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第４章 重点プロジェクト ～森の国創生への道のり～ 

 

 基本構想及び基本計画の方向性を元に、「住んでよし訪れてよし」の松野町を目指し、

誇りと愛着の持てる「森の国」協働のまちづくりを基本とし、様々な角度からの取組を

長期的、継続的に進めていくことが重要です。 

 その中でも、少子高齢化の進行や低迷する経済状況の中、少しでも人口減少を抑制し、

定住人口を確保していくことを切り口に、特に“森の国創生”への足がかりとなる４つ

政策を「重点プロジェクト」として位置づけ、重点的かつ優先的に取り組みます。 

 

◎重点プロジェクトは、基本計画の全施策を網羅するものではありません。 

◎プロジェクトの内容によっては、基本計画の計画期間に収まらないものや、更に検討

を経て具体化するものがあります。 

◎各プロジェクトが相互に連動することによって、相乗効果を高めていくことが期待さ

れるものです。 
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（１）基本的方向 

 本町の豊かな自然に恵まれた生活環境を守るとともに、そこに住む住民の生活利

便性（買い物や移動）の向上と健康づくりを推進し、暮らしやすい生活環境づくり

を進めます。 

 また、移住者の増加を促す土地や建物（空き家等）の情報収集や、住民からの相

談に対応し、移住者を受け入れる体制の強化を図ります。 

 

〔取組の体系〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔取組の展開〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１ 生活環境を向上し、転入者の増加と転出者の抑制を図る 

【基本目標１】生活環境を向上し、転入者の増加と転出者の抑制を図る 

①生活利便性の向上 

②健康づくりの推進 

③移住対策の推進 

□町内で移住可能な土地・家屋の 

情報収集 

③移住対策の推進 

□町内移住可能家屋の情報収集 

 

③移住対策の推進 

□町外への積極的情報発信 
 
③移住対策の推進 

転出者の抑制と転入者の増加 

□町内居住者の生活満足度の向上 

 

①生活利便性の向上 

②健康づくりの推進 
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（２）主な取組 

①生活利便性の向上 

 〔推進事業群〕 

事業名 事業の内容 

地域づくり交付金事業 
部落が主体となって行う地域課題の解

決に向けた取組を支援します。 

協働のまちづくり事業 
住民等が主体となって行う地域資源を

活用した取組等を支援します。 

地域公共交通対策事業 

予土線利用促進対策協議会による持続

可能な公共交通の検討やコミュニティ

バスなどの運行を行います。 

高齢者外出支援事業 

運転免許証を保有していない高齢者等

の通院や買い物などの外出を支援する

ため、タクシー利用券を交付します。 

橋りょう・舗装・道路構造物維持管理 

事業 

橋りょう・舗装・道路構造物の維持管

理を行います。 

 

②健康づくりの推進 

 〔推進事業群〕 

事業名 事業の内容 

健康づくり事業 
健康増進や心身のリフレッシュのため、ラジオ体操
やカローリングなどを推進します。 

交流促進センター・社会体育施設改修
事業 

交流促進センターや社会体育施設等の整
備を行い、機能向上を図ります。 

生活習慣病対策事業 
健康寿命の延伸のため、生活習慣病予防
の相談や支援を行います。 

地域包括ケア体制推進事業 
介護予防、総合相談、生活支援体制の整備、
見守りネットワーク、在宅ケア・生きが
い活動支援等の深化を図ります。 

包括医療推進事業 
病診・診診連携、在宅医療等の深化を図
ります。 

国土強靱化計画推進事業 
国土強靱化地域計画を策定し、計画に基
づき事業を推進します。 

自主防災会育成事業 
自主防災組織における自主的な防災資機
材の整備や防災訓練の企画・実施などに
対して支援を行います。 
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③移住対策の推進 

