
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆結婚を望んでいる方の応援 

 結婚相談員による相談会やイベントの企画・
運営を充実し、出会いの場を提供します。 

☆子どもを望んでいる方を支援 

・不妊症治療費の助成（１人最大２０万円） 
・不育症治療費の助成（１人３０万円） 

☆子どもの医療費を支援 

 高校卒業まで、医療費を無料とします。 

☆保育園の無料化 

 ・３・４・５歳児の保育料を無料とします。 
 ・０～２歳児の保育料を第２子半額とします。 
 ・第３子以降は保育料を無料とします。 

☆保育環境の充実 

・土曜保育を１日に延長します。 
・産後８週経過後から保育を受けます。 

☆農業の担い手を支援 

・青年就農者に給付金を支給します。 
  最長５年間、年間１５０万円 

☆新たな事業のための支援 

・起業する時に、奨励金を支給します。 
  最長５年間、年間１５０万円 
・空き店舗等の改修費を助成します。 
  最大１００万円 

☆木製加工品の商品化・販売と起業の推進 

・幼児用木製玩具や木製家具等の商品化と販
売促進を支援します。 
・木製家具等での起業を支援します。 
・景観に合った木製ベンチや木製ガードレール
などの製品づくりを進めます。 

☆移住・定住できる団地の整備 

 川向地区に団地を整備することで、移住、定住
を促進します。 

☆出産をお祝い 

 第３子の誕生に３０万円、第４子以降の誕生に
５０万円を支給します。 

☆空き家・空き地の登録と紹介 

 町空き家・空き地バンクに登録した情報を公
表し住まいを必要とする方の相談に応じます。 
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住田町 

岩手県 

全国 

人口推計 

2010年 2020年 2030年 2040年 減少率

社人研 6,190 5,025 4,030 3,210 ▲ 48.1

目標人口 6,190 5,308 4,564 4,000 ▲ 35.4

減少率は、2010年と2040年を比較しています。

 国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の人口推計は、2040
年には3,211人と見込まれています。 
 本町では、出生率の向上と社会増減ゼロを実現し、2040年に約
4,000人の人口を目指します。 

☆お試し住民制度の創設 

・住田の暮らしを体験する仕組みをつくります。 
・古民家を再生し、住まいを確保します。 

☆移住・定住の情報は、ホームページ、フェイス
ブックでもご覧いただけます。 
URL http://www.town.sumita.iwate.jp/ 

人口対策と所得向上を着実に進めるために 
（住田町人口ビジョン・総合戦略・総合計画の政策パッケージ） 

結婚・出産・子育てを応援します 「住田に住みたい」を応援します 

しごとづくりを応援します 

地域づくりを応援します 

●発行 
 企画財政課政策推進係 
0192-46-2114（223） 

○地区公民館単位の地域づくりを支援します 
 人が減っていくことで、近所にお店がなく
なったり、病院に行く方法がなくなったり、
伝わる伝統を受け継ぐ若い世代が少なくなっ
たりします。地域おこし協力隊員や集落支援
員などの協力を得ながら、10年後、20年後の
地域のあり方について、みんなで話し合いま
しょう。 

