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第1章 基本的な考え方 

1.1 総合戦略策定の趣旨 

国では、少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人

口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本

社会を維持していくために、平成 26 年 12 月に『まち・ひと・しごと創生法』を制定しました。 

本村においても、現状のままでは人口減少の加速が見込まれることから、今後、目指すべき将来の

方向と人口の将来展望をまとめた『弥彦村人口ビジョン』（以下、「人口ビジョン」という。）を策定し

ます。 

『弥彦村総合戦略』（以下、「総合戦略」という。）は、まち・ひと・しごと創生法第 10 条第 1 項に

基づき、人口ビジョンを基礎資料として、本村が抱える課題を解決し、人口減少と地域経済縮小の克

服、さらには、まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立に向けて、短中期的な目標や方向性、具体

的な施策を示すものです。 

 

1.2 総合戦略の位置づけ 

総合戦略の策定にあたっては、新潟県が定める総合戦略や国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

を基に、本村の特性を勘案し、計画づくりを行います。 

 

1.2.1「新潟県創生総合戦略（素案）」（平成 27 年 9 月） 

 

  

【基本理念】 

「将来に希望の持てる魅力ある新潟県の実現」 

～住んでみたい新潟、行ってみたい新潟～ 

【政策目標】 

（1）くらしやすさの県民満足度 

  成果指標：①社会動態、②合計特殊出生率 

（2）付加価値の高い産業の振興 

  成果指標：①県内総生産額、②1 人当たり県民可処分所得 

 

【政策の方向性】 

（1）人を育む ―結婚～子育て支援・人づくりー 

（2）仕事を創る ―産業振興・雇用創出― 

（3）人に選ばれる ―暮らしやすさ・定住促進― 

（4）地域をつなぐ ―交流拡大・地域連携― 
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1.2.2「まち・ひと・しごと創生総合戦略」概要 

 

1.3 弥彦村総合戦略の対象期間 

総合戦略は、平成２７年度を初年度とし、平成３１年度を目標年次とする５年間とします。 

  

１．人口減少と地域経済縮小の克服 

【問題】 

 ・人口減少は地域経済の縮小や人手不足を招き、地域社会基盤の維持も困難にしている。 

 ・若者が出生率の低い大都市圏に集中することが少子化や人口減少につながっている。 

 ・「人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小が人口減少を加速させる」負のスパイラ

ルに陥る可能性が高い。 

【課題】 

①「東京一極集中」を是正する。 

②若い世代の就労・結婚・子育ての希望を実現する。 

③地域の特性に即して地域課題を解決する。 

２．まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立 

（１）『雇用の質』の確保・向上と『雇用の量』の確保・拡大による「しごとの創生」 

（２）若者や有用な人材の地方就労・移住・定着を促進することによる「ひとの創生」 

（３）安心・安全な環境の確保や都市のコンパクト化等による「まちの創生」 

３．政策 5原則 

（１）自立性 

構造的な問題に対処し、地方公共団体、民間事業者、個人等の自立につながる。 

（２）将来性 

地方が自主的かつ主体的に、夢を持って前向きに取り組むことを支援する。 

（３）地域性 

各地域の実態に合った施策を支援。国は支援の受け手側の視点に立って支援。 

（４）直接性 

最大眼の成果をあげるため、直接的に支援する施策を集中的に実施する。 

（５）結果重視 

PDCA メカニズムの下、具体的な数値目標を設定し、効果検証と改善を実施する。 

４，政策の基本目標（4つの基本目標） 

基本目標 1：地方における安定した雇用を創出する 

・2020 年までの５年間の累計で地方に 30 万人分の若者向け雇用を創出 

基本目標 2：地方への新しいひとの流れをつくる 

・2020 年に東京圏から地方への転出を４万人増、地方から東京圏への転入を６万人減少させ、

東京圏から地方の転出入を均衡 

基本目標 3：若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

・2020 年に結婚希望実績指標を 80％、夫婦子ども数予定実績指標を 95％に向上 

基本目標 4：時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する 

・「小さな拠点」の整備や「地域連携」を推進する。目標数値は、地方版総合戦略の状況を踏ま

え設定。 
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第2章 人口ビジョンにおける弥彦村の将来見通し 

2.1 人口の将来展望 

    村の活力、教育環境を中長期的に維持・向上させるため、弥彦村では、平成 72（2060）年で

も小学校の各学年で 30 人クラスを 2 クラス以上確保することを目指し、平成 72（2060）年

に 6,554 人確保することを人口の将来展望とします。 

    何も対策を講じない場合（パターン 1（社人研推計準拠）の場合）、平成 72（2060）年に 6,005

人となり、5～14 歳人口は 462 人と見込まれています。この場合、5～14 歳の年齢当たり人口

は 46.2 人であり、30 人クラスを 2 クラス以上確保することは困難です。 

    そこで、「国の長期ビジョン」に示されているように 10 年後までに合計特殊出生率を「国民希

望出生率※（合計特殊出生率＝1.8）」へ向上・維持することを目指します。この条件で推計すると、

平成 72（2060）年の総人口は 6,554 人となります。また、5～14 歳人口は 619 人が見込ま

れ、5～14 歳の年齢当たり人口は 61.9 人となり、30 人クラスを 2 クラス確保することが可能

となります。 

弥彦村では、出生率向上のために「基本目標３ ここで子どもを育てたいと思われる村づくり」

「基本目標４ 住みたい村・住み続けたい村“弥彦”の実現」を中心に実施し、「国の長期ビジョ

ン」に示されている「国民希望出生率（合計特殊出生率＝1.8）」への向上・維持することを目指

します。 

社会移動（転出入）に関しては、「基本目標１ 弥彦村の核となる農業の推進」「基本目標２ 弥

彦村の資源を活用した観光事業の推進」を中心に実施し、村内での雇用創出等により、進学・就

学後の U ターン等を促進し、若い世代を中心に転出抑制を目指し、現状の社会移動（転出入）を

維持することを目指します。 

※国民希望出生率：全国の 18 歳から 34 歳の男女にアンケート調査を行ったところ、9 割以上が結婚を望み、また

2 人以上の子どもを授かりたいと考えていることが分かりました。このような若年層の「希望」が実現する出生率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1 人口の将来展望 

