
 

事業名 事業概要 担当課

既 農業関係団体活動育成事業 農業関係団体（農産物出荷運営組合等）へ補助金を交付し活動を支援する。 産業建設課

集落営農組織等育成事業 経営面積拡大と生産コストダウンを図るため農業機械整備への支援。 産業建設課

農業経営力向上支援事業 意欲ある農業者及び集落営農団体の法人化を支援する。 産業建設課

栄村ブランドの加工品づくり 牛肉、花豆、木材加工など良質な産品を村内で消費又は加工しブランド化を目指す。 産業建設課

栄村就農給付金事業 国の新規青年就農者への給付金に該当しない者（45歳以上）への支援。 産業建設課

大規模農業法人設立事業 農業法人「栄村株式会社」を設立し、全国に新規就農希望者を募集する。 産業建設課

水産業振興事業 村内で水産業を創業・起業する事業者等に対する支援。 産業建設課

農作物生産振興事業 農作物の生産拡大のため、苗や資材の費用補助について拡大する。 産業建設課

自伐林家推進事業 小規模な自伐林家の育成による林業者の起業支援について検討する。 産業建設課

既 プレミアム商品券事業 地域住民の消費を喚起し、地域経済の拡大と活性化を支援する。 商工観光課

既 企業立地等促進事業 村内の企業立地に対する用地交渉、水道等公共施設整備、資金助成等を行う。 商工観光課

地域宅配サービス事業 交通手段がない方の農産物の集配、食材、農業資材の配達など地域内宅配サービス支援。 商工観光課

創業支援事業 村内創業者に対し相談支援、資金調達等の支援。 商工観光課

村内起業支援事業 活動支援、住宅対策支援、除雪・除雪機購入支援等。 商工観光課

基本目標１　 　 やりたい仕事ができる村づくり

栄村　総合戦略　検討事業

③施策（案）
⑤関連事業　（既：既存事業　　改：事業見直し改善したい事業　　空欄：新規検討事業）
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地域通貨活用事業 地域通貨の利用活用について調査研究を行う。 商工観光課

酒造販売事業 酒蔵と協力し、栄村産の米を使用した酒造りを研究する。 商工観光課・産業建設課

地域ガイドサービス事業
地域周遊観光メニューの販売には、具体的な交通手段やガイドが必要である。
地理地形、温泉、神社仏閣、文化財資料館、絵手紙館、風景、食堂、人材の組合せ。

商工観光課

栄村伝統工芸継承事業 和紙・桐下駄・わら細工の後継者育成による雇用創出と地域振興。 商工観光課

総合型地域スポーツ指導者組織創設 スポーツ教室・大会他の指導、企画及び運営にあたる専門知識、資格を有する者の組織の創設。 教育委員会

間伐材によるバイオマス発電事業 間伐材を利用した木質バイオマス発電所を設置し、村内の公共施設または団地で利用する。 産業建設課

データセンター誘致事業 雪・水等を利用した冷却システムを活用したデータセンターの誘致。 総務課

小水力発電推進事業 発電所建設による施設維持運営に係る雇用創出。売電による地域振興策の検討と村自主財源の確保。 総務課

地場産品開発事業 秋山郷を中心とした水資源の豊富さを活用し、水耕ワサビ栽培技術確立による雇用創出。 産業建設課

自然エネルギー地域循環事業 チップの生産振興・チップボイラー導入推進・薪の生産利用・薪ストーブ購入設置補助の検討。 産業建設課

(3)地域資源
を活用した新
たな雇用の
創出対策

出



 

