環境

づくりを進めます。

◆感染症の予防や乳幼児・妊産婦の健康づくりについても、本政策の施策４・５の中で強化を図ります。

施策６

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

●自身の身体を知り、生活習慣を改善できる村民が増加しています。
●国民健康保険の医療費が減少し、健康寿命が延びています。
●疾病の早期発見・早期治療が行われています。
●感染症 の発生及びまん延防止対策が浸透・定着しています。
●日ごろから健康づくり（食事や運動）に取り組む村民が増加しています。

生涯を通じた健康づくりの推進 健康推進課

▲村の拠点病院「阿蘇立野病院」

●各種健診の実施 ●特定保健指導事業 ●生活習慣病重症化予防事業 ●定期予防接種事業
●感染症予防啓発事業 ●健康づくり支援事業
●栄養改善・食育の推進（食生活改善員推進協議会との連携）

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●第２期保健事業実施計画（データヘルス計画・第２期特定健診実施計画）

●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略 ●南阿蘇村復興むらづくり計画

指標項目 現状値 目標値 説 明

●国民健康保健被保険者が特定健診を

　 受診している割合

39.2％

（H28年度）
50.0％

定期的な健診の受診を奨励し、村民が自身で健康管理を行う意識を高め

ていきます。そのために、健診を受けやすい体制を構築します。

４年後（2020年）の成果指標・目標

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策１：安心・安全で幸せを感じるむらづくり

◆食を通した健康づくりを普及するために、食生活改善推進員協議会と連携し、食育活動に取り組んでいます。
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◆60歳以上の村民全てを参加対象とする自主的組織｢老人クラブ｣では、健康づくりや地域貢献活動にお

いて、生きがいづくりや介護予防につながる取組を推進しています。

◆｢シルバー人材センター｣では、概ね60歳以上の村民を対象に、健康で働く意欲のある人々の就労の場

づくりや就労の支援を行っています。

◆本村の全ての高齢者が尊厳を保ちながら、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、見守り

や外出支援、買い物支援などの生活支援の充実を図っています。

◆また、《Ⅱ.活力－政策３：ともに学び合う未来の人づくり－施策２：生涯学習の推進》等との連動を

図り、高齢者が地域の担い手として社会参加ができる取組も実施し、日々の暮らしに生きがいをもつ

ことができる環境づくりを進めています。

◆介護が必要となった高齢者に対しても、住み慣れた地域や在宅で暮らせるよう、生活支援、地域にお

ける支え合いの仕組み構築、介護サービスや医療サービスの提供など各機関が連携し、“つながり”を

重視した取組である《地域包括ケアシステム》 の確立を目指し、多様な主体によるサービスが提供

できるよう地域ぐるみの支援体制の構築を推進しています。

◆健康増進のための教室や見守り活動などの社会奉仕活動やスポーツ大会などの生きがい活動等を行う

老人クラブの支援や加入促進を推進します。

◆シルバー人材センターにおける新たな顧客の開拓や研修等による労働の質の向上を推進し、高齢者の

就業機会の確保と生きがいの創出や社会参加を促進します。

◆介護予防に根ざした《地域包括ケアシステム》の確立を目指し、訪問介護、訪問看護等の在宅医療の

仕組みづくりや在宅生活の支援を強化します。

◆住み慣れた地域での生活を継続できるように、生活支援サービスの体制強化を図ります。

◆高齢になっても、それぞれのライフスタイルに応じた生きがいを持ちながら楽しく暮らすことができ

るように、地域での社会参加のきっかけづくりを支援します。

◆増加しつつある認知症対策について、家族の相談体制

の充実や認知症患者の居場所づくりを推進します。

また、認知症や高齢者虐待に関して、村民への啓発の

取組を推進し、地域全体での理解や関心を高めます。

施策７

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

●高齢者が住み慣れた地域で、幸せに長く生活ができる環境が整備されています。
●支援を必要とする高齢者が必要なサービスを利用できています。
●村民の誰もがボランティア（サービスの担い手）となる意識を持っています。

高齢者が安心して暮らせる環境づくり
健康推進課
住民福祉課

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策１：安心・安全で幸せを感じるむらづくり
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●介護予防・日常生活支援総合事業 ●包括的支援事業 ●在宅医療・介護連携推進事業
●生活支援体制整備事業 ●認知症総合支援事業

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村高齢者福祉計画 ●第７期南阿蘇村介護保険事業計画

●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略 ●南阿蘇村復興むらづくり計画

◆地域包括ケアシステムの仕組み◆

施策７ 高齢者が安心して暮らせる環境づくり 健康推進課

指標項目 現状値 目標値 説 明

●｢老人クラブ｣会員数
3,113人

（H28年度）
3,283人

高齢化や就業する高齢者の増加により、加入率の減少が続いている状況

を踏まえて、会員数の増加に取り組み、高齢者の一層の社会参画を促進

します。

●｢シルバー人材センター｣会員数
18人

（H28年度）
20人

●｢シルバー人材センター｣業務の発注件数
207件／年

（H28年度）
220件／年

●外出支援サービス
214人／年

（H28年度）
300人

外出困難な高齢者の通院や公共機関への外出を支援し、自立した生活を

支援します。

●村民主体の通いの場づくり ― 10箇所
村民主体の通いの場をつくり、高齢者の閉じこもり予防や運動機能の向上

を目指します。

４年後（2020年）の成果指標・目標

高年齢者が働くことを通じて生きがいを得るとともに、 多くの高齢者が地域

社会の活性化に貢献する活動に参加することを目指します。

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策１：安心・安全で幸せを感じるむらづくり
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◆障がい者が、障がいを理由とした不利益な扱いや虐待を受けることがなく、障がい者それぞれのニー

ズに応じた適切な支援を提供する仕組みづくり、相談の支援体制の充実などの取組を進めています。

◆障がい者が希望する場所で自立した生活を送るために、就労の機会を確保・提供しています。

◆障がい者の自立を支援するために、福祉サービスの充実及び障がい者の生活を地域全体で支える体制

の充実を推進しています。併せて、熊本地震の教訓を踏まえて、災害時においても安全に避難ができ、

不自由なく安心して避難生活ができるよう、避難支援体制の充実が求められています。

◆障がい者の自立と社会参加の促進を目指して、《Ⅱ．活力－政策２：地域の活力を取り戻す商工観光

業の振興－施策８：全ての来訪者に優しい観光基盤の整備》とも連動するユニバーサルデザインの概

念に基づくむらづくりと、村民がそれぞれ互いに尊重し合い相互理解を深めるための“心のバリアフ

リー”を推進する人に優しいむらづくりが必要とされています。

◆障がい者に対する差別や偏見をなくすための取組を強化し、障がいのある人もない人も地域の一員と

して認め合い、障がい者がいきいきと安心して暮らせる環境づくりに継続して取り組みます。

◆障がいや発達に不安や心配がある子どもに、早いうちから必要な医療サービスや相談を充実させ、障

がいの軽減や生活能力の向上を図り、社会生活への参加につなげる取組を推進します。

施策８

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

●村内の全ての障がい者が必要なサービスを受けながら、望む場所で安心して生活しています。
●村内の全ての障がい者が就労、生活活動、創作的活動などを通じて、充実した毎日を過ごしています。

障がい者がいきいき暮らせる環境づくり
住民福祉課
教育委員会

●障害福祉サービスの充実 ●地域生活支援事業の充実 ●計画相談支援の実施
●就労支援・就労相談の実施

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●第５期南阿蘇村障がい福祉計画 ●第１期南阿蘇村障がい児福祉計画

●南阿蘇村 子ども・子育て支援事業計画及び第２期次世代育成行動計画（障がい児関連施策）

●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略 ●南阿蘇村復興むらづくり計画

指標項目 現状値 目標値 説 明

●阿蘇圏域における

　児童発達支援センターの設置
― １箇所

障がいや発達に不安や心配がある子どもに、早いうちから必要な医療やサー

ビスの充実を図るため、阿蘇圏域に１箇所、中核となる支援施設の設置を

目指します。

●障がい者の就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）

　 利用者の人数（年間）

33人／年

（H29年度）
48人／年

就労継続支援を利用している障がい者の人数です。過去の伸び率をニーズ

により算出します。

４年後（2020年）の成果指標・目標

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策１：安心・安全で幸せを感じるむらづくり
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◆本村においては、「南阿蘇村人権同和教育推進協議会」を中

心に《社会人権同和教育部会》《就学前人権同和教育部会》

《学校人権同和教育部会》を設置し、社会の変化に対応した

啓発活動を推進し、部落差別をはじめ、あらゆる差別の撤廃

と差別のない明るい村の実現を目指しています。

◆男女の人権については、平成27年（2015年）４月に「南阿

蘇村第二次男女共同参画推進基本計画」を策定し、第一次計

画に引き続き、男女がお互いを認め合い、あらゆる分野に対

等に参画し、性別に関係なく誰もが個性と能力を発揮できる

社会を実現することを目標に掲げ、学校と家庭を結んでの子

どもたちの教育や、企業（事業所）における働き方改革等の

取組を進めながら、村民の意識啓発を図っています。

◆“人権尊重”に関する村民の意識啓発については、「広報みな

みあそ」において『ハートがたくさんの村づくり』と題した

連載や勉強会などを実施し、推進しています。

◆同和問題 ・男女共同参加に関する取組は、継続して強化を

図るとともに、近年、新たに表出している学校や職場でのいじ

め、ドメスティック・バイオレンス 、児童虐待、高齢者虐

待、インターネット上の書き込みなどの人権侵害問題について

も、〈教育と啓発〉の途切れることのない活動を関係機関と連

携して推進し、成果の向上を目指します。

施策９

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

●村民がお互いの人権を尊重する意識が定着しています。
●男女の人権が尊重され、あらゆる分野に平等に参画しています。

人権尊重のむらづくり
人権対策課・総務課
教育委員会・農政課

●人権啓発活動の推進 ●人権教育の実施（就学前・学校教育・社会人教育）
●男女共同参画の推進 ●各政策等に関連した法令に基づく施策推進

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村第二次男女共同参画推進基本計画 ●南阿蘇村農業農村男女共同参画推進プラン