将来展望：平成 72（2060）年に 6,554 人の人口を確保 

理由：平成 72（2060）年でも小学校の各学年で 30人クラスを 2 クラス以上確保するため 

【将来展望】 

○ 30 人×2 クラス可能 

総人口：6,554 人 

5～14 歳人口：619 人 

年齢当たり人口： 

619÷10＝61.9 人 

【何も対策を講じない】 

☓ 30 人×2 クラス不可能 

総人口：6,005 人 

5～14 歳人口：462 人 

年齢当たり人口： 

462÷10＝46.2 人 
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将来展望とパターン 1（社人研推計準拠）を比較すると、平成 72（2060）年において、全体

で 549 人の人口減少抑制を図ることができます。特に、年少人口（15 歳未満）は 239 人、生

産年齢人口（15～64 歳）は 310 人の人口減少の抑制が見込まれます。 

現状と将来展望の人口ピラミッドをみると、合計特殊出生率を「国民希望出生率（合計特殊出

生率＝1.8）」へ向上・維持することで年少人口の割合を維持することができ、中長期的な人口減

少の抑制を図ることができます。 

 

図 2.2 年齢 3階級別の人口の将来展望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3 現状と将来展望の人口ピラミッド（左図：平成 22年、右図：平成 72 年） 
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2.2 将来の人口動向 

弥彦村の将来の人口動向において、自然増減の影響度は「3」、社会増減の影響度は「1」であ

ることから、自然増をもたらす施策に取り組むことが、人口減少を抑える上で効果的であるとい

えます。 

 

表 2.1 新潟県内の地方自治体の影響度分布 

 

出典：RESAS 人口の社会増減 

 

2.3 計画人口 

人口ビジョンにおける人口の将来展望を踏まえ、計画期間内の取組成果を見込み、平成 31 年

度には 8,400 人程度の人口確保を目指します。 
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第3章 弥彦村の将来像 

総合戦略では、少子高齢化による人口減少、後継者不足による産業の衰退、近年の観光客の減少等

の課題に果敢に挑戦し、現状を打開し、新たな局面を切り開くために「生まれ変わる弥彦村」を将来

像に、より良いむらづくりを目指します。 

「生まれ変わる弥彦村」に向けては、村の良い点（村民の村に対する誇り、彌彦神社等の地域資源

等）を活かしながら、人口減少抑制に向けて改善すべき点（産業活性化等）を重点的に取り組みます。

具体的には「弥彦村塾」により、村民と専門家等が連携して弥彦村の歴史教育や農業・飲食業・宿泊

業・観光業、子育て相談等のノウハウを共有することで、村の良いところを伸ばしながらも課題とさ

れている産業の活性化を図り、弥彦村の生活と産業をソフト面から全面的にバックアップします。 

本村の将来人口における自然増減（出生、死亡）と社会増減（転入、転出）の影響度をみると、自

然増減がより将来人口に影響することから、自然増（出生）をもたらす施策に取り組むことが、人口

減少を抑える上で効果的です。しかし、自然増を図るためには、若年世代（特に出産可能世代の女性）

の人口増加や出産・子育てがしやすい環境づくりが必要であり、総合戦略の対象期間である今後 5 年

は、若年世代の社会増を図る取り組みや子育て環境を充実させる取り組みが重要です。 

そのため、まず「産業（農業、観光）」分野での取り組みを重点的に推進し、安定的な雇用創出や出

産・子育てにおける経済基盤の確保を図ります。併せて、「生活（子育て、定住）」分野での取り組み

を推進することで、村民に加え、新たに転居する方にも住みやすい場を提供します。これらが、相互

に機能することで中長期的な人口減少を抑制することに結びつけます。 

 

図 3.1 弥彦村の将来像に向けた取組みイメージ図 
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3.1 弥彦村塾の役割 ～「生まれ変わる弥彦村」の実現に向けて～ 

弥彦村塾は、弥彦村の将来像である「生まれ変わる弥彦村」の実現に向けて、村の良いところ

を伸ばしながらも課題とされている産業の活性化を図るため、村民と専門家等が連携して新たな

農業展開に必要になる農業経営についてのセミナーや、観光産業に関するセミナーを実施します。 

また、弥彦村が抱える課題を話し合う機会を設けたり、弥彦の子どもたちに弥彦の歴史を継承

し、地域愛を育む活動を実施することで、弥彦村の産業と生活をソフト面から村民を支える手段

として位置づけます。 

各セミナーの講師はそれぞれの目的に応じて、より実践的に有効な情報を発信でき、弥彦村の

活性化に直結するアドバイスができる方を人選します。 

弥彦村塾の運営にあたっては、運営事務局を設置し、弥彦村の課題や総合戦略進捗状況を踏ま

え、弥彦村の活性化に必要なテーマ選択や講師の派遣を効率的に行います。 

 

 

 

 

  

弥 彦 村 塾 

運営事務局 

ソフト面から実現を推進 

生 ま れ 変 わ る 弥 彦 村 

一括管理（テーマ選択、講師派遣支援 等） 

農業経営実践塾 

旅館経営実践塾 

弥彦の歴史を継承 

昔の門前町復活 等 
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3.2  4 つのキーワード（農業、観光、子育て、定住）による総合戦略の推進 