 〔推進事業群〕 

事業名 事業の内容 

定住促進住宅整備・改修事業 
町営住宅等の整備や住宅建設の奨励措置
を実施するほか、リフォーム補助や移住
者住宅改修の支援を行います。 

お試し移住プログラム推進事業 
移住希望者へ地域を知ってもらうため、
おためし移住の宿泊費等を助成します。 

移住支援コーディネーター設置事業 
移住希望者に対して必要な相談や情報提
供を行う人材を設置します。 

空き家等情報バンク事業 

空き家や所有家屋に関する相談や調査を
行い、必要に応じて「空き家等情報バン
ク」につなげる取組を推進するほか、空
き家情報を提供します。 

森の国まつの応援団開催事業 
森の国まつの応援団（松野町ふるさと大
使）のＰＲ活動と連携し、移住情報を希
望者へ提供します。 

地域おこし協力隊活躍事業 
地域おこし協力隊を積極的に導入し、起
業、就職及び事業承継等、定住に向けた
支援を実施します。 
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（１）基本的方向 

 結婚に結びつく様々な支援を、住民の協力により進めるとともに、広域的な取組

を強化し、子育て支援の更なる充実により、子どもを産みやすく、育てやすい環境

づくりを推進します。 

 また、教育の情報化を進め、ＩＣＴ活用能力が高く、学ぶ力を持つ児童・生徒の

育成を推進するとともに、「まつのの教育」を広く対外発信することにより、本町

教育への関心の醸成と移住促進を図ります。 

 

〔取組の体系〕 

 

 

 

 

 

 

 

〔取組の展開〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策２ 子育て・教育環境を強化し、子育て世代の増加を図る 

【基本目標２】子育て・教育環境を強化し、子育て世代の増加を図る 

①結婚・出産・子育て応援の推進 

②優れた学習環境の整備と推進 

□高い学習能力を培う 
学校教育の推進 

 
②優れた学習環境の 
整備と推進 

□安心して出産・子育て 
ができる環境の充実 

 
①結婚・出産・子育て 
応援の推進 

□多様な結婚支援活動 
の推進 

 
①結婚・出産・子育て 
応援の推進 

□子どもを産み・育てたい意識の醸成 
 
①結婚・出産・子育て応援の推進 

□松野町の高い教育 
レベルの情報発信 
と、町外からの関心 
の醸成 

 
②優れた学習環境の 
整備と推進 

子育て世代の増加 
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（２）主な取組 

①結婚・出産・子育て応援の推進 

 〔推進事業群〕 

事業名 事業の内容 

出会いの場創出事業 
体験活動などを通じた男女の出会いの場

を創出します。 

結婚・出産お祝い事業 結婚や出産の奨励支援措置を実施します。 

医療費等助成事業 
子ども医療費、ひとり親家庭医療費、不妊治療

費、任意予防接種費を助成します。 

学校給食費補助事業 
保護者の負担軽減を行うため、学校給食

費を補助します。 

保育料等負担軽減事業 保育料の負担軽減と給食費を補助します。 

子育て世代包括支援事業 
妊婦期から子育て期における母子保健や

育児に関する相談や支援を実施します。 

 

②優れた学習環境の整備と推進 

 〔推進事業群〕 

事業名 事業の内容 

ＩＣＴ活用推進事業 

新時代の学びを支える教育ＩＣＴ環境の

整備と効果的な活用による学習指導の充

実を図ります。 

国際理解教育推進事業 

ＡＬＴの複数配置、英語キャンプ・海外

語学研修参加補助等により外国語教育の

充実を図ります。 

基礎学力定着事業 

各種検定受検料の補助、独自の学力調査

の実施、教材整備等により学力の定着と

向上を図ります。 

「まつのの教育」情報発信事業 

本町の優れた教育環境を対外的に発信

し、本町で子どもの教育をしたい居住者

の拡充を図ります。 
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（１）基本的方向 

 町内の地域資源の魅力化を図ることによって、本町のブランド化を推進し、更に

魅力ある地域とします。 

 また、本町との絆やつながりをもつ人や団体との連携・協力体制の拡充に向け、

本町の人的ネットワーク（森の国まつの応援団）の拡充や他地域の団体等（地方公

共団体や各種団体）との連携強化を推進します。 

 さらに、町内での宿泊拠点の拡充を図り、各種観光メニューの充実も図ることに

よって、通過型観光地から滞在型観光地への転換を目指した取組を推進します。 

〔取組の体系〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔取組の展開〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