事業名 事業概要 担当課

既 若者定住マイホーム支援事業 本村に定住、４５歳以下の者　新築住宅取得２００万円、中古住宅取得１００万円補助。 住民福祉課

既 地域おこし協力隊活用事業 地域おこし協力隊を積極的に活用し、地域の活性化と協力隊の移住・定住に繋げる。 総務課

長期滞在型体験住宅設置事業 移住目的の者に対し長期滞在可能な体験住宅整備について研究する。 住民福祉課

空き家対策事業 空き家を不動産業者の仲介による空き家の提供。取得空き家の改修の一部を補助する。 住民福祉課

近隣市町村勤務者支援事業 村に定住した若者で勤務地が村外の場合には通勤等に係る経費の支援。 住民福祉課

就労体験事業 優秀な人材確保、活性化のため村内の企業・職場体験などリクルート活動を支援する。 商工観光課

就農体験事業 農業を志したい若者を受け入れ、就農体験の機会をつくる。 産業建設課

ＩＣＴ技術者移住促進事業 作業スペース（住宅）を整備し、ＩＣＴ分野の誘致を促進する。 総務課

個人向け住宅団地整備 除雪を必要としない個人向け住宅（低家賃）の整備について検討。 住民福祉課

ＣＣＲＣ促進事業 東京栄村会員を中心に、村への移住促進対策を研究する。 総務課

体験住宅の充実 空家を利用した体験住宅の充実について研究する。 住民福祉課

居住支援事業 居住場所と農地をセットで、移住・定住者を募集する。 住民福祉課・産業建設課

改 姉妹都市等の交流事業 横浜市栄区の民間団体とが栄村住民と文化的交流を図るための支援。 総務課

芸術文化を通じた交流事業 村民と姉妹都市等の住民や行政同士が交流できる計画及び機会をつくる。 教育委員会

地域文化ＰＲ事業 祭り等既存の地域文化の魅力を積極的に発信し、交流人口を促進する 商工観光課

絵手紙交流事業 絵手紙を活用した交流事業について支援する。 商工観光課

観光客受入体制整備事業 農家民泊や地域での受入等村全体で迎い入れる体制づくり進める。 商工観光課

改 観光宣伝対策の見直し 有効な観光宣伝方法（ネット宣伝方法、イベント誘客方法）について、調査研究を行う。 商工観光課

栄村夏祭りの開催 村外の人も楽しめる夏のイベント開催について検討する。 商工観光課

既 着地型観光における誘客事業 栄村へ誘客するための旅行商品づくりを行う旅行業者を支援する。 商工観光課

既 広域観光連携事業 各種広域観光団体事業者等の連携による積極的な誘客宣伝活動の実施。 商工観光課

既 観光・観光交流イベント事業 姉妹都市等とのイベントを通じ人との交流を深めながら、栄村地産賞品の販売拡大に繋げる。 商工観光課

既 観光情報発信事業 雑誌・新聞広告等による観光やイベント情報、インターネットやSNSによる旬な情報の発信。 商工観光課

既 観光団体育成事業 観光協会の自立に向け行政支援を行い、新たな雇用を生み出す。 商工観光課

インバウンド促進事業 国内外から観光客を呼び込む、インバンド戦略について調査・研究を行う。 商工観光課

地域資源開発事業 昔からある素朴な観光資源の掘り起しを行い、旅行商品化の研究を行う。 商工観光課

民間イベント開催補助金 様々な観光等誘客イベントを行う集落や団体等を支援する。 商工観光課

基本目標２　　　若者や女性が集まる村づくり

栄村　総合戦略　検討事業
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③施策（案）
⑤関連事業　（既：既存事業　　改：事業見直し改善したい事業　　空欄：新規検討事業）

（１）移住・定
住促進対策

（２）交流人口
促進対策



 