総合戦略の策定に当たっては、将来に向けて世代を超え、持続可能な視点を持ち続けることが

必要であり、それを村民が共有し続けることが必要です。 

総合戦略において、次頁に示す「農業」「観光」「子育て」「定住」の 4 つのキーワードの具体的な

施策や事業を効果的に推進するためには、以下に示すような“新しい流れ”に着目することが必要

であり、そのための環境整備が必要です。 

(1)人々の新しい流れ    － 人の導線・動線 

(2)商品や物資の新しい流れ － 物の導線・動線 

(3)知識・情報の新しい流れ － 知識・情報の導線・動線 

また、上記の流れに村民が関わることができる枠組みを創り上げることで「生まれ変わる弥彦村」

の実現が確実なものとなります。 

さらに、上記 3 つの導線・動線の環境整備の視点を以って、持続可能な視点から施策や事業を検

討・実施し、そのプロセスを PDCA サイクルの手続きを通じて管理します。 

 

 

図 3.2 4 つのキーワードと３つの導線・動線の関連イメージ 
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3.3 総合戦略の全体像 

本村の目指すべき将来の方針を検討するにあたり、「弥彦村人口ビジョン」で示す目指すべき将来の方向・人口の将来展望や弥彦村総合戦略策定委員会での意見等を踏まえ、基本目標や具体的施策を設定します。 
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る 

弥 

彦 

村 

【弥彦村人口ビジョン】 

・少子高齢化による人口減少 

⇒8,582 人（H22）→8,366 人（H32） 

・低い合計特殊出生率 

 ⇒合計特殊出生率：1.20（県内で 2 番目に低い） 

・婚姻率は県内で最も低い 

 ⇒婚姻率：2.2（県平均：4.3） 

・若者の転出者数が多い。 

 ⇒転出者数の 3 割が 15～24 歳 

・農業従事者の割合が高い 

 ⇒産業特化係数は「農業」が最も高い。 

・観光地としてのポテンシャルは高い 

⇒彌彦神社の観光入込客数は県内で 4 番目に多い 

弥彦村の現状・課題 弥彦村総合戦略の枠組み 

産 
 

 

業 

生 
 

 

活 

将
来
像 

【総合戦略策定キーワード】 

＝『産業』 

＝『生活』 

農 業 観 光 

子育て 定 住 

【弥彦村総合戦略策定委員会】 

弥彦村のいいところ 

・農業が盛んであり、農産物がおいしい。 

・県内有数の観光資源がある（彌彦神社、温泉等） 

・自然豊かで住環境がよい 

・助成が手厚い（紙おむつ助成、医療費助成等） 

・お年寄りが元気 

弥彦村のわるいところ 

・核となる産業がない、働く場所が少ない 

・観光の PR 不足（村に専門の課がない） 

・後継者不足による廃業（農業、お土産屋等） 

・よそ者を受け入れない風土 

農 

業 

基本目標１ 

 弥彦村の核となる農業の推進 

具体的施策 

１ 新たな農業の推進と安定した雇用創出 

 ２ 産業活動の担い手支援体制の充実 

具体的な事業 

・弥彦村塾による農業経営者育成 

・優良農業生産設備費補助金 

・水田農業構造改革推進事業 

・農業経営基盤強化対策事業 

・生産調整補助金 

・木質バイオマス発電事業 等 

観 

光 

基本目標２ 

 弥彦村の資源を活用した観光の推進 

具体的施策 

１ 彌彦神社を中心とした観光産業の育成 

 ２ 近隣市町村と連携した新たな観光事業の推進 

 ３ 村営競輪の振興と安定した雇用創出 

具体的な事業 

・地域の財産を活用した観光振興事業 

・おもてなし広場整備事業 

・弥彦産米の首都圏販売促進事業 

・燕市・出雲崎町・粟島浦村等の広域連携事業 

・彌彦神社と弥彦競輪場を活用したインバウン

ド対策事業 等 

子 

育 

て 

基本目標３ 

 ここで子どもを育てたいと思われる村づくり 

具体的施策 

１ 若い世代間の出会い・交流の場の創出 

２ 安心して子どもを産み育てることができる 

支援充実と環境整備 

３ 自ら考え、表現する力を高める教育の推進 

具体的な事業 

・シングルマザー・ファーザーを対象とした 

婚活支援事業 

・子ども医療費助成事業、紙おむつ助成事業 

・子ども子育て支援事業 

・学校教育充実事業 

・学力向上支援事業 等 

定 

住 
基本目標４ 

 住みたい村、住み続けたい村“弥彦”の実現 

具体的施策 

1 若者・女性の人口減少抑制策の展開 

2 移住促進に向けた支援体制及び環境の整備 

具体的な事業 

・空き家活用促進事業 

・就職情報の発信、企業誘致促進 

・移住促進事業 

・災害対策事業 

・地域公共交通事業 等 

弥
彦
村
塾 

（
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
、
歴
史
教
育
、
結
婚
相
談
等
を
支
援
） 
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3.4 基本目標と基本的方向性 

 