●南阿蘇村農業農村男女共同参画推進ビジョン

▲『広報みなみあそ』に連載されている
『ハートがたくさんの村づくり』

▲学校教育における啓発イベント
『人権の花集会』開催風景

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策１：安心・安全で幸せを感じるむらづくり

*

*
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他の施策と連動しながら、次の取組を推進しています。

◎相互扶助による地域づくり（地域福祉）を担う人づくり

◆村民の福祉に対する理解と関心を一層高めるために、関連する他の施策と連動させながら、福祉に関

する学習機会を幅広く提供し、地域福祉の担い手の育成を推進しています。

◆高齢者や障がい者も含めて村民の誰もが地域活動に参加できるように、共に参加する意識の向上に努

めます。また、要保護世帯、ひとり親家庭、生活困窮者に対して、個々の実情に即した指導や援助が

行われるように、関係各所との連携のもと、相談業務の拡充を図り、国の法令や制度に基づく各種制

度や諸施策の活用を図りながら、就労の促進、技術の習得など自立に向けた支援に努めています。

◎共に支え合う地域づくり

◆社会福祉協議会との連携を図りながら、各地区の福祉団体、ボランティアグループやNPO等との福祉

のネットワークの構築を進めています。

◆認知症患者や障がい者に対する村民の理解を促進し、認知症患者や障がい者社会的に孤立することが

ないように、地域とつながり続ける仕組みの構築を支援しています。

◎利用者のニーズに対応し、充実した福祉サービス提供の仕組みづくり

◆各種相談窓口の充実と庁内各課の連携を強化するとともに、相談者に必要な情報の提供や福祉サービ

スの提供、併せて、各種制度各種福祉サービスの利用に際し、申請や手続きがスムーズに行われるよ

うに必要な支援を実施しています。

◆災害に備えて、国の法令により義務づけられている「避難行動要支援者名簿」の作成を行い、災害時

の避難支援機関への情報提供及び地域での見守りや要支援者の状況に応じた避難支援対策を講じてい

ます。

◆熊本地震後は、関係各所と連携をとりながら、仮設住宅やみなし仮設住宅の訪問や相談事業に積極的

に取り組んでいます。

施策10

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

●各関係機関、ボランティア、団体、企業等が相互に連携し、村民相互の支え合いにより、
安心して暮らし、災害発生時に敏速に避難できる体制ができています。

相互扶助による地域づくりの推進
住民福祉課

総務課

【連動する他の施策】

◎Ⅱ．活 力－政策２－施策８：全ての来訪者に優しい観光基盤の整備

◎Ⅱ．活 力－政策３－施策２：生涯学習の推進／施策３：スポーツ・レクリエーションの推進

施策５：芸術・文化活動の充実

◎Ⅱ．活 力－政策４－施策１：地域コミュニティによるむらづくり

◎Ⅲ．暮らし－政策１－施策１～７

◎Ⅲ．暮らし－政策２－施策１：村営住宅の整備／施策２：利用しやすい交通ネットワークの構築

◎Ⅲ．暮らし－政策３－施策３：開かれた村政の推進

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策１：安心・安全で幸せを感じるむらづくり
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◆地域の相互扶助機能が弱体化し、地域住民相互の

社会的つながりが希薄化する中で、高齢、障がい、

介護、子育てなど様々な生活課題を抱えても、必

要なサービスを受けながら村民の誰もが安心して

暮らせる村の実現を目指し、地域の福祉施設や医

療機関など各拠点が連携した総合的な支援・援助

体制を、継続して途切れることなく機能させて

いきます。一方で、村民の地域福祉に取り組むこ

とへの理解や意識の向上、様々な活動に参画、協

働を促す取組の、さらなる強化を図っていきます。

■施策の推進方針

●地域独自の支え合いシステムの構築 ●避難行動要支援者の支援体制の構築
●地域福祉の啓発・意識醸成関連事業（情報発信・勉強会等の開催）

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●地域福祉計画 ●南阿蘇村第二次男女共同参画推進基本計画

●南阿蘇村 子ども・子育て支援事業計画及び次世代育成行動計画

●南阿蘇村復興むらづくり計画 ●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略

▲南阿蘇村社会福祉協議会が発行している
「地域支え合いセンターだより」

施策10 相互扶助による地域づくりの推進
住民福祉課

総務課

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策１：安心・安全で幸せを感じるむらづくり



・115・

村営住宅の充実施策１ 利用しやすい公共交通
ネットワークの構築

施策２

道路網整備の促進施策３ 通信網整備の促進施策４

南阿蘇村ライブラリーづくりの
推進

施策５ 公共施設の活用と整備施策６

政策２ 便利で住みやすい定住のむらづくり

村民の住まい環境については、持ち家率が高いも

のの、核家族化などにより利便性の高い村営住宅へ

の入居が望まれています。現在、村内に280戸存在

する村営住宅について、入居を希望する村民が不便

なく利活用できるように整備を行います。

少子高齢化の進行に加え、家庭における自動車

保有台数の増加により、公共交通利用者が減少し

ています。しかし、公共交通の確保及びネット

ワークの構築に努め、村民にはもちろんのこと、

観光客や来訪者にとっても利便性の高い交通基盤

の整備を目指しています。熊本地震で甚大な被害

を受けた南阿蘇鉄道は、平成28年７月に高森駅～

中松駅間が運転再開となり、現在、国・熊本県と

の連携により全線復旧を目指しているところで、

本村「復興むらづくり計画」に沿って復旧の支援

を行っています。

地域産業の発展や交流促進、連携強化を図るため

に、国道・県道・村道を総合的なネットワークとし

て整備してきましたが、熊本地震により、基幹道路

の国道57号線をはじめとして多数の道路が被災し、

通行止めになりました。

現在、国・熊本県と一体となって被災した道路の

早期復旧を目指して、「復興むらづくり計画」に

沿った復旧工事を懸命に推進しています。

情報通信技術（ICT）の飛躍的な進歩にともない、

情報手段の多様化が進み、ICTがコミュニケーショ

ン手段として幅広く活用されている状況から、情報

通信基盤の整備充実を図り、ICTをむらづくりや村

外への情報発信の手段として、戦略的な活用を進め

ていきます。

現在の村の図書館である長陽中央公民館内の公民

館図書室の“施設の老朽化”“スペース不足”などの課

題があります。そこで、それらの課題を解消し、子

供から高齢者まで世代を選ばず、村民の誰もがいつ

でも気軽に利用でき、くつろぎと安らぎの中で、知

を求め、情報を集め、人と本とがつながり、人と人

とがつながりながら、多様な楽しみを生む新たな村

の図書館の整備を推進します。

統廃合が進み、遊休施設も存在する村内の公共施

設については、維持管理の経費が財政に負担となっ

ていることからスリム化を図る必要があります。そ

こで、本村においては、公共施設等の総合的かつ計

画的な管理を行うために、平成29年（2017年）３

月に「南阿蘇村公共施設等総合管理計画」を策定し、

活用と整備を推進しています。

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策２：便利で住みやすい定住のむらづくり
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◆村で管理している村営住宅は、全部で21団

地・280戸であり、ほとんどが昭和年代に

建てられたもので、最も古い住宅は築50数

年が経過しています。多くの建物で老朽化が

進んでおり、年々、維持修繕などの費用が膨

らんでいることが課題となっています。

◆村営住宅については、平成26年３月に策定の「南阿蘇村公営住宅等長寿命化計画」に沿って、外壁改

修、手すりの設置を計画的に行い、住環境の向上を図ります。また、熊本地震により利用ができなく

なった住宅も含めて、老朽化住宅の建て替えや団地の集約化なども検討し、村営住宅の適切な維持管

理を図ります。

施策１

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

●既存の村営住宅の住環境が向上しています。

村営住宅の整備 建設課

【村営住宅の分布図】

●村営住宅の改修

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村公営住宅等長寿命化計画 ●南阿蘇村公共施設等総合管理計画

●南阿蘇村復興むらづくり計画

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策２：便利で住みやすい定住のむらづくり
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◆村民の生活公共交通及び観光客の公共交通を確保する

ために、南阿蘇鉄道や路線バス｢南阿蘇ゆるっとバス｣、

また、予約型乗合タクシーなどによる公共交通網を整

備していますが、熊本地震の影響により、南阿蘇鉄道

は一部区間のみの運行となっています。

南阿蘇鉄道の全線復旧には５年ほどの期間を要するた

め、通勤通学や観光振興に大きな影響が生じています。

道路や公共交通の復旧状況に併せて、生活公共交通及

び観光客の公共交通を確保する必要があります。

◆高齢者を中心とした公共交通しか交通手段を持たない村民の効率的な移動手段の確を一層図ってい

く必要があることから、これまでに取り組んできたバス路線の見直し、予約型乗合タクシー事業を推

進し、それらの利便性向上を図り、利用促進に努めます。

◆公共交通の利用率を上げるために、村民だけではなく、観光やビジネス等で村外から来訪する人々の

交通手段としても利便性の向上を図り、PRなど利用促進の取組を推進します。特に公共交通利用者が

大半と思われる外国人観光客に対応するための環境整備に取り組んでいきます。

◆県や運輸支局、交通事業者、住民代表で構成する南阿蘇村公共交通連携協議会で、総合的に村内の公

共交通を協議し、連携強化や利用を促進させることで、効率的かつ利便性の高い公共交通網を目指し

ます。

施策２

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

●公共交通の利用率が高くなっています。
●公共交通を利用する目的（機会）が増加しています。
●利用者ニーズに合った公共交通ネットワークが構築されています。

利用しやすい公共交通ネットワークの構築
企画観光課
健康推進課

●ゾーンバスシステム の検討 ●乗合タクシー事業の推進 ●デマンド交通 の検証

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村復興むらづくり計画 ●南阿蘇鉄道沿線地域公共交通網形成計画

▲産交バスが運行する「南阿蘇ゆるっとバス」

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策２：便利で住みやすい定住のむらづくり

指標項目 現状値 目標値 説 明

●「南阿蘇ゆるっとバス」の年間利用者数
12,542人／年

（H29年度）
24,000人

村内の公共交通の利用状況を示す数値です。

必要としている人々のニーズに対応しながら、利便性の向上を図り、利用者

数、利用率を高めていきます。

４年後（2020年）の成果指標・目標

* *
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◆本村の道路交通網は、国道57号線と国道325号線を基軸とし、県道28路線及び幹線村道により、主要

な道路のネットワークを形成しています。熊本地震により、これらの道路網が遮断されたことから、

「復興むらづくり計画」に基づいて、より安全なルートへの再配置や、災害時の緊急輸送、搬送、村

内外との広域的な交流・流通等を確実に支える交通網の再構築を考慮し、道路交通網の復旧工事が進

められています。

◆熊本地震で被災した道路については、「復興むらづくり計画」に沿って、2025年度までを計画期間と

して、国や熊本県と連携しながら復旧整備を推進していきます。

◆被災していない村道については、平成29年３月に策定した「公共施設等総合管理計画」に基づいて、

老朽化が著しいなどの状況が見られる道路から優先的に整備していきます。

◆橋梁については、平成25年度に策定した｢橋梁長寿命化修繕計画｣に基づいて、補修を行ってきました

が、熊本地震の発生により計画変更が必要となったため、再点検の実施及び熊本地震の教訓を踏まえ

た計画の見直しなど、安全・安心な道路整備を推進します。

施策３

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

●生活道路を整備することにより、地域住民の利便性と生活環境が向上しています。
●次世代に引き継ぐ、よりよい道が整備されています。

道路網整備の促進 建設課

●被災道路の復旧 ●その他国道・県道改良整備事業
●国道・県道・橋梁の維持補修事業 ●村道新設及び改良事業 ●道路・橋梁の維持点検補修事業
●「橋梁長寿命化計画」の見直しと計画に基づく橋梁の補修整備事業
●「道路ストック維持管理計画」の策定と計画に基づく補修事業 ●土木費補助（区道整備補助）

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村公共施設等総合管理計画 ●南阿蘇村橋梁長寿命化修繕計画

●道路ストック維持管理計画（策定予定） ●南阿蘇村復興むらづくり計画

項　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 2019年度 2020年度 2021年度～2026年度

国道57号線復旧

国道325号線・阿蘇大橋復旧

県道熊本高森線復旧

その他県道復旧

村道栃木立野線・阿蘇長陽大橋復旧

その他村道復旧

応急復旧 本復旧

応急復旧 本復旧

【被災道路の復旧に向けたロードマップ】

【出典】南阿蘇村復興むらづくり計画

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策２：便利で住みやすい定住のむらづくり
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◆ICTをめぐる環境は日々変化しており、進化し続けるICTを利活用し、様々な課題に的確に対応するこ