関係人口 
自治体（市町村）の出身者や、縁戚者、仕事で関わる機会がある者、観光リピーター含め何度も通いつめ
たことがある者など、相当な関わりがすでにあり、地域とのかかわりが強い者を指す。 

 

交流人口 
観光、通勤・通学、ショッピング、レジャー、スポーツ、アミューズメントなど幅広い訪問動機を含み、

外部からある地域に何らかの目的で訪れる者（ビジター）を指す。大きくは観光目的かビジネス目的で訪
れる者に分けられる。 

施策３ 本町のブランド化を推進し、関係人口と交流人口を拡大する 

□町外ネットワークの拡大 
 
②広域連携の強化による関係人口の
拡大 

 
 
 

【基本目標３】本町のブランド化を推進し、関係人口と交流人口を拡大する 

①地域遺産等の整備による魅力の向上 

②広域連携の強化による関係人口の拡大 

③観光まちづくりの強化による交流人口の拡大 

□地域資源の魅力化 
 
①地域遺産等の整備による魅力の 

向上 
 
 
 

□観光基盤の整備 
③観光まちづくりの強化による交流人口 
の拡大 

□観光客受け入れ態勢の充実 
 
③観光まちづくりの強化による 
交流人口の拡大 

 

□新たな来町者の拡大 
 
②広域連携の強化による関係人口の 

拡大 
③観光まちづくりの強化による交流
人口の拡大 

 
 
 関係人口及び交流人口の拡大 
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（２）主な取組 

①地域遺産等の整備による魅力の向上 

 〔推進事業群〕 

事業名 事業の内容 

松野町文化財保存活用地域計画策定事業 
文化財及びその周辺環境について保存と

活用のための基本方針を策定します。 

史跡河後森城跡環境整備・活用事業 
史跡河後森城跡の景観整備や発掘調査整

理活用などを行います。 

松野町文化的景観調査・活用事業 
文化的景観の調査や活用を図るための活

動を行います。 

埋蔵文化財総合活用事業 
体験会や展示会等による埋蔵文化財の活

用を推進します。 

芝不器男顕彰事業 
不器男忌俳句大会のイベントや俳句の小

径などの活用等を図ります。 

伝統芸能保存継承事業 
地域の伝統芸能の保存継承を支援しま

す。 

 

②広域連携の強化による関係人口の拡大 

 〔推進事業群〕 

事業名 事業の内容 

森の国まつの応援団開催事業 

森の国まつの応援団会員の拡充と会員年
齢の低減化（各年齢階層の会員確保）を
図ります。 
本町の広報活動を協働して行う人の確
保・拡充（主に森の国まつの応援団から
任命）を図ります。 

ふるさと納税事業 
ふるさとを応援するため、寄附してくれた人に
対して町内特産品などを返礼します。 

関係人口創出事業 

都市部の若者などが、一定期間地域に滞
在し、働いて収入を得ながら、地域住民
との交流や学びの場などを通して、地域
との関わりを深める機会を提供するふる
さとワーキングホリデーのほか、豊かな
自然やいやしをテーマとした地域資源を
活用し、ワーケーション受入態勢を構築
します。 

全国源流の郷事業 
源流を繋がりに関係を深め、姉妹都市や
協力連携を目的とした協定等の締結を目
指します。 
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③観光まちづくりの強化による交流人口の拡大 