  
 本村の産業の特化係数をみると、「農業」「製造業」「複合サービス業」等が全国平均より高く、

特に、「農業」が高くなっています。担い手確保と生産組織の育成により弥彦むすめ（枝豆）、やひこ

太郎（しいたけ）等の特産品と米づくりは継承しながらも、木質バイオマス発電を基にしたハウス農

業や施設園芸の企業経営による新たな農業への展開を推進し、弥彦村の核となる産業を目指します。 

また、弥彦産農産物の直販事業本格化による農業と観光の一体化を目指します。 

基本目標 1 弥彦村の核となる農業の推進 

近年の観光入込客数は減少傾向ですが、彌彦神社の観光入込客数は県内で 4 番目に多いことから、

観光地としてのポテンシャルは非常に高いと考えられます。彌彦神社や村営競輪場を中心とした観光

資源を活用し、観光入込客数の維持・向上、さらには東京オリンピックを見据えたインバウンド※強

化を目指します。さらに、多くの観光客に対応出来るよう受け入れの体制強化と、関連産業育成によ

り安定的な雇用創出を目指します。また、出雲崎町・粟島浦村や近隣市町村との連携や農業体験イベ

ント等の観光事業と連携により、観光地としての魅力の幅を広げ、弥彦ファンの増加を目指します。 

基本目標 2 弥彦村の資源を活用した観光の推進 

近年、本村は転出超過傾向です。特に、10 歳代後半から 20 歳代前半の転出者数が多いことから、

高校や大学への進学、就職に伴う転出が考えられます。村内での雇用創出も重要ですが、まずは、村

外に進学や就職しても弥彦村に住み続けてもらえるよう、生活しやすい場を形成することが重要で

す。生活しやすい場を形成することで 10 歳代後半から 20 歳代前半の転出人口の抑制を図り、転出

超過から転入超過に転じることを目指します。 

また、燕市と締結した定住自立圏形成協定に基づき、それぞれがもつ資源（医療・福祉、公共交通

等）を地域間で補完し合いながら、地域の活性化や生活基盤の維持・確保を図り、定住人口の維持・

向上を目指します。 

基本目標 4 住みたい村、住み続けたい村“弥彦”の実現 

基本目標 3 ここで子どもを育てたいと思われる村づくり 

近年の合計特殊出生率の低下や婚姻率の低下は、子育てと仕事の両立が困難であることや子育て世

代の所得低下が要因の一つとして考えられます。本村では、女性が結婚・出産・子育てを実現できる

環境を整備し、子育て世代の転入促進を目指します。 

また、弥彦村の特性に合わせた男女の出会いの場を支援することで婚姻率の増加等を図り、中長期

的な合計特殊出生率の向上を目指します。 

※インバウンド：一般的に訪日外国人旅行を指す 
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3.5 目標達成に向けた重点方針 

弥彦村の将来像の実現、基本目標の達成に向けた事業の実施にあたっては、弥彦村の特徴である「農

業」「観光」に着目した村の地域資源を活用し、県内の他市町村と連携することで、村民が誇れる弥彦

村の魅力を一層高め、弥彦ブランドを村内外に発信していきます。 

また、村、県、関係団体、民間事業者等の連携により、弥彦ブランドの一元管理、更には、新たな

地域資源の開発にも取り組んでいきます。 

 

 
図 3.3 ブランドの発信・管理の考え方 
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3.6 事業展開のイメージ 

   人口減少抑制において、重要と考えられる「若年世代の転出抑制」と「若年女性の増加」のそれぞれのターゲットに向けた事業の展開イメージを以下に示します。 

 

若
年
世
代
の
転
出
抑
制 

若
年
女
性
の
増
加 
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第4章 施策の展開 

基本目標１ 弥彦村の核となる農業の推進 

 数値目標：農業就業者数 300 人（H31）  基準値：342 人（H22） 

現状・課題 

 

 

 

 

具体的施策 1 新たな農業の推進と安定した雇用創出 –米作りからの脱却- 
 

重要業績 

評価指標 

（KPI） 

項目 基準値 目標値 [H31 年度] 

新規就農者数 
Ｈ２２から２６実績 

３名 

Ｈ２７から３１目標 

５名 

 

  

・弥彦村の特化係数※をみると、全国に比べ「農業」が高くなっています。 

・農業従事者の約 7 割が 60 歳以上であり、農業従事者の高齢化が進んでいます。 

・現在、弥彦村には核となる産業がない状況です。 

【関連する事業（例）】 

・弥彦村塾事業 

【関連する事業（例）】 

・優良農業生産設備費補助金 

・水田農業構造改革推進事業 

・水田フル活用農業振興事業 

【関連する事業（例）】 

・（仮称）農業収穫体験事業 

・おもてなし広場事業 

※グリーンツーリズム：農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動 

新たな農業（ハウス農業、農業観光等）の推進 –米作りからの脱却- 

農業経営から企業経営へ 

農業を１つの事業として捉

え後継者ではなく経営者と

して育成。 

新たな農業展開への支援 

首都圏のマーケット開拓に向

けて、農業の企業化(法人化)を

推進。推進に当たっては各種補

助金事業により、新たな農業を

展開しやすい環境を整備。 

農業と観光の連携 

収穫体験等の農業体験イベ

ントやグリーンツーリズム※

の推進、弥彦産農産物の直販

事業本格化により農業と観

光の連携を図る。 

支援に向けた財源確保 

木質バイオマス事業により、農業展開の支援に必要となる財源を確保する 

※特化係数：地域のある産業が、どれだけ特化しているかをみる係数 

イチゴの収穫体験 ハウス農業によるやひこ太郎(椎茸)の栽培 
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現状・課題 

 

 

 

具体的施策 2 産業活動の担い手支援体制の充実 
 

重要業績 

評価指標 

（KPI） 

項目 基準値 目標値 [H31 年度] 

20～49 歳の農業就業者数 
Ｈ２７年度 

１２名 

Ｈ３１年度 

１５名 

 

  

・少子高齢化に伴い、既存産業における後継者問題が深刻化しています。 

・高校卒業や大学卒業に伴い、進学や就職のために村外に転出する若者が増えています。 

産業の担い手確保 

事業経営への直接支援 

・農業を１つの企業としてとらえ、経営診 

断、経営指導の実施。 

・農業経営補助金の創出。 

【関連する事業（例）】 

・農業経営基盤強化対策事業 

・水田フル活用農業振興事業 

【関連する事業（例）】 

・弥彦村塾事業 

・農業経営補助金 

新規就農者への支援 

認定農業者への助成や新規就農者への助成

を行い、農業後継者を確保。 

事業経営者育成 
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基本目標２ 弥彦村の資源を活用した観光の推進 

 数値目標：年間観光入込客数 250 万人（H31）  基準値：248 万人（H25） 

 

現状・課題 

 

 

 

 