とが求められていることから、村の全域に高速かつ広域な通信網の構築を推進しています。

◆近年、中山間地へのIT（アイ・ティー） 企業進出が増加している状況から、本村においても、ICT

環境の整備を図り、企業誘致に向けたビジネス環境の整備を推進するとともに、行政の各事業や事務

執行にもICTを活用することで、効率的な事業推進、村民へのサービス提供の質やスピードの向上、

村民の生活の利便性の向上を図っています。

◆総務省調査による熊本地震発生時の情報収集手段としては、スマートフォンや携帯電話などモバイル

デバイス が最も利用度が高かったという結果を踏まえ、村民に対して、避難情報などを確実に伝え

るために、防災行政無線以外にも携帯電話やスマートフォンのメール機能を利用した伝達や効果的な

アプリ の導入など、ICTの進歩にいち早く対応した村民への情報伝達の仕組みづくりや情報発信の

体制の構築を推進します。

◆パソコンやスマートフォン利用によるICT活用講座を開催し、村民の多くが暮らしの中でICTを活用で

きる環境づくりを推進します。

◆《Ⅱ．活力－政策２－施策６：外国人観光客の誘客と受入基盤の整備》の取組の一環として、観光ス

ポットや観光施設におけるWi-Fi環境の整備に取り組みます。

◆ICT環境の完備をPRのひとつとして、より積極的に企業誘致の取組を推進します。

施策４

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

●村全域で光ブロードバンド通信網 の整備ができています。
●防災情報などを確実に住民に伝えるシステムの構築ができています。

通信網の整備促進
企画観光課

総務課

●高速通信網整備事業 ●ICT利活用事業 ●防災通信網の整備強化
●ICT活用講座の実施 ●Wi-Fi環境の整備

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略

【出典】総務省｢熊本地震におけるICT利活用状況に関する調査｣（平成29年４月）

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策２：便利で住みやすい定住のむらづくり

*

*

*

*
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◆本村のメインの図書館としている長陽中央公民館内の公民館図書室は、蔵書数に限りがあり、また、

建物の老朽化の懸念されていることから利用者数は減少の傾向にあり、村民の生涯学習ニーズ等に対

応できていない状況です。そこで、「図書館開設準備委員会」を設置し、多くの村民が利用しやすい

図書館機能を主体とした複合施設整備を検討しています。

◆村民の文化的生活環境の向上を図り、村民の身近な交流拠点や村民のライフステージに応じた学習を

支援する社会教育機能などを備えた“村の図書館”づくりの基本構想を策定し、遊休公共施設の活用も

視野に入れながら、多機能な図書館の設置を目指します。

◆本村の文化・歴史資料の保管・保存機能も持たせ、郷土の歴史を後世に伝える役割も有する施設とし

ての設置を目指します。

施策５

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

●図書館機能によって、村民の生涯学習ニーズに対応できています。
●図書館を核として村民の学習意欲が高まり、子どもの読み聞かせなどのボランティア活動が

活発に行われています。
●図書館が村民の生涯学習（複合的施設）活動の拠点となっているのと同時に、村の歴史資料が整理

されて、郷土の歴史を後世に伝える仕組みや体制が築かれています。

南阿蘇村ライブラリーづくりの推進 教育委員会

●図書館整備事業 ●郷土の資料収集・整備・公開事業 ●移動図書館事業

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村公共施設等総合管理計画 ●第２次南阿蘇村子ども読書活動推進計画

【読書好きの村内小中学生の書籍入手先】

◎｢村の図書館｣の利用率は非常に低い 【出典】第２次南阿蘇村子ども読書活動推進計画（平成28年３月策定）

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策２：便利で住みやすい定住のむらづくり
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◆庁舎、学校、保育所の統廃合が進行し、類似した遊休施設が村内に存在し、跡地活用計画が重要視さ

れています。また、遊休施設は運営を行っていなくても維持管理のための費用が発生するので、本村

の財政の負担が増大していることが課題とされています。このため、公共施設の早急なスリム化が求

められています。

そこで、平成29年（2017年）３月に「南阿蘇村公共施設等総合計画」を策定し、施設類型ごとの維持

管理に関する基本方針を定め、公共施設の活用について全体的な見直しを進めています。

◆スリム化を図るために、民間の資金、経営能力、技術能力を活用して推進するPFI事業も視野に入れ、

ユニバーサルデザインの考え方やファシリティマネジメント を積極的に取り入れることで、村民や

観光客のニーズに合った利便性の高い施設へと転換を図る取組を進めていきます。

◆また、各地区における公共施設の利活用については、下記のように地区ごとの特性を基本方針に掲げ、

基本構想を策定した上で改修・開設等を推進します。

施策６

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

●公共施設において、ユニバーサルデザインが取り入れられ、誰もが利用しやすい施設が整備されています。
●計画に基づいた遊休施設の有効的な活用、適切な跡地活用が行われています。
●公共施設の計画的な改修や業務の見直しが行われています。

公共施設の活用と整備
総務課・建設課

教育委員会

●公共施設のユニバーサルデザインの推進 ●災害に強い公共施設の環境整備
●ファシリティマネジメントを取り入れた施設や業務の見直し
●遊休施設の利活用 ●公共施設の計画的な改修の推進

主な取組

■関連する個別計画・条例等

●南阿蘇村公共施設等総合管理計画

【公共施設利活用に関する地区ごとの基本方針】

◎白水地区 ：交流と健康増進の拠点となる施設

◎久木野地区：教育と文化の拠点となる施設

◎長陽地区 ：復興と産官学連携の象徴となる施設

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策２：便利で住みやすい定住のむらづくり

*
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信頼される行政運営の推進施策１

開かれた村政の推進施策３

健全な財政運営の強化施策２

政策３ 暮らしを支える行政運営の推進

村職員の行政運営にかかわる知識やスキルを向上

する取組を充実し、推進すべき施策や村民のニーズ

に合った組織機構と人員の管理を行うことによって、

村民に向けた適正かつ満足度の高いサービスの提供

を目指します。

適切な行政評価を実施し、効率的かつ効果的な

事業運営を行うことによって、歳入・歳出の均衡

した財政運営を目指します。

村民の村政への理解を深め、地域コミュニティ等

を中心とした村民協働のむらづくりを推進するため

に、時代に即した情報公開の推進と、行政情報を

しっかりと村民に伝えていく情報提供の仕組みの構

築を推進します。

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策３：暮らしを支える行政運営の推進
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◆近年の社会情勢の変化は激しく、複雑化・多様化する地域課題や村民のニーズに柔軟に対応するため

に、行政においては、効率的かつ機能的な組織機構の構築と適正な職員配置、人材育成に努めること

が必要とされています。

本村では、従来から、行政の業務の効率化や職員数の適正化などにより、行政コストの削減に努めて

きたところです。しかし、熊本地震の影響により、村民ニーズを捉えたサービスのより一層の実現に

向けて、既成概念にとらわれず、事務事業を見直すことや民間の活力やノウハウを積極的に活用して

いくことなどが求められています。

◆地方分権社会 の進展にともない、より一層の地域の特色を生かした事業を推進していくことが求め

られています。このような環境変化の中で、特色あるむらづくりを担うことのできる人材の育成を積

極的に取り組みます。

◆行政サービスの向上に向け、本計画を基本とする計画的な行政運営を図るため、施策の進捗管理を行

うとともに、毎年度、ローリングによる実施計画の策定を行い、計画の実行性を高めます。

◆多様化する村民のニーズや熊本地震による新たな行政課題に的確に迅速に対応できるよう、組織機構

と事務執行体制の見直しを必要に応じて実施します。また、定員適正化も図り、人件費総額の抑制に

努めます。

◆村域を超える広域的な取組についても、その効果が上がるように、近隣自治体などとの連携・協力を

進めていきます。

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

●職員の業務能力や政策形成能力が向上しており、村民のニーズに見合った村政が行われています。

●行政機構と事務の見直し ●職員研修の充実強化 ●定員管理計画の見直し
●人事評価制度の導入 ●広域事業の充実

主な取組

施策１ 信頼される行政運営の推進 総務課

【合併以降の南阿蘇村の行政職員数の推移】

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策３：暮らしを支える行政運営の推進

指標項目 現状値 目標値 説 明

●施策の成果目標値に対する達成度 ― 80％
本計画に掲げる全ての施策の成果目標値に対する達成状況を示す数値

です。

４年後（2020年）の成果指標・目標

*
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◆本村の財政状況は、熊本地震以前から社会保障費の増加

や維持改修費の増加、大規模事業等の計画により歳出予

算の増加が見込まれていました。平成28年度の決算につ

いては、15.８億円の黒字決算となった一方で、村の借

金である起債残高は、熊本地震関連事業にかかわる起債

発行により、平成27年度より24.7億円増加し、124.3億

円となっています。

このようなことから、より一層の行財政の効率化が必要

とされており、平成29年度より公共施設の維持管理等に

おける経費の見直しや削減に重点を置き、財政効率化に

取り組んでいます。

◆復旧・復興関連事業が本村の地域経済や雇用に及ぼす影

響が不透明な状況にある中、社会保障関係の経費や公共

施設の老朽化対策、子育てや教育の充実に向けた取組な

ど、むらづくりの新たな財政需要に対応していく必要が

あります。

◆熊本地震からの復旧・復興を迅速に進めていかねばならないこれからの４年間は、復旧・復興や地域

創生に向けた各種の取組を着実に推進するとともに、熊本地震以前よりも健全で安定した持続可能な

財政運営を目指していきます。

このため、社会経済情勢や地方自治体を取り巻く財政環境の変化に柔軟に対応しながら、引き続き財

源の確保に努め、財政調整基金は30億円を下限としつつ、増額を目指します。

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

●健全財政が維持されています。
●財政基盤が強化されています。（財政調整基金 の増額など）

●合併特例基金 の積立 ●実質公債費率 の抑制 ●事務事業の効率化 ●補助金の見直し
●税の収納強化

主な取組

施策２ 健全な財政運営の強化 総務課

【村の貯金と借金（一般会計 ）】

【出典】「広報みなみあそ 10月号」（H29年）

指標項目 現状値 目標値 説 明

●村民１人当たりの借入金残高
113万2,000円

（H28年度）
160万円以内

一般の企業であれば、今後、返済しなければならない借入金の残高を示す

数値です。

４年後（2020年）の成果指標・目標

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策３：暮らしを支える行政運営の推進

*

*

* *
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◆村民と行政が協働でむらづくりを進めていくために、『広報

みなみあそ』の発行や村の公式ホームページにて、行政情報

をきちんと村民に伝えていくことに努めています。

『広報みなみあそ』は、季節感ある色やデザイン、特集記事

等により、村民の興味を引くような魅力ある誌面づくりを推

進しています。

◆公聴活動についても、「出張村長室」の設置（庁舎１階）、

「村長座談会」の実施、「村政への提案」の募集などを実施

し、各種計画の策定などについては、村民参加のワーク

ショップ の開催やパブリックコメント の実施を行い、

村民の声を広く村政に反映させる体制を推進しています。

◆条例に基づいて、情報公開及び個人情報の保護を推進してお

り、概ね村民の満足を得ています。また、ICTを活用した村

民との双方向通信を可能とする情報発信の取組については、

今後、検討し、進めていきます。

■施策の目指す姿

■施策の現状と課題

■施策の推進方針

●村民が望む行政情報の積極的な公開が推進されています。
●行政文書等が適正に管理・保存されています。
●個人情報が適正に取り扱われ、保護されています。
●ワンストップサービスが確立されています。
●質の高い行政サービスが提供されています。