事業名 事業概要 担当課

既 結婚成立報奨金・祝金交付事業 結婚成立による仲介人・新郎新婦に奨励金・祝金を交付する。 住民福祉課

改 結婚成立報奨金制度見直し 一時給付制度のみでなく出産、子育てを含め総合的に検討する。 住民福祉課

男子力・女子力アップ講座 行動力を磨き促す考え方、スキルを身に付ける講座を開催する。 住民福祉課

婚活支援 近隣市町村が連携した合同イベントの開催支援等、出会いの場の創出支援。 住民福祉課

既 不妊治療費補助事業 年10万円まで5年継続可能。 健康支援課

既 里帰り出産支援事業 市町村間の保健指導委任事務。 健康支援課

既 妊婦乳児一般健康診査受診券交付 妊婦健診14回、乳児健診１回の無料受診券の交付 健康支援課

既 マタニティクッキング開催 妊娠期からの食事について栄養指導、保健指導 健康支援課

既 にぎやか出産祝金 第３子以降産まれた場合、出産祝金を支給する。 住民福祉課

妊活支援（相談窓口） 妊娠前後の悩みや不安の解消のための教室開催や相談窓口を検討する。 健康支援課

緊急出産対策 周産期医療への対応支援・医療機関の確保 健康支援課

既 ブックスタート事業 本と親しみ、親子のふれあい創出のため、幼児（満１才）および小学校１年生へ本を贈呈。 教育委員会

既 子どもインフルエンザ接種補助事業 生後６か月～中学生　１回あたり1,250円補助。重症化、合併症を防ぐ。 健康支援課

既 脳脊髄液減少症医療費軽減事業 難病で保険医療に含まれない費用等について補助する。 健康支援課

既 乳幼児健診 4か月～4歳児の健診、相談、保健指導 健康支援課

既 幼児目の健診事業 幼児期の目の健診 健康支援課

既 プレパパママセミナー 出産を迎える親に対する研修 健康支援課

既 ベビーマッサージ事業 親子のスキンシップをはかり、健全な子育て環境を築いていく。 健康支援課

既 新生児2か月訪問（産後うつ対策含む） 保健師による新生児訪問 健康支援課

既 離乳食教室、離乳食フォロー教室 ミルク等から食事に移行する期間に、規則的な食事・生活リズムを整え食べる楽しさの体験 健康支援課

既 子育て相談日の開催 保健師による悩み相談や傾聴 健康支援課

既 保育園訪問 療育コーディネーターなど専門職による訪問で子どもたちの様子を見守る 健康支援課

既 乳幼児等福祉医療制度 １８歳までの児童等に対して、医療費の窓口負担を全額補助 住民福祉課

既 保育料第２・３子減免 第２子：基準額×５０％、第３子：無料（同時入所でなくても無料） 住民福祉課

既 保育園未満児一時預かり及び入所 保育園では未満児（６ヶ月～３歳未満）について、一時預かり及び入所受入れ 住民福祉課

既 学童クラブ １～６年生まで受入れ、料金：半日１００円、１日２００円、１月上限２０００円（１２／１～） 住民福祉課

改 子育て支援ルーム開放 子育て中の親子が集まり、交流や気晴らしができる施設として開放する 健康支援課

改 幼児フッ素塗布事業 2～4歳の虫歯予防 健康支援課

保育料軽減対策事業 保育料軽減措置に対する検討する。 住民福祉課

母子・父子家庭支援 ひとり親家庭への生活支援。 住民福祉課

子育て支援センター 子育てに関する支援、相談、セミナー等開催、親子交流施設 住民福祉課

子育て支援給付金制度 村内小・中学校等入学時に給付金を支給する。 住民福祉課

児童手当の見直し 一時給付との関係もあるが、継続的な子育て費用の増額を検討する。 住民福祉課

子育て教室（遊び方）の開催 絵本の読み聞かせ、体を使った遊びなど、孤独な子育てにならない機会、場所を提供する。 教育委員会

キッズ運動あそび事業 運動離れ、体力の低下を招かないよう、幼児期から遊びを取り入れた運動の展開 教育委員会

子どもフッ化物洗口の普及 子どものころから予防歯科を習慣化し、歯を維持し健康を守る。 健康支援課

保育園運営体制の充実 栄村の保育指導方針を見直し、職員体制、保育内容の充実について検討する。 住民福祉課

自然保育事業 自然環境や地域資源を積極的に活用した保育体制について研究する。 住民福祉課

子ども見守り支援事業 子どもの安全を守る体制整備を研究する。 住民福祉課・教育委員会

自然体験公園整備 子育て支援のため、豊かな自然を活用した体験型公園を整備を検討する。 総務課

栄村　総合戦略　検討事業

基本目標３　　安心して出産し子育てできる村づくり
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③施策（案）
⑤関連事業　（既：既存事業　　改：事業見直し改善したい事業　　空欄：新規検討事業）