具体的施策 1 彌彦神社を中心とした観光産業の育成 
 

重要業績 

評価指標 

（KPI） 

項目 基準値 目標値 [H31 年度] 

彌彦神社への年間観光客入込客数 
Ｈ２６年度 

１４０万人 

H31 年度 

１５０万人 

 

  

・平成 25（2013）年の彌彦神社の観光客入込数は県内で 4 番目に多く、観光地としてのポテ

ンシャルが高いです。 

・しかし、弥彦村の近年の年間観光入込客数は減少傾向です。 

【関連する事業（例）】 

・地域の財産を活用した観光振興事業 

・おもてなし広場整備事業 

・県内物産を一堂に集めた展示即売の実施 

・駅前広場整備事業 

【関連する事業（例）】 

・観光施設整備、バリアフリー推進 

・観光案内所活用事業 

観光客の増加 

地域資源（彌彦神社、弥彦温泉等）の活用 

彌彦神社や弥彦温泉に加え、新たに整備さ

れた相撲場を地域の観光資源として活用。 

また、おもてなし広場事業の推進、県内物

産の展示販売により新しい観光事業の推進 

弥彦駅前の景観整備により弥彦観光のイメ

ージアップを図る。 

受け入れ体制の強化 

観光に関する情報提供の充実（Wi-Fi 整備、

多言語化等）やバリアフリー対応を推進。 

東京オリンピックを見据えたインバウンド

促進。 

彌彦神社での相撲場開き 

おもてなし広場出店者に空き家情報を提供し、定

住してもらうことにより後継者確保 
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現状・課題 

 

 

 

 

 

具体的施策 2 近隣市町村と連携した新たな観光事業の推進 
 

重要業績 

評価指標 

（KPI） 

項目 基準値 目標値 [H31 年度] 

連携自治体数 
H27 年度 

３自治体 

H31 年度 

７自治体 

 

  

・燕市と定住自立圏協定を結んでいます。また、最近では出雲崎町や粟島浦村、モンゴルと交友

が図られています。 

・弥彦村の特産品（弥彦むすめ（枝豆）、やひこ太郎（椎茸）等）は、村外での知名度は低いで

す。 

【関連する事業（例）】 

・燕市との広域観光事業 

・出雲崎町・粟島浦村連携事業 

・（仮称）モンゴル連携事業 

【関連する事業（例）】 

・特産品販売促進事業 

地域連携による観光事業の推進 

地域連携の促進 

定住自立圏協定を結んでいる燕市の他、出雲

崎町・粟島浦村等の市町村と連携し、各市町

村の PR を実施。また、モンゴルとの交流を

先進的に推進し、弥彦観光のコンテンツ充実

を図る。 

特産品の販売促進 

観光と農業の連携を図るため、村の特産品や

連携している自治体の特産品をおもてなし

広場や農家レストラン等で販売。また、弥彦

産米を首都圏・海外富裕層に直接販売を推進

し、弥彦産農産物の新たな販路を拡大。 

燕市や出雲崎町、粟島浦村等との連携 

ヤホールでのご当地グルメイベント 
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現状・課題 

 

 

 

具体的施策 3 村営競輪の振興と安定した雇用創出 
 

重要業績 

評価指標 

（KPI） 

項目 基準値 目標値 [H31 年度] 

競輪場来場者数 

（本場開催日当たり） 

H26 年度本場１日平均 

944 人 

Ｈ３１年度本場１日平均 

１，０００人 

 

 

  

・弥彦競輪場の年間来場者数は、減少傾向です。 

・競輪場に幅広い世代の来場者を促すイメージアップが必要です。 

【関連する事業（例）】 

・（仮称）競輪場活用事業 

・観光振興事業 

・インバウンド強化促進 

競輪ファンの増加 

弥彦競輪場の活用 

若者を中心に競輪ファンの増加を目的に、競輪場を観光資源として開放し、有効活用する。 

また、スペインの教会と闘牛場を例に、隣接する彌彦神社の歴史と、全国で唯一の村営競輪と

いう特異性を外国人観光客へ情報発信することにより、東京オリンピックを見据えたインバウ

ンド強化を進める。 

弥彦競輪場（寬仁親王牌） 
バンク開放（クラブスピリッツ） 
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基本目標３ ここで子どもを育てたいと思われる村づくり 

 数値目標：合計特殊出生率 1.50（H31）  基準値：1.20（H25） 

 

現状・課題 

 

 

 

具体的施策 1 若い世代間の出会い・交流の場の創出 
 

重要業績 

評価指標 

（KPI） 

項目 基準値 目標値 [H31 年度] 

婚姻組数 
H22 から２６件数 

１５０件 

Ｈ27 から 31 件数 

160 件 

 

  

・平成 25 年の弥彦村の婚姻率は 2.2 であり、県内で最も低くなっています。 

・また、離婚率も 1.8 と県内で 2 番目に高くなっています。 

【関連する事業（例）】 

・婚活支援事業 

【関連する事業（例）】 

・弥彦村塾事業 

婚姻率の向上 

婚活支援 

婚活イベントや同窓会支援により、独身者

（未婚・シングルマザー・シングルファー

ザー等）の出会いの場を創出し、出会いか

ら結婚に至るまでの過程を支援。 

また、弥彦温泉街等の地域の観光資源を活

用し、婚活を支援。 

結婚に関する情報提供 

結婚希望者の相談窓口や婚活イベントの情

報提供等、結婚に関する情報を積極的に提

供。また、結婚から出産、子育てまでの情

報を総合的に発信。 

婚姻率の向上 
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現状・課題 

 

 

 

具体的施策 2 安心して子どもを産み育てることができる支援充実と環境整備 
 

重要業績 

評価指標 

（KPI） 

項目 基準値 目標値 [H31 年度] 

転出入者数（女性の 15～49 歳） 
H17 から 22 実績 

＋５５人 

H27 から 31 目標 

＋４人 

 