●情報提供の場の創出 ●情報公開制度の充実 ●個人情報の適正管理と啓発
●役場の窓口サービスの向上

主な取組

施策３ 開かれた村政の推進 総務課

▲村の総合情報紙「広報みなみあそ」

◆熊本地震の復旧・復興に向かっては、村民がますます力を合わせて、協働のむらづくりを推進してい

くことが求められています。そのために、これまでの広報・公聴活動に加え、SNSを活用した迅速か

つ双方向通信が可能な情報発信の手法についても積極的に取り込み、行政と村民の一体感の醸成を総

合的に検討・確立していきます。

政策の柱Ⅲ：暮らし／政策３：暮らしを支える行政運営の推進

指標項目 現状値 目標値 説 明

●南阿蘇村公式ホームページ 〈行政ページ〉

　 の閲覧数（年間）

972,734件

（H27年度）
1,167,000件

公式ホームページの「くらしの情報」「しごとの情報」「村の情報」のページビュー

数を合計した数値です。（「観光情報」は除く）南阿蘇村の行政の動きに

興味を持つ人々の人数を示す数値です。

４年後（2020年）の成果指標・目標

* *
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〈重点プロジェクト〉は、《基本構想》でも述べた通り、今後４年間で〈村の将来

像〉の実現を牽引するために、〈分野別政策・施策〉を横断的に関連づけ、最優先で

重点的に取り組んでいくもので、「熊本地震からの復旧・復興プロジェクト」を“特

別重点プロジェクト”として、次の６つを設定しています。

〈村の将来像〉

誰もが住みたい 住み続けたい 南阿蘇村

第 ２ 章 重点プロジェクト
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復興の将来像を「現行総合計画」の〈将来像〉｢安心して楽しく豊かに暮らせるむら 南阿蘇｣と設

定し、３つの《基本方針》に基づいて、３つの《重点施策》と《地区別の復興方針》で構成します。

▶プロジェクトの目標・期間

復興にあたっては、当面10年間を【復旧期／３年】【再生期／５年】【発展期／10年】

に区分し、順次、計画的に各施策を展開していきます。

平成28年度 平成29年度 平成30年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

推進期間

復旧期

再生期

発展期

本村では、熊本地震を経験したことによって、村民・地域・行政が自然災害の脅威を改めて認識し、

共有しました。そして、熊本地震からの早期の復旧・復興と、今後、自然災害で村民が誰ひとりとし

て命を落とさないための対策を総力あげて進めていくために、平成29年（2017年）１月に「復興む

らづくり計画」を策定しました。

「復興むらづくり計画」は、熊本地震からの復興と創造を目指し、復旧・復興に関連する様々な取

組を着実に進めていくために、基本方針、取り組むべき主要な施策、具体的な取組、工程等を体系的

にまとめたものです。

本プロジェクトは、基本的に「復興むらづくり計画」の施策や取組を推進するものとし、本項では

「復興むらづくり計画」の概要を示します。

■プロジェクトの対象となる課題

■プロジェクトの概要

熊本地震からの
復旧・復興プロジェクト

重点プロジェクト

特別

▶プロジェクトの推進方針

本プロジェクトの推進にあたっては、「復興むらづくり計画」に基づき、「南阿蘇村

地域整備計画」「立野駅・立野ダム周辺整備計画」などと整合を図り、「 つなげよう、

支えよう、森里川海プロジェクト」 等と連携し、より効果的に進めていきます。*
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第２章 重点プロジェクト

▶プロジェクトの構成

【南阿蘇村が目指す復興将来像】

基本方針

１．南阿蘇らしい暮らしやすさに配慮した住まいの復興と、移住・定住の促進

２．なりわいや観光の振興と、これらにつながる迅速な社会生活基盤の復興

３．安全で安心な暮らしができる、災害に強いむらづくり

重点施策 主要事業 具体的な取組

（１）安全な住まいの確保
①応急仮設住宅の整備/②被災住宅解体・撤去/③災害公営住宅の整備

④擁壁等安全対策/⑤住宅再建支援/⑥集落復興事業/⑦耐震診断・改修促進

（２）社会生活の基盤再生
①水道復旧/②国道・県道・村道・阿蘇大橋の復旧/③JR豊肥本線復旧

④南阿蘇鉄道復旧/⑤避難経路整備

（３）保健・医療・福祉・教育の復旧・充実

①「阿蘇立野病院」再開支援/②複合施設・教育施設等公共施設の復旧・整備

③スクールカウンセリング/④スクールバスの運行

⑤コミュニティ・スクール化/⑥図書館整備/⑦東海大学再開支援

（４）地域コミュニティの維持・再生
①公民館・集会所等復旧/②立野地区支援/③東海大学再開支援

④地域支え合いセンター活動

（１）なりわいの再生
①農地復旧/②農業施設復旧/③遊休農地ゼロ施策/④農業の６次産業化

⑤観光関連施設復旧支援/⑥中小企業復旧支援

（２）観光・景観の再生・充実
①自然景観の回復/②観光関連施設への支援/③阿蘇の草原周辺の復旧

④観光情報等の発信/⑤自然・景観の維持・保全/⑥農産物ブランド化

（３）交流・地域拠点の形成 ①新庁舎周辺整備/②道の駅機能強化/③立野駅・立野ダム周辺整備

（１）土砂災害対策 ①砂防事業/②治山事業/③土砂災害警戒区等見直し

（２）防災・避難対策
①公民館・集会所等防災機能の向上・避難場所の機能向上/②避難路・標識整備

③防災拠点（庁舎等）整備/④「復興ミュージアム」整備等

（３）自助・共助・公助の連携 ①自助防災の普及・定着/②地域の防災活動支援

（１）袴野区・長野区

（２）乙ヶ瀬区・沢津野区

（３）栃木区・黒川区

（４）立野区・新所区・立野駅区

（５）その他の区

〈長陽地区〉

東下田区・下田区・加勢区・川後田区・喜多区・牧場区・下野区・赤瀬区

〈久木野地区〉

第一駐在区～第九駐在区

〈白水地区〉

両併一～三区・白川区・吉田一～三区・一関一区と二区・中松一～三区

１．村民の生活の再生

２．産業・経済・観光の再生

３．自然災害に対する

　　安全・安心の確保

■地区別の復興方針

①住まいの復興

②社会生活基盤の復興／道路、鉄道、砂防・治山、水道、防災拠点整備、避難路整備等

③農地の復興／農地、農業施設等

④その他の復興／公共・公益施設、観光施設、医療施設、東海大学関連、神社・仏閣等
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復興推進課を中心として各部署が連携し、必要に応じて国・熊本県とも連携し、効果

的・効率的に取組を進めていきます。

また、よりきめ細かな取組を進めるために、行政のみならず、村民、行政区、NPO、

民間事業者等の多様な主体とも連携しながら計画を着実に推進します。

▶プロジェクトの推進体制

▶プロジェクトの進捗管理

復興に向けた取組を推進し、村の将来像を実現するために、PDCAサイクルを意識した

進捗を管理を行い、年度ごとに達成状況を把握します。その上で、必要に応じ、「復興

むらづくり計画」の見直しを図り、目標に向かってさらに取組を進めていきます。

■プロジェクト推進体制

第２章 重点プロジェクト
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湧水池を多く有する本村において、地域住民が水と触れ合う交流の場や水源巡りなど水源池周