☆ 国際教育と森林環境学習の推進 

 ・乳幼児期から英語にふれ、中高生を海外に派
遣し国際感覚を育成します。 
 ・各年代に合った森林環境学習を行い、森林・
林業日本一のまちづくりを進めます。 

☆各地区の活動を支援 

 地区別計画の活動に助成（補助率3/4） 

☆仲間同士の活動を支援 

 町づくり住民活動に助成（最大３０万円） 

☆住田高校教育振興への支援 

 バス通学費助成や学校給食の無償提供、英検
受験の無料化などを支援します。 

☆地域の元気づくりを支援 

 町内５地区に地域おこし協力隊員を配置する
ことで地域の元気づくりを支援します。 

☆各地区公民館機能の充実 

 町内５地区に集落支援員を配置し、地区公民
館や自治公民館の活動を支援します。 

☆各種団体の活動を支援 

 町内の様々な団体が、情報を共有するための
場を提供し、共に行う活動を支援します。 

☆体験型観光で起業する体制づくりを支援 

 ・交流人口を増やすために、産業体験と観光を
組合せたコースづくりを進めます。 
 ・観光で起業する人材を支援します。 

☆住宅新築への支援 

 最大３００万円を助成します。 
（町外から移住した場合、子育て世代の場合、町
内業者による施工の場合、町産材利用の場合で
助成額が加算されます。） 

☆住宅リフォームへの支援 

 最大１５０万円を助成します。 
（町外から移住した場合、子育て世代の場合、町
内業者による施工の場合、町産材利用の場合で
助成額が加算されます。） 

☆民間賃貸住宅建築への支援 

 最大５００万円を助成します。 
（町内業者による施工の場合、町産材利用の場
合で助成額が加算されます。） ☆奨学金の返還を免除 

  大学などを卒業して町内に５年以上住んだ場

合、一部の返還を免除します。 

☆特産品の開発を支援 

 町内の農畜産物を活用し、商品を販売したり、
加工品の開発や試作などの経費を助成します。 
  １年目 最大１００万円 
  ２年目 最大 ５０万円 

☆再生可能エネルギーの推進 

 風力や太陽光などの発電に取り組む事業者の
参入を進め、雇用の場づくりを支援します。 

住田町の 

減少率は、2010年と2040年を比較しています。 



【目標人口】 
2040年の人口は3200

人と推計されるが、
様々な施策を展開す
ることにより、出生率
の向上と社会増減ゼ
ロを実現し、2040年に
4,000人の人口を目
指します。 
 
【将来像】 

里山で暮らし続ける
ため、人口が減少し
ても、基礎的な生活
機能が保証され、住
民から住みやすい・
住み続けたいと思わ
れる「住みたい町：住
田」。 

Ⅰ 子どもの数は、
小学校２校を維持
することを目標に
設定し、複式学級
を回避するため１
学年20人、２校で
40人を確保 

児童数 
１学年４０人 
（町内） 

③小さな拠点づくりで地域に
買い物ができる環境整備 

⑥町の魅力発信による移住促
進、定住促進 

③観光産業振興による仕事の
創出 

①生活圏内に必要な買い物
等の生活・交通・医療の利便
性が図れる環境を確保 

②地域資源を活用した産業の
創出 

②地域協働による地域の魅力
づくり 

⑤ワークライフバランスの推
進  

④教育環境の整備 

③子育て環境の充実 

②妊娠・出産・子育ての切れ
目のない支援 

①結婚支援の強化 

人口ビジョン 

住田町人口ビジョン・総合戦略体系図 

総合戦略 
(必須到達目標) 

数値目標 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

目標を達成するための重点施策 

○婚姻数 

 １４組（Ｈ２６） ⇒ ２０組（Ｈ３１） 
○出生数 

 ２８人（Ｈ２６）  ⇒  ３１人（Ｈ３１） 
 ※参考 人口推計３０．４人/年 
○合計特殊出生率 

 １．１８（Ｈ２５）  ⇒  １．５０（Ｈ３１） 
○社会増減ゼロ 
○移住者数 
 ９組３０人/５年間（Ｈ２２～Ｈ２６） 

   ⇒ ４５組１３５人/５年間（Ｈ２７～Ｈ３１） 
    うち子育て世代の移住 

      ４５世帯１３５人/５年間 

①地域資源に基づく農林業の
活性化と若い世代に魅力があ
る「稼ぐ力」のある仕事として
再構築 

住民満足度向
上 
（アンケート） 
●買物 
 ６．７％ 
 → ５０％ 
  （Ｈ３１） 
●道路交通 
 １５．０％ 
 → ５０％ 
  （Ｈ３１） 
●医療 
  ７．２％ 
 → ５０％ 
  （Ｈ３１） 