  

・弥彦村の将来の人口動向をみると、自然増（出生数）がより将来人口に影響します。 

・弥彦村は他の自治体の比べ、女性就業率が高いです。（県内 3 位） 

【関連する事業（例）】 

・子育てファンドの運用 

・子ども医療費助成事業 

・病児・病後児保育事業 

・乳児紙おむつ助成事業 

【関連する事業（例）】 

・子ども子育て支援事業 

・認定子ども園の検討 

・休日保育・延長保育 

子育て世代の転入増加 

子育て支援 

医療費助成や紙おむつ助成等の子育てに関

する助成を充実。また、独自財源として子育

てファンドを準備し、要望に応じて柔軟に運

用。 

保育支援 

土日に働く保護者のために休日保育や延長

保育を実施。認定子ども園や子ども子育て支

援事業対応については子ども子育て会議を

組織し、幅広く意見を集め対応。 

弥彦村での子育て保育 

子ども・子育て支援新制度 

「なるほど BOOK」 

出典：内閣府 
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現状・課題 

 

 

 

 

 

 

具体的施策 3 自ら考え、表現する力を高める教育の推進 
 

重要業績 

評価指標 

（KPI） 

項目 基準値 目標値 [H31 年度] 

進んで仲間とかかわり自ら考えを深めたり

広げたりする子どもの割合（中学校３年生） 

Ｈ27 

５１．４％ 

H31 

７０．０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

考える力、伝える力を高める 

【関連する事業（例）】 

・地域教育コーディネーター 

・学校教育充実事業 

・心の教育推進事業 

【関連する事業（例）】 

・学力向上支援事業 

ふるさと教育の充実 

弥彦の歴史や自然・文化等の学習活動を推進

し、地域貢献活動を積極的に行う。 

学力向上支援 

保育園、小学校、中学校と連携した教育を実

施したり、ALT※や村講師を活用。 

・平成 27 年度全国学力・学習状況調査結果で、生徒への質問「友達の前で自分の意見を発表

することは得意ですか」で肯定的な回答をした生徒（中 3）の割合は全国と同程度です。 

・しかし「学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりする

ことができていると思いますか」で、肯定的な回答をした生徒（中 3）の割合は、全国平均

（62.9％）を下回り、51.4％でした。 

※ALT：英語を母国語とする外国人で、日本の英語科

教師・小学校教師とチームを組み、英語の授業を実施 

弥彦燈籠まつりの子ども神輿 ＡＬＴによる小学校外国語活動 



 

23 

 基本目標４ 住みたい村、住み続けたい村“弥彦”の実現 

数値目標：転出入者数（全年齢）54 人（H27→H31）  基準値：164 人（H17→H22） 

 

現状・課題 

 

 

 

具体的施策 1 若者・女性の人口減少抑制策の展開 
 

重要業績 

評価指標 

（KPI） 

項目 基準値 目標値 [H31 年度] 

転出入者数（15～24 歳） 
H17 から 22 実績 

-73 人 

H27 から 31 目標 

-32 人 

 

 

  

・転出者数の約 3 割が 15～24 歳であり、若者の転出者数が多くなっています。 

・村内で働く場所が少なく、多くが燕市等の近隣自治体の企業に就職しています。 

【関連する事業（例）】 

・就職支援事業 

【関連する事業（例）】 

・弥彦村塾事業 

若者の転出抑制 

村の魅力発信 

弥彦村の魅力や村内に住むことでのメリッ

トを積極的に発信。 

就職支援 

・村内および近隣市町村の企業情報を提供

し、弥彦村出身の学生の就職を支援。 

・企業誘致の促進。 

弥彦村の特徴（彌彦神社、弥彦むすめ(枝豆)、米等） 

大戸企業団地 
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現状・課題 

 

 

 

具体的施策 2 移住促進に向けた支援体制及び環境の整備 
 

重要業績 

評価指標 

（KPI） 

項目 基準値 目標値 [H31 年度] 

転入者数（全年齢） 
H26 転入 169 人 

(H26 転出 191 人) 

Ｈ31 転入 

１８０人 

 

 

  

・平成 22 年以降、転出が転入を上回る社会減となっています。 

・近年、空き家が多くなり、活用が必要です。 

【関連する事業（例）】 

・空き家活用促進事業 

・おもてなし広場事業 

【関連する事業（例）】 

・移住促進事業 

・災害対策事業 

転入者の増加 

空き家の活用 

移住希望者への空き家の情報提供やリフォ

ーム費用の助成等を実施。若手アーティス

トやおもてなし広場出店者へ空き家情報を

提供。古民家や日本家屋など活用できる空

き家の選定・整備を進める。 

移住促進 

弥彦村に転居してきた方に補助金を交付し、

弥彦村への U ターンや移住促進を図る。 

また、災害に強い弥彦村の地理的環境を発信

するとともに災害対策事業の充実を図る。 

出典：空き家再生等推進事業／国土交通省 
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具体的施策との関連図・鳥瞰図 
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第5章 総合戦略の推進にあたって 

5.1 推進体制の整備 

総合戦略は、人口減少と地域経済縮小の克服、さらには、まち・ひと・しごとの創生に関する

総合的な計画であり、その範囲が広範にわたるため、行政のみならず各種関係団体、民間事業者

等との連携が欠かせないものになります。したがって、村民、関係機関等に総合戦略の趣旨や内

容の周知を図り、連携の強化、協力体制づくりを進めていきます。 

また、庁内では関係各課の横断的な連携の強化による事業展開により、総合戦略における目標

の実現を図っていきます。 

 

5.2 情報発信・広報活動の徹底 

移住、子育て支援、起業化など、さまざまな補助金等のサービスや制度を含め、総合戦略につ

いて村民への周知を図るため、広報やひこ、村ホームページなどの多様な媒体や各種事業をとお

し、情報発信・広報活動を行っていきます。 

 