辺の環境整備とともに、水田の冬季灌水活動、子供たちへの取組継承など地下水保全活動につ

いて地域全体で推進します。

■プロジェクトの推進方針

地域資源保全・継承
プロジェクト

重点プロジェクト

１
■プロジェクトの対象となる課題

本村は、村内のいたる所に湧水池が点在し、豊富な水、温泉、草原に囲まれた阿蘇カルデラ内部南

側に位置する自然豊かな農村地域です。本村には、阿蘇の自然がつくり出す四季折々の風景、水稲や

そば、あか牛などの農畜産物、神楽などの歴史資源や伝統文化などたくさんの地域資源があります。

私たちは、これら阿蘇の大自然がもたらす多くの恵みをこれまで当然のこととして享受してきまし

た。しかし、それらの恵みは、他にはない特別なものであるとともに、本村の大きな魅力でもあるこ

とから、村民がその恩恵に気づき、共有し、次世代に継承していくことが必要とされています。また、

それら地域資源を磨き上げ、地域外の人々にも発信していくことが求められています。

１

地域資源の有効活用として、自然景観に配慮し、再生可能エネルギー「太陽光、風力、水力、

バイオマス、地熱」を推進し、脱炭素社会を目指します。
２

■プロジェクトの推進体制

のどかな田園風景や阿蘇の草原の風景など豊かな南阿蘇の景観を保全するため、野焼きやあか

牛の放牧など、農業が営まれることによる景観保全の取組を推進します。
３

新たな地域資源の発掘、磨き上げなど、本村の地域資源を活かし、他自治体や大学、企業、住

民団体など様々な分野の組織や機関との連携を推進します。
４

ターゲットのニーズを把握し、そのニーズに対応するプロモーションを展開させ、村内外の

人々に本村の地域資源の魅力が十分に伝わる情報発信の取組を推進します。
５

企画観光課をプロジェクトリーダー

に、環境対策課・農政課・教育委員

会が連携し、村内関係団体や事業者

の活動との連携や支援を進め、村民

の意識啓発の取組を推進し、地域内

外へのマーケティングやプロモー

ション活動を展開します。
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■プロジェクトの推進方針

稼げる農業プロジェクト

重点プロジェクト

２

担い手確保・育成とともに、初期投資、規模拡大や経営の多角化における負担軽減を促進し、

担い手の継続的経営安定化に取り組みます。

阿蘇の草原で放牧された阿蘇のあか牛や、そばの栽培についてブランド化を進め特産品開

発、販路拡大を推進します。
１

農業のもつ自然循環機能を活かし、生産性との調和等に留意した環境保全型農業を推進し、生

産者、消費者、企業、団体、行政が一体となり、地域循環型社会の形成を目指します。

３

農畜産物や新たな農産加工商品開発とともに、マーケティング、市場や消費者ニーズを捉えた

プロモーション、国内外への販路開拓及びふるさと納税による販路拡大を推進します。

４

■プロジェクトの推進体制

■プロジェクトの対象となる課題

本村の農業は、恵まれた自然環境（水・高冷地・土壌）を生かした｢環境保全型農業｣を推進してい

ます。これらを強みに「安心・安全・おいしい」農畜産物は、ほかと差別化し、ブランド化が可能で

す。その展開を支えるためには、村民、企業・団体、行政が一体となった環境保全の仕組みづくりも

重要です。

この「安心・安全・おいしい」農畜産物を商工観光業者とも連携した展開により、生産者のみなら

ず、食に携わる人々が稼げる南阿蘇を目指すことができます。

本村の特色ある農業や産品のブランドイメージや魅力を消費者や市場に伝えるために、食と農

を核とし、体験農業や農家民泊などのグリーン・ツーリズムの取組を推進します。

５

２

農政課をプロジェクトリーダーに、

環境対策課・企画観光課・教育委員

会・総務課が連携し、農林畜産事業

者の事業の支援・連携を進め、村民

の意識啓発の取組を推進し、地域内

外へのマーケティングやプロモー

ション活動を展開します。



・133・

戦略的な観光を推進するために、“オール南阿蘇“のプロジェクトにて、本村の“稼げる観光”を

積極的に進める体制の構築を図ります。（DMO的組織の構築）

■プロジェクトの対象となる課題

■プロジェクトの推進方針

観光客Ｖ字回復プロジェクト

重点プロジェクト

３

熊本地震によるライフラインの寸断により、震災前(平成26年)に648万2,000人だった観光客数は、

震災後（平成28年）は302万7000人と急激に減少し、観光業のみならず様々な地域産業の振興に大き

な打撃となっております。一方、LCC の発達やグローバル化により、市場の旅行ニーズは多様化が

進行している状況であることから、これまで以上に地域資源を活かし、多様化する旅行者のニーズに

応えることができる観光を推進することが、本村の観光復活のカギと考えられています。

本村には、自然環境や農業と食、伝統文化、温泉など様々な地域資源があります。本村の魅力は、

観光客など来訪者にこれらの地域資源を体験させることで深く感じてもらうことができ、村民との交

流を踏まえて来訪者との絆を深め、何度も本村を訪れるリピーターに育てていくことが重要です。

また、世界農業遺産や世界ジオパークといった阿蘇の発信力を活かしながら、外国人観光客の誘客

も意識した対応が求められています。

■プロジェクトの推進体制

１

消費者や市場のニーズ調査などマーケティングを強化し、ターゲットの設定や農業体験やアウ

トドアなどの交流プログラムの充実、商品づくり、SNSを活用したプロモーション等ICTによ

る情報発信や誘客の仕掛けを強化し観光を戦略的に進めていきます。

２

南阿蘇鉄道については、南阿蘇鉄道沿線地域公共交通網形成計画に沿って整備促進に取り組む

とともに、各駅舎の環境整備、活性化イベントにより集客を進めていきます。

３

外国人観光客の誘客を積極的に進めるとともに、受入体制整備を推進します。４

観光プラットホーム的な役割を担う、「道の駅あそ望の郷」の機能拡張、充実を図り、観光客

増加を図ります。

５

企画観光課をプロジェクトリーダー

に、環境対策課・農政課・教育委員

会が連携し、観光事業者や農林畜産

事業者ほか関係団体等、観光振興に

かかわる事業者や団体の活動との連

携や支援を進め、村民の意識啓発や

活躍人材の発掘、育成を推進します。

また、地域内外へのマーケティング

やプロモーションを行い、併せて、

DMO的組織構築を展開します。

*
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保育サービスや放課後の子どもたちの居場所づくりの強化、NPO等活動団体の支援の充実化を

図り、村全体で世代がつながり合い、子どもたちの成長を支え合う体制や仕組み、環境を構築

します。

■プロジェクトの対象となる課題

■プロジェクトの推進方針

子育て世代に選ばれる
むらづくりプロジェクト

重点プロジェクト

４

２

各種支援を医療機関等と連携して充実し、安心して子供を産める環境を整備します。

（相談事業、こうのとり事業、妊婦助成事業等の充実化）
１

子育て・若い世代を優先した移住定住促進に努め、移住・定住希望者の住まいの希望地域、住

居、仕事、子育て環境等の情報提供やサービスをワンストップで提供できる体制を構築します。
３

若者が活躍できる環境づくりや婚活イベントの充実などにより、本村に、住みたい住み続けた

い若者支援を強化します。
４

■プロジェクトの推進体制

少子高齢化・人口減少化社会の到来は、本村においても人口の減少、若者の流出が止まらない深刻

な状況となっています。このため、若者はもちろんのこと、本村の様々な活性化の取組に“活躍人材”