（１）結婚対策

（２）出産・子
育て対策



既 保小中スクールバス運行事業 園児、児童、生徒の通園・通学時のスクールバスを外部委託及び直営により運行。 教育委員会

既 通学定期補助事業（ＪＲ） 白鳥・平滝地区の中学生のＪＲ通学定期購入費の全額補助。 教育委員会

既 中学校休日部活送迎運行事業 休日部活動の送迎を外部委託により運行。 教育委員会

既 中学校部活動補助事業 部活動で共用する用具等の購入経費を補助。部活動で大会等に参加する際の交通費等の経費を補助。 教育委員会

既 自然学校開設 栄村の文化や暮らし、自然環境等を学び、小学生から一般の青年層までの異年齢集団の中で子どもの社会性や生きる力を育む。 教育委員会

既 小・中学校フォロー訪問 専門職による訪問で子どもたちの様子を見守る。 健康支援課

既 小・中学校への申し送りの会 子どもの特性、成長を引き継ぎ、本人に寄り添った学校生活へと導く。 健康支援課

既 栄村奨学資金貸与事業 高等学校以上の学校に進学した場合の学費の貸与（無利子） 教育委員会

改 小中学校給食費補助事業 現在1食10円の補助単価を増額し、保護者の経済的負担を軽減する。 教育委員会

改 学力向上・ふるさと教育事業 基礎学力を高める教育の推進。ジオパークを基軸としたふるさと教育の推進。栄村校長会に補助金を交付して取り組む。 教育委員会

改 小中学校ＡＬＴ配置事業 小学校における英語教育の低学年化に対応すべく、外国語指導助手の増員を検討する。 教育委員会

改 スポーツクラブ等育成事業 スポーツ（野球、剣道、卓球、スキー）、文化（書道、太鼓）の指導員報酬額の改定を検討する。 教育委員会

心のケア対策事業 心のケアを行うための施設、機能整備について調査、研究を行う。 教育委員会

医療介護・奨学金制度 人材確保のため医療職や介護職をめざす学生に対する奨学制度の調査・研究をおこなう。 健康支援課

保小中教育体制整備 保育園、小学校、中学校の一貫教育体制の構築を研究する。 教育委員会

栄村型ｺﾐｭﾆﾃｲ･ｽｸｰﾙ創設 学校支援ボランティアを交えた体制を構築し、子どもたちが地域への愛着を深める取組を進める。 教育委員会

小中学校副教材購入補助事業 個人負担で購入している副教材を一部公費で購入し、保護者の経済的負担軽減を図る。 教育委員会

セカンドステップの延長 「キレない子どもを育てる教育プログラム」について、保育園年長時を継続し、小学校低学年まで延長を検討する。 健康支援課

柳沢プログラムの授業採用 運動、リトミックを授業に取り入れるための調査・研究をおこなう。 教育委員会

家庭相談・教育相談体制の整備 家庭児童相談員の常勤化を検討する。 健康支援課

自然体験学習事業 自然体験や自然学習の場として都会から子どもを誘導する。 教育委員会

高校生等学生支援事業 村に住所を有する高校生、専門学校生、大学生に対する支援を検討する。。 教育委員会

（３）教育対
策



 

事業名 事業概要 担当課

既 診療所の開設 身近なところに医療を確保する（保健事業含む） 健康支援課

既 健康相談窓口の設置 身近に相談できる、場所、人材の確保 健康支援課

既 地域包括支援センター開設 身近に相談できる、場所、人材の確保 健康支援課

村民デンタルIQ向上事業 歯科予防が全身疾患に関係性があることからお口の健康意識を向上させる。（歯科健診など） 健康支援課

高齢者による幼児預かり お年寄りの人生経験、人間性を活かし、子どもたちとふれあい、交流を行なう。学童保育など 住民福祉課

要支援者と元気な高齢者のふれあい みんなが輝ける地域を目指し、地域の高齢者が活躍できる場の創出を図る。 健康支援課

小児科医確保事業 小児科医の確保と、訪問サービスの実施について検討する。 健康支援課

既 雪害対策事業（救助員派遣） 高齢世帯等への冬期間住み慣れた家で安心して暮らせるように住宅等の雪下ろし支援。 住民福祉課

既 道踏み支援事業 高齢者世帯等で自力で道踏みが困難な世帯に対し、支援員による道踏み支援。 住民福祉課

改 議会、政策会議等会議録の公開 村の進めている政策の審議状況や経過を公開し、地域づくりへの関心や参画を促す。 総務課

改 公共交通利用向上化事業 デマンド交通・ＪＲ・委託路線バスの利用向上のため運行方法等見直しを行う。 住民福祉課

改 克雪資金貸付事業 貸付け事業及び貸付額見直し等の利用向上と貸付制度の見直し検討する。 総務課

栄村テレビ局の開設・放送 告知放送のほかに、情報を積極的に公開・提供していく体制を構築する。 総務課

冬期生活支援事業 冬期生活費（灯油・スタッドレス・除雪費用）除雪機購入の負担軽減対策を検討する。 住民福祉課

買物弱者支援対策事業 商工業者と協力し買物弱者対策の構築について研究する。 住民福祉課・商工観光課

高齢者交通対策 交通手段を持たない高齢者等へのタクシー券交付の交付を検討する。

既 郷土講座開設事業 受け継がれてきた暮らしや風習、文化を講座を通して村民へ広め、継承していく。 教育委員会

集落プラン（目標）策定支援事業 集落に目標をつくり、集落の一人ひとりが生きがいをもてるように策定、支援する。 総務課

ジオパークを活かしたふるさと学習 自然地理と生活、文化の深いかかわりを認識し、郷土愛を醸成しながら人材を育てる。 教育委員会

地域団体活動支援事業 村内の活動団体が地域活性化事業等実施する場合、補助金等を交付し支援する。 総務課

基本目標４　　いきいきと暮らせる村づくり

栄村　総合戦略　検討事業

（３）地域文
化・集落支援
対策
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③施策（案）
⑤関連事業　（既：既存事業　　改：事業見直し改善したい事業　　空欄：新規検討事業）

（１）保健・医
療・福祉対策

（２）生活環境
対策