5.3 国・県との連携の推進と制度の積極的な活用 

総合戦略の目標を実現するため、県の総合戦略と継続的かつ綿密な連携をとるとともに、「ま

ち・ひと・しごと創生関連交付金」や、「まち・ひと・しごと創生関連事業」などの各種制度を積

極的に活用し、効果的・効率的な事業の展開を図っていきます。 
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5.4 効果検証の実施 

国が示す『地方版総合戦略策定のための手引き』（平成 27 年 1 月、以下「手引き」という。）にお

いて、まち・ひと・しごと創生を実現するためには、従来の政策の反省の上に立ち、PDCA サイクル

を確立することが必要であるとしています。 

具体的には、効果的な総合戦略を策定し、着実に実施していくとともに、基本目標における数値目

標や各施策における重要業績評価指標（KPI）を基に、実施した施策・事業の効果を検証し、必要に応

じて総合戦略を改訂するという一連のプロセスを実行していくことが求められています。 

本村では、手引きや国の総合戦略に基づき、地域課題を踏まえた適切な短期・中期の政策目標を設

定するとともに、総合戦略の進捗を検証し、改善する PDCA サイクルを確立し、まち・ひと・しごと

の一体的な創生を図ります。 

PDCA サイクルを確実に実施していくため、弥彦村総合戦略策定委員会を（仮称）弥彦村総合戦略

協議会として改組し、事業の進捗や効果の評価を行います。また、必要に応じて総合戦略の見直しを

行います。 

 

 

 

 

 

 

  

Check:検証機関による評価 

妥当性・客観性を確保するため外

部有識者等の参画を得ることが重要 

【検証機関の構成】 

産 ： 産業界 

官 ： 弥彦村、関係行政機関 

学 ： 教育機関 

金 ： 金融機関 

労 ： 労働団体 

言 ： メディア 

Plan： 
総合戦略の策定・見直し 

Do： 
具体的な施策の実施 

 

Check： 
検証機関による評価 

Action： 
施策や評価基準の見直し 
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第6章 取組み事業一覧 

基本目標１ 弥彦村の核となる農業の推進 

具体的施策１ 新たな農業の推進と安定した雇用創出 

No 事業名 事業概要 

1 優良農業生産設備費補助金 紙マルチ田植機購入補助金。 

2 水田農業構造改革推進事業 
水田活用直接交付金への上乗せ助成と経営所得安定対策制度

推進活動への助成。 

３ 水田フル活用農業振興事業 転作田を活用して栽培された作物に対する補助。 

４ 木質バイオマス発電事業 
弥彦山系の木材を活用したバイオマス発電及び熱利用による

新たな事業開発。 

５ ふるさと納税事業 ふるさと納税普及促進。（弥彦産農産物ＰＲ） 

６ 弥彦村塾事業 
農業を１つの事業として捉え、農業生産後継者ではなく農業

事業経営者を育成。 

 

具体的施策２ 産業活動の担い手支援体制の充実 

No 事業名 事業概要 

1 農業経営基盤強化対策事業 認定農業者への利用権設定による規模拡大推進の助成。 

2 
水田フル活用農業振興事業 

（再掲） 
転作田を活用して栽培された作物に対する補助。 

3 木質バイオマス発電事業（再掲） 
弥彦山系の木材を活用したバイオマス発電及び熱利用による

新たな事業開発。 

４ 新規就農支援 ・認定農業者や新規就農者への助成。 

５ 弥彦村塾事業（再掲） 経営診断、経営指導など、農業の企業化に向けたサポート。 
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基本目標 2 弥彦村の資源を活用した観光事業の推進 

具体的施策 1 彌彦神社を中心とした観光事業の育成 

No 事業名 事業概要 

1 
地域の財産を活用した観光振興

事業 

新たな観光資源として、今年度新しくなった「相撲場」に着

目し、相撲場を地域の宝ものとして活用し、弥彦を相撲文化

発展の中心地に育てていくため、「越後之國やひこ相撲の郷プ

ロジェクト実行委員会」（会長：弥彦村長）を設立し、実行委

員会と弥彦村が一体となって、様々な事業を推進していく。 

2 観光振興事業 各種イベント負担金、観光ＰＲ、ポスター等制作。 

3 観光施設整備 
温泉街 wi-fi 整備、多言語化、バリアフリー等観光客の受け入

れ態勢を強化。 

4 観光案内所活用事業 
施設整備が完了し、今後は弥彦温泉街の情報拠点として、ソ

フト面での事業展開を図る。 

５ おもてなし広場整備事業 

弥彦産農産物の直売本格化による観光と農業の一体化を図る

ためグランドホテル跡地に直売所、県内物産展示即売施設等

を整備。また出店者、起業促進に対する空き家の活用も推進。 

６ ヤホール運営事業 

弥彦体育館跡地に防災機能付き多目的施設を整備し、弥彦公

園に付随する観光の拠点を整備した。今後は観光に資するイ

ベントスペースとして活用を検討する。 

７ 駅前広場整備事業 
駅前の旧やひこ観光ホテルを取得、解体し、駅前広場を整備

することで弥彦観光のイメージアップを図る。 

８ 弥彦村塾事業（再掲） 観光産業経営実践塾の開催。 
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具体的施策 2 近隣市町村と連携した新たな観光事業の推進 

No 事業名 事業概要 

1 燕市との広域観光事業 
定住自立圏による観光への取り組み。（首都圏ＰＲ、二次交通

整備、観光エリアマップ、コラボ商品開発） 

2 観光振興事業（再掲） 各種イベント負担金、観光ＰＲ、ポスター等制作。 

3 観光施設整備（再掲） 温泉街 wi-fi 整備、多言語化、バリアフリー等。 

４ 特産品販売促進事業 

イカメンチＰＲ、新商品開発経費補助。 

弥彦産米を首都圏・海外富裕層直接販売による弥彦産農産物

の販売促進。 

5 
出雲崎町・粟島浦村 

連携事業 

出雲崎町、粟島浦村それぞれの地域に特化した特産物につい

て、物産館を活用して販売を行い、燕市と共に各町村の PR

を行う。 

６ （仮称）モンゴル連携事業 
モンゴルとの交流を先進的に行うことにより、国際交流を進

めるとともに、弥彦観光のコンテンツ充実を図る。 

 