となり得る人々についても定住してもらえることを目指し、“出会い（婚活）”“出産”“子育て”“移住・

定住”分野の施策の充実や強化を図ります。

《誰もが住みたい 住み続けたい南阿蘇》の将来像を実現するため、若い世代が家庭を築き、本村

の次世代を担う子どもたちを安心して産み、村の宝である子供たちを村民みんなで育てる支え合い、

助け合いの環境体制づくりが課題であります。

子供たちの夢や希望の実現のため、その基盤としての学力向上、個々の可能性を引き出す教育

環境の体制強化を推進します。
５

住民福祉課をプロジェクトリーダー

に、企画観光課・教育委員会・総務

課が連携し、子育て支援、移住・定

住、婚活等にかかわる取組について、

関係団体や事業者と連携・支援を行

い、村民への意識啓発を進めます。

また、地域外を対象とした必要な

マーケティングや情報発信を展開し

ます。
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■プロジェクトの対象となる課題

■プロジェクトの推進方針

《生涯現役》のむらづくり
プロジェクト

重点プロジェクト

５

先人からの暮らしの知恵や技術の伝承、伝統文化活動継承のための取り組みを推進します。５

地域コミュニティの“共助”の仕組みの再構築に取り組みます。１

高齢者等の交通弱者に対して、日常生活の維持に向けて、バスや乗り合いタクシーなど公共交

通網整備を図ります。
４

スポーツイベントやスポーツクラブ等、村民に身近な健康づくりの場の増加を、各種団体との

協働や支援の強化を図りながら高齢者の生きがいづくりに向けて、生涯学習の内容の充実、参

加促進の広報活動等を強化します。

３

■プロジェクトの推進体制

健康への取組は、妊娠期から始まります。母子手帳交付時における指導や乳幼児検診を充実さ

せ、生活習慣病予防（よい生活習慣、よい食事を身につけることへの意識啓発など）に力を入

れます。また、生活習慣病は自覚がないため、検診の受診率を上げ、検診結果に応じた受診勧

奨や保健指導の充実に努めます。

２

急速な高齢化や生活習慣の変化により、疾病全体に占める生活習慣病（がん・脳血管疾患・糖尿病

等）の割合が増加し、病気や介護による経済的負担・身体的負担が大きくなることが考えられます。

また、高齢化率が35％を超える中、近所との付き合いや老人クラブ等での地域の中での支え合い

（助け合い、見守り、声かけなど）が希薄になりつつあります。

併せて、働き盛り世代の村民に、一人ひとりが健康づくりの主役であることの自覚や健康の保持増

進に向けた主体的な行動を起こすことができない人々が存在します。

このため、村民が自らの健康問題に気づき、健康づくりに努め、健康寿命の延伸を目指す必要があ

ります。また、地域の支え合いの中で、高齢者が生きがいを持ち、安心して暮らせる環境体制づくり

が必要とされています。

健康推進課をプロジェクトリーダー

に、住民福祉課・教育委員会・総務

課・企画観光課が連携し、福祉・健

康等関連団体や事業者との連携、支

援を進め、村民の意識啓発や情報発

信の強化等の取組を展開します。
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用語解説

文中の右肩に〈＊〉が付いている言葉について、解説します。

本計画の中でその言葉が最初に掲載されているページのみ、掲載ページ（表中の

“掲載P”欄）を表示しています。

略

語

用　語 意味／解説 掲載Ｐ

CIQ体制
｢CIQ（シーアイキュー）｣とは、《税関／custom》《入国管理／immigration》《検疫／

quarantine》の３つの英語の頭文字を取った略称で、｢CIQ体制｣とは、外国人が日本に入国

する際に受けなければならない入国審査手続の体制のことを指します。

P27

COP21

｢COP（コップ）｣とは、｢気候変動枠組条約締約国会議｣《カンファレンス・オブ・パー

ティーズ／Conference of Parties》の略称であり、地球温暖化対策に世界全体で取り組んで

いくための国際的な議論の場を指します。平成27年（2015年）秋に21回目の会議がパリで

開催されたため、この会議を｢COP21｣、または｢パリ会議｣と呼びます。

P25

DMO／DMC

｢DMO（ディーエムオー）｣とは、《デスティネーション・マネージメント（またはマーケ

ティング）・オーガニゼーション／Destination Management/Marketing Organization》。

｢DMC（ディーエムシー）｣とは、《デスティネーション・マネージメント（またはマーケ

ティング）・カンパニー／Destination Management/Marketing Company》。双方とも、

観光物件、自然、食、芸術・芸能、風習、風俗など当該地域にある観光資源に精通し、地域

と協同して観光地域作りを行う法人を指します。

観光庁の定義では、『地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する

「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しな

がら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するととも

に、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人』としています。

P72

GDP

｢GDP（ジーディーピー）｣とは、｢国内総生産｣のことで、《グロス・ドメスティック・プロ

ダクト／gross domestic product》の略語。一定期間内に国内で生産された付加価値の総額

のことを指します。

P26

ICT

｢ICT（アイシーティー）｣とは、《インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テ

クノロジー／information and communication technology》の略語で、「情報通信技術」の

こと。｢IT｣《インフォメーション・テクノロジー／information technology》とほぼ同義の

意味を持ちますが、コンピューター関連の技術をIT、コンピューター技術の活用に着目する

場合をICTと、区別して用いる傾向があります。国際的に｢ICT｣が定着していることなどか

ら、日本でも近年、｢ICT｣が｢IT｣に代わる言葉として広まりつつあります。

P26

IｏＴ

｢IoT（アイオーティー）｣とは、《インターネット・オブ・シングス／internet of things》｣

の略語で、従来インターネットに接続されていなかった様々なモノ（センサー機器、駆動装

置、建物、車、電子機器など）が、ネットワークを通じてサーバーやクラウドサービスに接

続され、相互に情報交換をする仕組みです。モノがインターネットと接続されることによっ

て、これまで埋もれていたデータをサーバー上で、処理、変換、分析、連携することが可能

となり、これによって、これまでになかった、より高い価値やサービス生み出すことが可能

となりつつあります。

P26

ＩＴ

｢IT（アイティー）｣《インフォメーション・テクノロジー／information technology》の略

語で、｢情報技術｣（コンピューターやデータ通信に関する技術）の総称です。その言葉の意

味は広く、情報通信分野の基礎技術から応用技術の範囲にまで及びます。具体的には、コン

ピューターやインターネットを中心とするネットワークを活用し、会社の業務や生活に役立

てるための技術を指すことが多いようです。現在は、「ICT」という用語が使われることが

多くなっています。

P119
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LCC

｢LCC（エルシーシー）｣とは、｢ローコストキャリア／low cost carrier｣の略語。効率的な

運営により低価格の運賃で運航サービスを提供する航空会社を指します。 アメリカの航空

自由化を契機に登場し、世界的に航空規制緩和が進む中で各地に数多く誕生しています。

｢格安航空会社｣ともいいます。

P133

LED防犯灯

｢LED（エルイーディー）｣とは、｢発光ダイオード／light emitting diode｣の略語で、順方向

に電圧を加えた際に発光する半導体素子です。この技術を使った照明器具は、従来の蛍光灯

や白熱灯のものと比べてエネルギー効率と耐久性（耐用年数）に優れ、省エネと維持管理経

費の削減に効果があるとされています。｢LED防犯灯｣とは、そのようなLED技術が使用され

た防犯灯を指します。

P102

NPO

《ノン-プロフィット・オーガニゼーション／Non-Profit Organization》、または《ノット-

フォー-プロフィット・オーガニゼーション／Not-for-Profit Organization》の略称で、様々

な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総

称です。従って、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益

は、様々な社会貢献活動に充てることになります。

このうち、｢特定非営利活動促進法｣に基づき法人格を取得した法人を、「特定非営利活動法

人(NPO法人)」といいます。

P59

SNS

《ソーシャル・ネットワーキング・サービス／social networking service》の略語。イン

ターネットのネットワークを通じて、人と人をつなぎ、コミュニケーションが図れるように

設計された会員登録制のサービスで、友人・知人間のコミュニケーションを円滑にする手段

や場を提供したり、趣味や嗜好、居住地域、出身校、あるいは「友人の友人」といった共通

点やつながりを通じて新たな人間関係を構築する場の提供などの機能を有し、Webサイトや

専用のスマートフォンアプリなどで閲覧・利用することができます。

2003年頃アメリカを中心に相次いで誕生し、現在では世界最大のソーシャル・ネットワー

クに成長した「Facebook」(フェイスブック)や、短いつぶやきを投稿・共有するマイクロブ

ログ型の「Twitter」(ツイッター)、写真の投稿・共有を中心とする「Instagram」(インスタ

グラム)、ビジネス・職業上の繋がりに絞った「LinkedIn」(リンクトイン)などが代表的なも

のとされています。日本においては、上記のほか、｢LINE（ライン）｣が圧倒的な人気を

誇っています。

P26

UIターン

「Ｕターン」とは、地方で生まれ育った人が、都心で働いた後に、ふたたび自分の出身地に

戻って職を得て定住することをいいます。 ｢Ｉターン｣とは、自分が生まれ育った地元以外

で、特に都市圏で生まれ育った人が、地方に職を得て定住することをいいます。

P39

Wi-Fi

パソコンやテレビ、スマホ、タブレット、ゲーム機などのネットワーク接続に対応した機器

を、無線で｢LAN（ラン）／Local Area Network／同一の敷地、または建物内等に構築され

たネットワーク｣に接続する技術のことです。無線でつなぎますので、｢無線LAN｣とも呼ば

れます。

P28

アクティビティ
一般的には「活動」や「活気」といった意味の英語ですが、館の言う分野においては、リ

ゾート地や旅行先などでの様々な｢遊び｣を指します。
P77

アジェンダ
《agenda》。計画、予定表、議事日程、協議事項の意味。近年、政治・政策的な分野にお

いて、｢検討課題｣｢行動計画｣の意味で用いられる傾向が高いです。
P42

阿蘇くじゅう国立公園

熊本県と大分県にまたがる、九州中央部に位置する国立公園。昭和９年（1934年）12月4

日、阿寒国立公園、日光国立公園、中部山岳国立公園、大雪山国立公園とともに指定されま

した。平成２年（1986年）に｢阿蘇国立公園｣から現在の名称に改称されました。

P58
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アプリ