 〔推進事業群〕 

事業名 事業の内容 

グリーンツーリズム推進事業 グリーンツーリズム活動を支援します。 

グリーンツーリズムキックオフ事業 農家民宿等の立ち上げを支援します。 

アウトドア体験事業 
アウトドアイベントの開催を支援しま

す。 

森の国観光交流・誘客促進事業 
観光交流や誘客促進に繋がるイベントの

実施を支援します。 

観光施設等整備事業 
町内の観光施設等の整備を行い、機能拡

充を行います。 

地域資源を活用した広域観光振興事業 
県や近隣町と連携し、広域連携イベント

を実施します。 

自転車新文化推進事業 
交流人口等を増加させるため、サイクリ

ングのイベントを実施します。 

愛野球博開催事業 

交流人口等を増加させるため、県と市町

が連携してスポーツ「野球」をテーマに

したイベントを実施します。 
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（１）基本的方向 

 本町内の農業用地の流動化を促進し、その活用方策を検討・推進するほか、農業

を担う人材の確保と育成を図るとともに、本町の地場産品の生産と流通対策を強化

し、高付加価値農業の推進を図ります。 

 また、林業においては、森林資源の適切な経営管理、新規就業者確保のほか、森

林整備等を通じた森林の多面的機能の維持・向上を推進します。 

 あわせて、既存事業者の経営支援体制を強化するとともに、ふるさと納税の活用

等により起業家への支援を強化し、本町ならではの事業起こしを促進・支援します。 

〔取組の体系〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔取組の展開〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策４ 産業を活性化し、就業人口の増加を図る 

□町内での就業機会の確保 
□町内での新たな事業者（起業者） 

の確保 
 
③企業誘致及び町内事業活動の 

活性化 
 
 
 

□農地流動化の促進 
 
①農業の振興と 
担い手の育成 

 
 

【基本目標４】産業を活性化し、就業人口の増加を図る 

①農林業の振興と担い手の育成 

②高付加価値農業の推進 

③企業誘致及び町内事業活動の活性化 

□町内事業者の経営安定化 
 
③企業誘致及び町内事業活動 
の活性化 

 
 

□地場産品のブランド 
化と流通対策の推進 

 
②高付加価値農業 
の推進 

 
 

□農林業の再活性化 
 
①農林業の振興と担い手の育成 
②高付加価値農業の推進 

就業人口の増加 

□町内での起業支援の推進 
 
③企業誘致及び町内事業活
動の活性化 
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（２）主な取組 

①農林業の振興と担い手の育成 

 〔推進事業群〕 

事業名 事業の内容 

人・農地プラン実質化推進事業 

人・農地プランの実質化を通じて農地の
集約化に関する将来方針を作成し、実の
ある農地と担い手の将来の設計図を描き
ます。 

新規就農・担い手育成対策事業 

地域の農業の担い手を確保するため、町
内外の多様な担い手を発掘するととも
に、農林公社等で研修を受け、就農を目
指す研修生に対する支援を行います。 

森林経営推進事業 
森林経営計画に基づいた適正な森林整備を図
り、新規林業従事者の確保に努めます。 

 

②高付加価値農業の推進 

 〔推進事業群〕 

事業名 事業の内容 

新規作物・加工用果実等栽培支援事業 

新規作物の実証事業や調査研究を行い、

農家普及を目指すとともに、加工用果実

の栽培技術の向上、面積拡大を支援しま

す。 

特産品振興事業 

新たな特産品の開発や販路拡大、ＰＲ活

動などを通じて、町特産品の振興及び農

産物の高付加価値化による農家所得の向

上に取り組みます。 

特産品伝承・販売促進事業 

松野町の特産品を次世代につなげるた

め、その魅力を発信するとともに生産者

の事業継続・事業承継を支援します。 
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③企業誘致及び町内事業活動の活性化 

 〔推進事業群〕 

事業名 事業の内容 

特定地域づくり事業 

地域全体の仕事を組み合わせて年間を通じた
仕事を創出するとともに、地域の担い手を確
保し、地域経済の活性化を図る特定地域づく
り事業協同組合を支援します。 

企業誘致促進事業 
誘致や留置活動に必要な支援措置を充実
し、関係機関と連携して誘致や留置活動を
推進します。 

経営・起業金融支援事業 経営や起業を支援します。 

ふるさと納税活用事業 

ふるさと納税制度の活用により、町内観
光施設等を整備し機能拡充を図るほか、
本町で地域資源等を活用した起業希望者
に支援等を実施します。 

地域通貨流通促進事業 
地域内で消費できる地域通貨や商品券な
どを活用した事業を実施します。 

事業承継先紹介支援官民連携事業 
自治体や金融機関、商工会などが連携し、
事業承継を希望する経営者に対して必要
な情報を提供し支援します。 

 