町民所得 

２，３２１千円
（Ｈ２５） 
→２，５５３千円 
（Ｈ３１） 

※Ｈ２５町民所
得の１０％増 

Ⅱ 生活圏内で必
要な買い物等の
生活・交通・医療
の利便性が図れ
る環境整備 

Ⅲ 町内にいなが
らできる仕事があ
り、その仕事で生
活できる収入・賃
金を確保 

○商店数 

 ５６（Ｈ２７）  ⇒  ５０（Ｈ３１） 
   うち移動販売・買物代行（配達）商店数 

    ７（Ｈ２７）  ⇒  １０（Ｈ３１） 
○小売店売上高（商業統計） 
 ３，０５０百万円（Ｈ２６）  

      ⇒  ３，３５５百万円（Ｈ３１）  
○小さな拠点での地域活動による活動展開 

 ０（Ｈ２６）  ⇒  ５地区（Ｈ３１） 
○生活・交通・医療の満足度の向上 

 ５０％（Ｈ３１） 

○製造業売上高（経済センサス） 

 15,093百万円（H24）  ⇒  16,602百万円（H３１） 
  木材木製品売上高 

   7,751百万円  ⇒  9,000百万円 
  食品製造業売上高 

   5,962百万円  ⇒  6,558百万円 
○農林業売上高（経済センサス） 

 3,120百万円（H24）  ⇒  3,432百万円（H３１） 
○商工業売上高（経済センサス） 

 4,916百万円（H24）  ⇒  5,407百万円（H３１） 
○就業支援による新たな雇用 
 １１人/５年間（H22～26）（農業９人、林業２人、起業
０人）   

  ⇒  ２５人/５年間（農業１/年、林業２人/年、
起業２人/年） 
○交流人口 

 97,183人（H26）  ⇒  150,000人（H３１） 

○子ども・子育て世帯への経済的支援の充実 
 ・子どもの医療費無料化を高校生まで拡大 
 ・3・4・5歳児の保育料無料化 
 ・0～2歳児の保育料第２子半額、第３子以降無料化 

○子育て支援拠点の充実 
 ・土曜保育を午後まで延長 
 ・産後８週経過後から乳児保育受け入れ 
 ・学童クラブ、放課後子ども教室 

○事業所等への啓発活動 

 ・育児休業制度、女性就業者健康管理普及啓発 

○結婚相談対策の強化 

○不妊・不育治療費の支援 
○相談体制の充実 

○特色ある教育の推進 
 ・「国際教育」と「森林環境教育」の２本柱 
 ・国際教育主事＋ネイティブスピーカー 
 ・保・小・中・高連携  ・中高一貫教育校の推進 
 ・住田高校への支援（教育振興、通学費・給食費支援） 

○情報発信 
 ・ＳＮＳでの発信、移住イベント 
○定住・移住を促す魅力ある住宅施策の推進 
 ・子育て世代に優しい住宅取得施策等支援事業 
 ・空き家リフォーム支援事業 ・古民家シェアハウス 
 ・空き家リノベーションモデル事業 
○お試し住民制度 
○起業就労しやすい支援制度の構築 
○住んで働きたい場づくり 

○地域資源を活用した産業の創出と就業機会の確保 
 ・食いくプロジェクト（町産食材活用、6次化） 
 ・木いくプロジェクト（木製製品の商品化） 

○中心地域活性化プロジェクト 
 ・住民交流拠点施設整備 ・歴史的町並み景観づくりへの支援 
 ・中心地域の魅力向上 ・花の森公園整備 
 ・地域資源（町家・蔵など）の有効活用 