《アプリケーション・ソフトウェア、アプリケーション・プログラム／application

software・application program》の略語で、OS上にインストールして利用するソフトウェ

ア全般のことを意味する言葉です。パソコンやインターネットの世界ではむしろ“ソフト”と

略されてきた歴史があり、｢エクセル｣は表計算アプリではなく表計算ソフト、｢ワード｣は文

書作成アプリではなく文書作成ソフトと呼ぶほうが一般的です。

私たちは、パソコンやスマートフォン、タブレットなどを使って何かをする時は、必ず何ら

かのアプリケーションを起動しますが、スマ－トフォンの普及にともない、“ソフト”ではな

く“アプリ”と呼ばれることが多くなりました。スマートフォンユーザーの間では、ビジネス

目的のアプリではなく、ゲームやメール、音楽プレイヤーなど趣味やコミュニケーション

ツールなどのアプリの利用頻度が高くなっており、“アプリ”とはそのような狭い分野のコン

テンツを示す使われた方も多くなっています。

P119

育成複層林
人為によって保育などの管理がされた森林のうち、樹齢や樹高の異なる樹木によって構成さ

れた森林。
P57

一次エネルギー

石炭や石油、天然ガス、水力など、自然にあるままの形状で得られるエネルギーを指しま

す。これに対して、ガソリンや電気など使いやすく加工されたエネルギーを｢二次エネル

ギー｣といいます。

P25

一般会計

国および地方自治体で、一般の歳入・歳出を経理する会計のことを指します。個別の事業の

状況や資金運営を明確化するため、特定の歳入・歳出を区分して経理する｢特別会計｣が、｢

一般会計｣とは別に、特例的に設けられています。

P124

インバウンド

英語では｢inbound｣と表記します。外国人が訪れてくる旅行のこと。日本へのインバウンド

を｢訪日外国人旅行｣または｢訪日旅行｣といいます。 これに対し、自国から外国へ出かける

旅行を｢アウトバウンド／outbound｣、または｢海外旅行｣といいます。

P27

エコ・ツーリズム

国際的には統一した定義がない中、我が国においては、平成19年（2007年）に「エコツー

リズム推進法」を策定し、『《自然環境の保全》《観光振興》《地域振興》《環境教育の場

としての活用》を基本理念とした、地域ぐるみで自然環境や歴史文化など地域固有の魅力を

観光客に伝えることにより、その価値や大切さが理解され、保全につながっていくことを目

指していく仕組み』と定義しています。

P77

エコ・ファーマー

平成11年（1999年）7月に制定された「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法

律（持続農業法）」第4条に基づき、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を

都道府県知事に提出して、当該導入計画が適当である旨の認定を受けた農業者の愛称名で

す。

P52

温室効果ガス

地球大気中に放出されたとき、温室効果を引き起こす性質のある気体の総称。従来から問題

にされてきた二酸化炭素（CO2）のほかにも、メタン（CH4）、フロン、亜酸化窒素

（N2O）なども温室効果を引き起こし、単位量当たりの効果が大きいため、排出量が少なく

ても地球環境への影響が甚大とされています。

P50

合併処理浄化槽

し尿と台所、風呂、洗濯、洗面所などの生活雑排水を併せた生活排水を処理する浄化槽のこ

と。単独処理浄化槽と比べて、はるかに処理能力が高く、下水道の終末処理場と同等の放流

水質に処理できます。一般家庭用の小型のものから、３万人規模の地域集落排水処理施設ま

であり、近年は、窒素やリンも除去できる機能がついた高度処理型も開発されています。

P51
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合併特例基金

｢合併特例債｣を財源として、合併後の市町村が、地域住民の連携の強化や地域振興のために

設ける基金。｢合併特例債｣とは、合併した市町村の市町村建設計画に基づく事業などの経費

について、合併年度とその後10年度に限って財源にできる地方債（地方自治体が国や金融

機関から借り入れる資金のうち、１会計年度を越えて返済される債務のこと）。７割は実質

的に国の負担となります。旧合併特例法が平成11年（1999年）に改正され、設置されまし

た。平成11年度～平成17年度（2005年）に合併（平成の大合併）した市町村が対象となっ

ています。平成23年（2011年）の東日本大震災後、被災地は10年、それ以外の市町村は５

年、発行期限が延長されています。

P124

観光入込客数

（かんこういりこみきゃくすう）

日常生活圏以外の場所へ旅行し、そこでの滞在が報酬を得ることを目的としない人々の数を

いいます。国の基準では、観光地点、行祭事・イベントを訪れた人々の数としています。
P21

感染症

ウイルスや細菌などの病原体が体内に侵入して増殖し、発熱や下痢、咳等の症状がでること

をいいます。 感染症には、人から人にうつる伝染性の感染症のほかに、破傷風やツツガム

シ病などのように人から人にはうつらず、動物や昆虫から、あるいは傷口から感染する非伝

染性の感染症も含まれています。

P108

くまもとふるさと食の名人

熊本県の各地域で郷土の伝統料理等について卓越した知識、経験、技術等を有し、伝承活動

等に取り組んでいる人を県が認定する制度です。現在、408名の名人が登録されています。

（平成30年2月現在）

P68

グリーン・ツーリズム

農山漁村地域において自然・文化、農林漁業とのふれ合いや人々との交流を楽しむ滞在型の

余暇活動を指します。ヨーロッパ諸国において1970年代頃から普及し、都市と農村の交流

人口の増加や農山漁村地域の収入増加などに成果を上げていることから、日本でも自然体験

や農業体験、加工体験などの農山漁村の暮らしを学び、あるいは農村伝来の食文化に舌鼓を

打ち、農村住民は都市住民に対して農産物や加工品だけでなく、農家レストランや宿泊サー

ビスを提供するなど、多様な事業が展開されています。

P38

グローバル化
政治・経済、文化など、様々な側面において、従来の国家・地域の垣根を越え、地球規模で

資本や情報のやり取りが行われることです。
p85

経営耕地面積

｢耕地｣には、農林業経営体が自ら所有して耕作している耕地（自作地）、他から借りて耕作

している耕地（借入耕地）の２つのパターンがあり、｢経営耕地｣とは、その２つを合わせた

総称です。｢経営耕地面積｣とは、その経営耕地の面積のことを指します。

P20

健康寿命

「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義されています。平

成12年（2000年）にWHO（世界保健機関）がその延伸を提唱して以来、寿命を伸ばすだけ

でなく、心身共に健康で生活できる期間をいかに伸ばすかに関心が高まっています。

P97

合計特殊出生率
人口統計上の指標で、一人の女性が出産可能とされる15～49歳までの女性の年齢別出生率

を合計した数値です。
P14

交流人口
その地域に訪れる（交流する）人のこと。 その地域に住んでいる人、つまり「定住人口」

（又は居住者・居住人口）に対する概念です。
P38

高齢化率 65歳以上人口が総人口に占める割合のことです。 P13

コーホート変化率法

コーホートとは、ある年（期間）に生まれた集団のことをいい、コーホート変化率法とは、

各コーホートについて、過去における実績人口の動勢から変化率を求め、それに基づき将来

人口を推計する方法です。他に、各コーホートについて、「自然増減」（出生と死亡）及び

「純移動」（転出入）という二つの「人口変動要因」それぞれについて将来値を仮定し、そ

れに基づいて将来人口を推計する｢コーホート要因法｣もあります。

P15
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国際連合

国際連合憲章のもと1945年に設立された国際機関で、《国際平和と安全の維持（安全保

障）》《経済・社会・文化などに関する国際協力の実現》等にかかわる活動を行っていま

す。加盟国は193か国であり（2017年現在）、《総会》《安全保障理事会》《経済社会理事

会》《信託統治理事会》《国際司法裁判所》《事務局》の６つの主要機関で構成されていま

す。

P25

国勢調査

統計法（平成19年５月23日法律第53号）に基づき、総務大臣が国勢統計を作成するため

に、「日本に居住している全ての人及び世帯」を対象として実施される、国の最も重要かつ

基本的な統計調査（全数調査）で、大正９年（1920年）より実施されています。調査項目

は、国内の人口、世帯、産業構造等など。国勢調査は、基本的には５年ごとに、なおかつ

「西暦が５の倍数の年」に実施することとなっていますが、総務大臣が必要があると認める

ときには、臨時の国勢調査を行うこともできると規定されています（第５条第３項）。

P11

国土利用計画法

重要な資源である国土を、総合的かつ計画的に利用するために必要とされる規定をおく国の

法律で、昭和49年（1974年）6月25日法律第92号に制定され、土地利用基本計画の作成

や、土地取引の規制を定めています。

P61

子ども・子育て関連３法

平成24年（2012年）８月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部

改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律」の３つを指します。

P105

再生可能エネルギー

太陽光や風力、地熱といった地球資源の一部など自然界に常に存在するエネルギーのことで

す。「枯渇しない」「どこにでも存在する」「二酸化炭素を排出しない（増加させない）｣

といった点が石油や石炭などの化石エネルギーと異なる部分で、地球環境にやさしいエネル

ギーとされています。

P25

財政調整基金
自治体が財源に余裕がある年に積み立て、不足する年に取り崩すことで財源を調整し、計画

的な財政運営を行うための貯金的なお金を指します。
P124

サテライトオフィス

企業や団体の本拠から離れた所に設置されたオフィスのこと。近年では、通勤による混雑が

激しい都心部を避けて、自社の本拠で行う業務と同等の仕事をできるように情報・通信設備

を整え、かつ勤務者の自宅により近い、または混雑が少ない経路で通勤できる場所に立地し

たオフィスを指す傾向があります。

総務省では、地方創生事業の一環として、「お試しサテライトオフィス事業」や「ふるさと

テレワーク推進事業」などの関連事業を推進しています。

P76

産業３分類別産業人口

産業を第一次産業、第二次産業、第三次産業に3分類した場合のそれぞれの就業人口を指し

ます。産業を三部類することは、イギリスの経済学者、コーリン・クラークが著書『経済的

進歩の諸条件』（1941年刊行）の中で示し、世界中に広まりました。

＊第一次産業 － 農業、林業、水産業など

＊第二次産業 － 製造業、建設業など

　　　　　　　（工業生産、加工業、電気・ガス・水道業等）

＊第三次産業 － 情報通信業、金融業、運輸業、小売業、サービス業など

P17

ジェンダー

《gender》。身体の特徴など生来の性別の違いではなく、社会的、文化的につくられた性

差のこと。「男は仕事、女は家事育児」といった「男はこうあるべきだ」「女はこうあるべ

きだ」とする性別による役割分担も含まれます。

P42

実質公債費率

地方自治体における一般財源の規模に対する公債費の割合のこと。実質的な財政の不健全性

を示す指標として平成18年度（2006年）に導入されました。実質公債費比率が18％以上と

なる地方自治体は、地方債を発行するときに国の許可が必要になり、さらに、実質公債費比

率が25％以上になると、単独事業のために債権を発行することは不可とされています。

P124
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ジビエ
キジ、ヤマウズラ、野ウサギ、シカ、イノシシなど、狩猟によって食材として捕獲される野