 

具体的施策 3 村営競輪の振興と安定した雇用創出 

No 事業名 事業概要 

1 （仮称）競輪場活用事業 
若者を中心に、競輪ファンの増加を目的に、競輪場を観光資

源として開放、有効活用する。 

２ 観光振興事業（再掲） 各種イベント負担金、観光ＰＲ、ポスター等制作。 

３ インバウンド強化 

彌彦神社の歴史と全国で唯一の村営競輪場という特異性を外

国人観光客に周知することにより、東京オリンピックを見据

えたインバウンド強化を推進。 
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基本目標 3 ここで子どもを育てたいと思われる村づくり 

具体的施策 1 若い世代間の出会い・交流の場の創出 

No 事業名 事業概要 

1 婚活支援事業 

独身者（未婚・シングルマザー・シングルファーザー含む）の出会い

の場を創出し、結婚に至るまでの過程を支援することにより、少婚化

対策・少子化対策を推進する。実施内容についてはイベント実施のほ

か、同窓会補助など、幅広く柔軟に対応する。 

２ 弥彦村塾事業（再掲） 
結婚相談や子育て相談の総合的な情報を村民に提供することにより、

弥彦村での結婚・出産・子育てをサポート。 

 

具体的施策 2 安心して子どもを産み育てることができる支援充実と環境整備 

No 事業名 事業概要 

1 子ども医療費助成事業 中学生まで医療費を助成。 

2 病児・病後児保育事業 病児・病後児保育事業の実施。（燕市と定住自立圏として） 

3 乳児紙おむつ助成事業 
満 1 歳に達した日の属する月末までの乳児の保護者に対し、購入し

たおむつ費用のうち一月当たり３，５００円以内を助成。 

4 母子保健事業 健やかな子を産み育てるため、妊産婦・乳幼児を対象とした保健指導。 

5 う蝕予防事業 
1 歳から 4 歳まで定期的な歯科健診及びフッ素塗布によりむし歯予

防を勧める。 

６ 
安心・安全に暮らせる住

環境整備事業 

近年は豪雨による土砂災害等が頻繁に発生しており、村民が安心・安

全に暮らせる住環境の整備を図る必要があるため、新たな情報伝達シ

ステム（防災ラジオ含む）を構築し、被害の回避と抑制を図る。 

７ 子ども関連施設事業 子育て支援センター、保育園、放課後児童クラブの運営。 

８ 
子ども子育て支援事業 子ども子育て支援法に伴う事業、子育てファンドの運用、認定子ども

園に関する事業。 

９ 休日保育、延長保育 ・土日就業者の為に休日保育を実施。・延長時間の充実。 

 

具体的施策 3 自ら考え、表現する力を高める教育の推進 

No 事業名 事業概要 

1 学力向上支援事業 
小中学校それぞれ４名の学習指導支援講師を配置し充実した教育環

境を整備。 

2 地域教育コーディネーター 地域と学校の連携強化事業。 

3 学校教育充実事業 いじめ不登校対策としてのスクールソーシャルワーカーの配置。 

4 心の教育推進事業 

「夢と希望」「ふれあい」「良い環境づくり」を基本に、豊かな心の育

成を目指し、あいさつ運動の推進や、一流の演劇等に触れ、感動を体

験する活動を行う。 
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基本目標 4 住みたい村・住み続けたい村“弥彦”の実現 

具体的施策 1 若者・女性の人口減少抑制策の展開 

No 事業名 事業概要 

1 地域公共交通事業 
幹線バス「やひこ号」とデマンド交通「おでかけきららん号」の

運行事業。（居住地域の利便性向上） 

２ 就職支援事業 
村内および近隣自治体の企業情報を、成人式などの機会を利用し

て弥彦村出身の若者に提供し、Ｕターンの促進につなげる。 

３ 雇用創出 
・村民新規採用に対する報奨金交付。 

・事業者参入に対する税金優遇。 

４ 起業・雇用推進センター ・「起業支援」を目的とする推進センター設置。（村、商工会） 

５ 弥彦村塾事業（再掲） 
弥彦村の歴史・伝統を住民に伝えることにより弥彦愛を育み、転

出抑制、Ｕターン促進を図る。 

 

具体的施策 2 移住促進に向けた支援体制及び環境の整備 

No 事業名 事業概要 

1 空き家活用促進事業 

空き家管理システムを導入し、空き家バンク制度等への登録を促

進することにより、利用希望者の利便性を図る。また、若手アー

ティストや移住希望者に情報提供、誘致活動を推進するととも

に、中古住宅（古民家や日本家屋）のリフォーム費用を助成する

ことにより、移住促進を図る。 

2 移住促進事業 弥彦村転入促進のため、転入してきた方に補助金を交付。 

３ 災害対策事業 
ハザードマップの作成や新たな災害情報伝達システムの構築を

図る。 

４ おもてなし広場整備（再掲） 
おもてなし広場等村に新たに起業する者を対象に空き家物件等

を紹介することで、移住促進につなげる。 

５ まちづくり元気応援制度 
移住事業の補助交付金を受け、弥彦村に移り住み定住する方に対

する「住宅ローン」の融資金利の引き下げ。 

６ 住宅取得支援 
・新築や中古に関わらず、取得に対する補助金の拡充。 

・工程試算税相当額の補助。 

７ 賃貸住宅の入居支援 契約金や家賃の一部補助。 

 