○産業学習体験観光 
 ・栗木鉄山跡国指定 ・産業学習体験観光ルート設定 

○観光振興マネージメント（ＤＭＯ） 
 ・観光起業支援制度による仕事づくり 

○買い物環境確保への支援 
 ・商店情報発信支援 ・空き店舗活用事業  
 ・小売店業＋複数の生業化＝多業化 
 ・移動販売、買物代行、ネット販売代行 

○遊休農地の有効活用 
 ・集約化と特産品開発 

○コミュニティ・サポート（地域経済向上） 
 ・コミュニティビジネス 
 ・地域内での買物代行、移動販売、ネット販売代行 

○雇用・就労環境の整備 
 ・新規就業、起業への支援 
 ・担い手対策事業 

○町内産材を活用した住宅建築への支援 

○コミュニティサポート（集落機能の維持再生） 
 ・集落支援員、地域おこし協力隊設置 
 ・多様な世代の議論の場づくり ・安全な地域づくり 

 ・地域課題解決  ・地域需要の掘り起し  

○木材需要の拡大推進 
 ・公共施設、民間施設での町産材利用促進 ・木質バイオマス 
 ・ＣＬＴ（直交集成板） 

○交通・医療対策 
 ・地域交通の確保  
 ・ＩＣＴを活用した医療・介護体制の構築 

住みやすさ
向上 

６２．４％
（Ｈ２７） 
→ ７０％
（Ｈ３１） 

〈ひと：人口対策〉 
１．安心して子どもを産み育てる環境を整備します 
 （１）「結婚・出産・子育て」を支援します 
   ① 出会い・結婚・居住を支援 
   ② 出生率向上支援を充実 
   ③ 子育て支援を充実 
   ④ 保育サービスを充実 
   ⑤ 次世代育成対策の充実 
２．地域を支える人材育成を図る特色ある教育の推進 
 （１）生涯学習を推進します 
 （２）就学前教育を充実します 
 （３）学校教育を充実します 
   ① 「生きる力」の育成 
   ② 教育環境の整備 
   ③ 安全な学校給食 
 （４）社会教育を充実します 
   ① 生涯各時期における学習機会の創出 
   ② 特色ある社会教育 
   ③ 社会教育施設 
 （５）スポーツ・リクリエーションを振興します 
   ① スポーツの振興 
   ② スポーツ施設 
 （６）芸術・文化の振興・文化財の保護 
   ① 芸術文化の振興 
   ② 文化財の保護 
 （７）国際交流を推進します 
３．移住定住の推進を推進します  
 （１）移住定住の推進を推進します 

〈まち：生活環境対策〉 
４．安心な暮らしをまもるまちづくりを進めます 
 （１）自然環境をまもります 
   ① 自然環境の保全 
   ② 森林の保全 
   ③ 地球温暖化対策の推進 
   ④ 再生可能エネルギー 
   ⑤ 水資源の保全 
 （２）生活環境をまもります 
   ① 廃棄物の適正処理 
   ② 生活道路の整備 
   ③ 河川の整備 
   ④ 町営住宅の整備 
   ⑤ 上下水道の整備 
   ⑥ 公共交通 
   ⑦ 道路ネットワーク 
   ⑧ 情報化 
   ⑨ 中心地域活性化 
 （３）安心な生活をまもります 
   ① 消防防災対策の充実 
   ② 地域安全対策の充実 
   ③ 消費生活の安定 
 （４）保健・医療の充実 
   ① 健康の維持増進 
   ② 医療体制 
 （５）社会福祉の充実 
   ① 地域福祉 
   ② 障害者福祉 
   ③ 高齢者福祉 
 （６）協働の推進（小さな拠点づくり）  

〈しごと：所得対策〉 
５．雇用としごとの創出を支援します 
 （１）農業振興 
   ① 新規就農者の育成支援と確保 
   ② 農業経営者の育成 
   ③ 農商工連携による商品開発（6次化・食・木プロ） 
   ④ 地域の特性を活かした生産振興 
   ⑤ 安全・安心農業の推進 
 （２）林業振興 
   ① 森林整備の推進 
   ② 木材流通のシステムの発展 
   ③ 林業・木材産業の推進 
   ④ 新規就業者の支援と確保 
   ⑤ 新規の取り組み（ＣＬＴ・木質バイオ） 
   ⑥ 町有林の管理 
   ⑦ ＦＳＣ森林認証 
   ⑧ 鳥獣被害の防止 
 （３）商工業振興 
   ① 商店街活性化対策 
   ② 起業支援による雇用の場の創出 
   ③ 商品開発 
 （４）観光振興 
   ① 中心地域活性化 
   ② 歴史的景観を活かした取り組み 
   ③ 観光起業支援 
   ④ 地域観光振興マネージメント組織化（ＤＭＯ） 
 （５）適切な土地利用計画  

総 合 計 画 〈部門別計画〉 

ひと・まち・しご
との創出で「住
みたい町：すみ

た」の実現 

ひと：人口対策 

まち：生活環境対策 

しごと：所得対策 

目標を達成するための基本方向 