生鳥獣やその肉のことを指します。フランス語で｢gibier｣と表記します。
P57

住民基本台帳

氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民に関する事務

処理の基礎となるものです。

住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付などにより、住民のの居住関係を公証するととも

に、選挙人名簿の作成、国民健康保険等の被保険者の確認、印鑑登録に関する事務など、地

域住民の様々な事務処理のために利用されています。

平成11年（1999年）の住民基本台帳法の改正により、行政機関等に対する本人確認情報の

提供や市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理を行うため、地方公共団体共

同のシステムとして、各市町村の住民基本台帳のネットワーク化が実現しています。

P11

重要業績評価指標（KPI）
｢KPI｣とは《キー・パフォーマンス・インディケーター／key performance indicator》 の

略。企業などの組織において、個人や部門の業績評価を数値で評価するための指標です。
P7

循環型社会

有限である資源を効率的に利用するとともに再生産を行って、持続可能な形で循環させなが

ら利用していく社会のこと。

国の｢循環型社会形成推進基本法｣（平成12年 法律第110号）では、｢まず製品等が廃棄物等

となることを抑制し、次に排出された廃棄物等についてはできるだけ資源として適正に利用

し、最後にどうしても利用できないものは適正に処分することが確保されることにより実現

される、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された社会」としてい

ます。

P25

生涯学習

一般には、人々が生涯に行うあらゆる学習、すなわち、学校教育、社会教育、文化活動、ス

ポーツ活動、レクリエーション活動、ボランティア活動、企業内教育、趣味など様々な場や

機会において行う学習の意味で用いられます。また、生涯学習社会を目指そうという考え

方・理念自体を表していることもあります。

平成18年（2006年）12月に国で可決・成立した｢改正教育基本法第３条｣において、「国民

一人ひとりが自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって

あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすこと

のできる社会の実現が図られなければならない。」との内容が「生涯学習の理念」として定

められ、国民は生涯学習社会の実現に努めることが規定されています。

P85

人工知能

｢人工知能｣は、｢AI｣《アーティフィシャル・インテリジェンス／artificial intelligence》と

いう略語でも知られています。｢人工知能｣について、明確な定義はありませんが、記憶や学

習といった人間の知的な活動をコンピューターに肩代わりさせることを目的とした研究や技

術のことを指します。

P26

水源涵養林

（すいげんかんようりん）

水源を保ち育て、河川流量を調節するための森林を指します。雨水を一時に流出させず、常

に一定量を蓄えるので水資源の確保や水害防止に役立ち、保安林に指定されています。
P51

スクリーニング

《スクリーニング／screening》とは、｢ふるいわけ｣の意味。｢視力スクリーニング検査｣と

は、１歳６カ月時、３歳時、幼稚園、就学時の眼科検診において、目の病気を持つ子どもた

ちを早期に発見し、早期に治療を受けさせることを目的とした検査です。

P106

スポットビジョンスクリーナー

6か月の乳幼児から大人まで、近視、遠視、乱視等の屈折異常や、屈折の左右差、瞳孔不

同、斜視など視機能上の問題を迅速、かつ正確に検知することをサポートするために開発さ

れた、携帯型の視力スクリーニング検査機のことです。

P106

スマートフォン

先進的な携帯機器用OS（オペレーティング・システム／コンピュータの、入出力や同時並

行処理などを管理するプログラム）を備えた携帯電話の一種で、従来の携帯電話（フィー

チャーフォン）や、パソコンの機能を取り込んでいる携帯端末とされます。日本では、“ス

マホ”“スマフォ”“携帯”と略されます。

P26
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生活インフラ

｢インフラ｣とは《インフラストラクチャー／infrastructure》の略で、もともとは「下部構

造」という意味です。これが転じて、道路・鉄道・上下水道・送電網・港湾・ダム・通信施

設など、地域住民が生活していくのに必要な基盤を“生活インフラ”と言うようになりまし

た。広い意味では学校・病院・公園・福祉施設なども範疇に含めます。“生活インフラ”に含

まれるものとしては、「社会で共有する性格」を持っている点、公共性が高い点が特徴とな

ります。

P16

生活習慣病

生活習慣病とは、長年のよくない生活習慣（主に食事の摂り方や内容、運動不足など）が原

因となって発症・進行する病気です。かつては「成人病」と呼ばれていた病気が、成人より

も低い年齢で発症が見られるようになり、生活習慣を改善すれば予防できることから「生活

習慣病」という名称に変わりました。

主な生活習慣病としては、悪性新生物（がん）、心疾患、高血圧症、脂質異常症、糖尿病、

骨粗しょう症、歯周病などがあげられます。

P108

生産年齢人口
年齢別人口のうち、生産活動の中核をなす年齢の人口層を指し、日本では15歳以上65歳未

満の人口がこれに該当します。
P16

ゾーンバスシステム

長くて複雑な路線バス系統を整理して、途中に乗り換え拠点の「ミニバスターミナル」を設

け、市街地までの基幹バスと末端部の支線バスとに分けることにより、定時性の確保と車両

の効率的運用を図るバス運行の仕組みのことです。

P117

村内総生産
国内総生産（GDP）の市町村版にあたるもので、１年間に村内で行われた各経済活動部門

の生産活動によって生み出された貨幣評価額をいいます。
P18

村民所得

村内に居住している人々（法人を含む）に分配される所得のことであり、｢雇用者報酬｣｢財

産所得｣｢企業所得｣の３つで構成されます。

｢１人当たりの村民所得｣とは、村民所得を人口で割った数値であり、個人の所得水準を表す

ものではなく、企業の利潤なども含んだ村の経済全体の所得水準を表すものです。

P18

団塊世代

第二次世界大戦直後の昭和22年（1947年）～昭和24年（1949年）に生まれて、文化的な面

や思想的な面で共通している戦後世代のことです。第一次ベビーブーム世代とも呼ばれま

す。

P13

男女共同参画社会

性別を理由に不当に排除されてきた分野への参加促進のため、性差別をなくし、様々な制度

を整備する社会のこと。国の｢男女共同参画社会基本法｣においては、『男女が社会の対等な

構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保

され、均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責

任を担うべき社会』と定義されています。

P99

地域コミュニティ

地域住民が生活している場所、すなわち消費、生産，労働、教育、衛生・医療、遊び、ス

ポーツ、芸能、祭りなどにかかわり合いながら、住民相互の交流が行われている地域社会、

あるいはそのような住民の集団のことを指します。

P23

地域包括ケアシステム

重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるこ

とができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組みのこと

です。

｢地域包括ケアシステム｣は、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基

づき、地域の特性に応じてつくり上げていくことが必要とされています。

P109

地下水涵養

（ちかすいかんよう）

雨や川の水などが地下に浸透して帯水層に流れ込むことです。「涵」という文字が“浸す”や

“潤す”を意味しているので、地下水がジワジワと満たされるようなイメージになります。

地下水が涵養されると、帯水層のすき間が水で埋まるため地盤が安定し、地盤沈下を防止で

きます。また、地中の水分が蒸発する際にエネルギー(気化熱)を奪って気温を下げるため、

気温上昇(ヒートアイランド現象)の緩和にも役立ちます。地下水量は、「雨水の浸透量」と

「くみ上げ量」によって増減し、雨水が浸透するほど、また利用量が少ないほど涵養されま

す。

P51
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地産地消

（ちさんちしょう）

地域で生産されたものをその地域で消費することを指します。国の基本計画では、地域で生

産された農産物を地域で消費しようとする活動を通じて、｢農業者と消費者を結びつける｣と

いう部分にまで及ぶ取組を指し、これにより、生産者が消費者に対して、｢顔が見え、話が

できる｣関係で地域の農産物・食品を販売する機会を得るとともに、地域の農業と関連産業

の活性化を図る取組と位置づけています。

P38

地方分権社会

国に集中している権限や財源を地方自治体に移管し、住民と自治体が協力して、地域のこと

は地域で決められるようにする社会のことです。対義語は｢中央集権社会｣。平成12年

（2000年）４月、｢地方分権一括法｣の施行により、地方分権の取組が本格的にスタートし

ました。

P123

つなげよう、支えよう、
森里川海プロジェクト

国民全体で「森里川海を豊かに保ち、その恵みを引き出すこと」「一人ひとりが、森里川海

の恵みを支える社会をつくること」を目指す、環境省が推進するプロジェクトです。

阿蘇地域においては、平成30年（2018年）１月に、環境省、熊本県、東海大学が、南阿蘇

村の立会いのもと、「阿蘇地域の創造的復興に向けた地域循環共生圏の構築に関する協定」

を締結し、 三者が互いに連携、協力し、震災に見舞われた阿蘇地域の創造的復興に向け

て、阿蘇山から有明海に至る森里川海のつながりをこれまで以上に強く意識し、豊かな地域

循環共生圏の構築を目指すこととなりました。プロジェクト一環で、阿蘇地域の自然資源を

活用した「森里川海研究所―里地・里山ビジネスラボ（仮称）」の設置を、東海大学阿蘇

キャンパス復興の柱として位置づける方針です。

P128

定性的・定量的
｢定性的｣とは物事の質的な面を表現することで、｢定量的｣とは数字で表現することです。ビ

ジネスシーンなどにおいては、目標の設定する場合に用いられることが多い言葉です。
P47

デマンド交通

《デマンド／demand》とは「要求、要請」の意味。｢デマンド交通｣とは、利用者が電話な

どで乗車を予約し、乗り場や行き先はエリア内なら希望ができる公共交通の仕組みのひとつ

です。｢デマンド交通｣は、利用者がいなければ走る必要がなく、小型車の活用で可能、経費

削減やバスが走れない狭い道でも運行ができるなどのメリットがあります。その一方で、タ

クシーのような希望時間の乗車が必ずしも可能ではなく、乗り合いとなるため、すぐに目的

地までいけないなどのデメリットもあります。

P117

冬季湛水

（とうきたんすい）
稲刈りが終わった水田に冬期も水をはる農法を指します。 P51

同和問題

日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の

一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で

様々な差別を受けている状況が存在する、我が国固有の重大な人権問題です。

残念ながら、今なお、こうした人々に対する差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な

内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなさ

れるといった事案が発生しています。差別や偏見に基づくこうした行為は、他人の人格や尊

厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。

国や地方自治体では、部落差別等の同和問題を正しく理解し、一人ひとりの人権が尊重され

る社会の実現を目指しています。

P112

特殊詐欺

不特定の人に対して、対面することなく、電話、FAX、メールを使って行う詐欺のこと。振

り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺等)に加え、金融

商品等取引名目の詐欺、ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺、異性との交際あっせん名目

の詐欺など８つの類型の総称です。

P99

ドメスティック・バイオレンス

配偶者や同居している恋人など、日常を共にする相手から受ける暴力行為。肉体的暴力のみ

ならず、言葉の暴力、性行為の強要、物の破壊などが含まれます。多く、男性から女性への

行為をいいます。 ｢DV（ディー・ブイ）｣という略語でも知られています。

P112
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トレッキング

｢trek｣とは｢移動｣の意味があり、｢trekking｣とは｢山歩き｣を意味します。登頂を目指すこと

を主な目的としている｢登山｣に対し、｢トレッキング｣は特に山頂にはこだわらず、山の中を

歩くことを目的としている言葉です。

P79

農林業センサス

日本の農林業の生産構造や就業構造、農山村地域における土地資源など農林業・農山村の基

本構造の実態とその変化を明らかにし、 農林業施策の企画・立案・推進のための基礎資料

となる統計を作成し、提供することを目的に、５年ごとに農林水産省が実施する調査です。

“センサス”とは英語で｢全体調査｣の意味で、日本では農林業の他にも、各省庁において、｢

経済センサス｣等、様々な全体調査が行われ、結果を公開しています。

P20

法面（のりめん）
切土や盛土により作られる人工的な斜面のこと。道路建設や宅地造成などに伴う、地山掘

削、盛土などにより形成されます。
P56

バイオマス

生物資源《バイオ／bio》の量《マス／mass》を表す概念で、一般的には「再生可能な、生

物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」を｢バイオマス｣と呼びます。｢バイオマス｣

は、その賦存状態により、｢①廃棄物系バイオマス（家畜排泄物、食品廃棄物など）｣｢②未

利用バイオマス（稲わら、麦わら、もみがら、林地残材など）｣｢③資源作物（糖質資源、で

んぷん資源、油脂資源｣の３つに分類されます。

｢木質バイオマスエネルギー｣（→p71）は、②に該当し、樹木の伐採や造材のときに発生し

た枝、葉などの林地残材、製材工場などから発生する樹皮やのこ屑などのほか、住宅の解体

材や街路樹の剪定枝などの種類があります。

P52

働き方改革

働く人々が置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く人々

一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指す国の政策で、平成29年

（2017年）３月、｢働き方改革実行計画｣がまとめられ、その計画に沿って施策が進行中で

す。

P26

パブリックコメント

《public comment》。行政機関が規制の設定や改廃をするとき，原案を公表し，国民の意

見を求め，それを考慮して決定する制度で、正しくは、｢パブリックコメント制度｣、略して

“パブコメ”などと称されます。平成11年（1999年）３月に「規制の設定または改廃にかか

わる意見提出手続き」を閣議決定し、国のパブリックコメント制度が導入され、地方自治体

の間でも、住民の意見を聞く同様の制度が導入されるようになりました。

P125

バリアフリー
高齢者や障がいのある人などが社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去

（フリー）することです。｢ユニバーサルデザイン｣とは似て非なる言葉とされています。
P83

パリ協定

日本を含む175の国と地域が署名した｢COP21｣で採択された国際的な取り決めで、｢世界全

体の温室効果ガス排出量削減のための方針と長期目標の設定｣｢各国の温室効果ガス排出量削

減目標の設定｣がなされています。

P25

ビザ

英語で｢visa｣と表記し、日本語では｢査証｣の意味。国家が自国民以外に対して、その人物の

所持する旅券が有効であり、かつその人物が入国しても差し支えないと示す証書のことを指

します。多くの国では入国を保証するものではなく、入国許可（上陸許可）申請に必要な書

類の一部とされており、大多数の国が同様の制度を運用していいますが、同時に一定の条件

内で査証免除が実施される傾向が増えつつあります。

P27

ビッグデータ

スマートフォンやインターネット を通した位置情報・行動履歴や、ホームページやテレビ

の閲覧・視聴に関する情報などから得られる膨大なデータを指します。2012年、アメリカの

科学技術政策局がビッグデータ に関する研究と発展について発表したことで、大きく注目

されるようになりました。

P26

人・農地プラン

（ひと・のうちプラン）

農業・農村が厳しい環境に直面している中で、農業・農村を持続・再生させていくためには

人と農地の問題を一体的に解決していく必要があると言う視点から、農林水産省が平成24年

度（2012年）から開始した事業。このプランは、地域の高齢化や農業の担い手不足が心配

される中、５年後、10年後までに、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを、

地域や集落の話し合いに基づきとりまとめるものです。市町村がとりまとめ役になって、農

地の引き受け手である「地域の中心となる経営体」へ農地の集積を図るための将来的な農地

利用の設計図を描くものとされています。

P66
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ファシリティマネジメント

《facility management》。直訳すると「設備管理」。アメリカで生まれた経営管理手法

で、土地、建物、設備、インテリア、室内環境、ITインフラなど企業の不動産全体を、“資

源”という観点から管理・運営すること。略して「FM」(エフエム)。

管理する項目に、従来からの運転監視や設備点検・診断、図面管理、保全計画といった設備

の管理をはじめ、災害対策、エネルギー管理、オフィス空間の快適化・効率化、建設工事の

管理、建物のリニューアル、移転、土地の有効活用、人の活用などが含まれます。これらに

より経費の節減、生産性の向上、業務効率の改善が図れ、施設・建物の価値を高めることが

できるという手法です。

P121

ふるさと納税

「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶこと

ができる制度」として、平成20年（2008年）に開始された都道府県・市町村への寄付制度

です。寄付金のお礼として、その土地のお米やお肉といった特産品や名産品が「お礼品」と

してもらえることから人気を集めています。手続きをすると、所得税や住民税の還付・控除

が受けられます。

P67

ブロードバンド通信網

｢ブロードバンド｣とは、直訳すると「広帯域」という意味で、｢ブロードバンド通信網｣と

は、高速・大容量のデータ通信が実現するネットワークサービスのこと。光通信やxDSLな

どの有線通信、第三世代携帯電話以降の無線通信（LTE、WiMAX）などを指します。

P119

ほ場 作物を栽培する田畑、農圃のこと。 P69

マーケティング

企業などの組織が行うあらゆる活動のうち、「顧客が真に求める商品やサービスを作り、そ

の情報を届け、顧客がその価値を効果的に得られるようにする」ための概念です。また、顧

客のニーズを解明し、顧客価値を生み出すための経営哲学、戦略、仕組み、プロセスを指し

ます。

P72

モバイルデバイス
《mobile device》。｢モバイル端末｣ともいいます。小型軽量で持ち運ぶことができる情報

端末装置のこと。小型ノートパソコン・スマートフォン・タブレットなど。
P119

有機・減農薬栽培

（環境保全型農業）

｢有機栽培｣とは、農林水産省が定めた｢有機JAS法｣に基づく生産手法です。因みに、｢オー

ガニック栽培｣は｢有機栽培｣と同じ意味であり、｢無農薬栽培｣は｢有機栽培｣とは同じ意味で

はありません。｢有機栽培｣とは、｢JAS有機認証制度｣の認証を受けている産物にしか表示で

きないとされています。｢減農薬栽培｣は、農薬を減らした生産手法を指しますが、｢有機栽

培｣のように認証制度はなく、農林水産省のガイドラインにおける表示については、｢特別栽

培｣に統一されています。

｢環境保全農業｣とは、｢農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつ

つ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な

農業｣と農林水産省により定義されています。

P51

ユニバーサルデザイン

「ユニバーサル」＝「普遍的な、全体の」という言葉が示しているように、「すべての人の

ためのデザイン」を意味し、年齢や障害の有無、体格、性別、国籍などにかかわらず、でき

るだけ多くの人にわかりやすく、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザ

インすることをいいます。この考え方は、1980年代にアメリカのノースカロライナ州立大

学で建築や物のデザインを研究していたロナルド・メイス教授によって明確にされました。

｢バリアフリー｣は、障がい者や高齢者等の社会的弱者の障害を取り除くということで、｢ユ

ニバーサルデザイン｣とは区別されています。

P73

リモートワーク

在籍する会社のオフィスに出社せず、自宅やレンタルオフィスなど、会社から離れた（リ

モート）場所で業務を遂行する勤務形態。 近年、同義の｢テレワーク｣や｢在宅勤務｣を、こ

う呼び替えるケースが増えています。

P76
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旅行消費額

訪日外国人の旅行消費額については、日本滞在中の旅行中支出（宿泊費・飲食費・交通費・

娯楽費・買い物など）のほか、出発前に旅行会社等に支払ったパッケージツアー参加費のう

ち、日本国内の事業者等に支払われる金額も含まれます。

P27

６次産業化

「地域資源」を有効に活用し、農林漁業者（１次産業従事者）がこれまでの原材料供給者と

してだけではなく、自ら連携して加工（２次産業）・流通や販売 （３次産業）に取り組み、

経営の多角化を進める取組を指します。６次産業化の推進は、農山漁村の雇用確保や所得の

向上につながるとされています。

P38

ワークショップ

《workshop》。もともとは｢工房、作業場｣の意味で、さまざまな立場の人々が集まって、

自由に意見を出し合い、互いの考えを尊重しながら、意見や提案をまとめ上げていく場とさ

れています。ワークショップの実施においては、“ファシリテーター”（｢促進者｣の意味）と

呼ばれる司会進行役の人が、参加者が自発的に作業をする環境を整え、参加者全員が体験す

るものとして運営されることが一般的な手法とされています。

P125
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