
「第2期栄村総合戦略]パブリックコメントにおけるご意見と村の考え方

ページ 項目
1 表紙 将来像の用

語
”え~まち”は理想ですが、まちは身近に感じにくいです。む
らが良いと思います。

行政区の町、村ではなく、人の集まる賑やかな場所ということ
で「まち（街）」という表現をさせていただいています。

2 表紙 将来像の用
語

キャッチフレーズ（スローガン）がまずい
　主に若年層の定住を青写真とする総合戦略であるので、村内
外の誰もがわかる表現がいい。方言ではわかりにくいのでア
ピールできない。「若者が住みやすい村づくり」「子育てする
なら栄村」「住んで楽しい栄村」など。復興計画のスローガン
でもよい。

本計画では、村民に親しみやすいものとするため、方言による
表記をさせていただいています。

3 3 総合戦略の
構成

国の総合戦略の具体的方法がさっぱり分からない。「稼ぐ地域
をつくる」ってどうやってと思う。国が地方（とりわけ人口の
少ない地域）をどうするか？我が村としても国に問わなければ
いけないと思う。

総合戦略は、目標に対する基本的方向性を示したものであり、
具体的な事業、施策はそれぞれ展開されます。村も、国の動向
を注視しながら、目標達成のため施策を推進していきます。

4 12 基本目標
テーマ１

米や山菜野菜、材木の一次産品利用だけでは収入増は難しい
し、若者の新規就農も厳しい。商品企画、営業や販売戦略に重
点を置いた農林畜産業の6次産業化への支援に力を入れてほし
い。
同時に村内循環という意味での地産地消に対して、思い切った
生産奨励金や消費還元金（消費税の逆）などのインセンティブ
をつけて新たな産業を興してほしい。

農林畜産業の振興は、雇用・移住定住の促進につながる重要事
項と考えています。
頂いたご意見は、今後の施策の参考にさせていただきます。

5 13 基本目標
テーマ２

村民の誇りである「豊かな自然」や「村民の温かさ」、「食べ
物の味」などといった抽象的な表現を一つでもいいので、特化
し見える化しクオリティを上げてアピールしていく視点が必
要。

村の誇れるこうした資源をどう活用していくかは、総合戦略の
目標達成のため必要なことと考えています。
頂いたご意見は、今後の施策の参考にさせていただきます。

6 14 基本目標
テーマ3

プライベート志向な若者に「結婚に村民全体で温かくお祝い」
は適さない。お祝い金等で祝福するのが良いと思う。
また、住居や子育て・教育費への公的な援助が必要である。

お祝金の制度は従前からあるので、表記について再検討させて
いただきます。
頂いたご意見は、今後の施策の参考にさせていただきます。

7 15 基本目標
テーマ４

不利な自然地理的条件やインフラの弱さを「村民の温かさで克
服し」の意味が分かりません。現代社会における必要な生活条
件を具体化し、その解決の目的を掲げ精神論で語らない。「村
民の温かさ」の具体化によって人を引き付ける魅力としてア
ピールしていくことはよい。

より分かりやすい表記とするため再検討させていただきます。
頂いたご意見は、今後の施策の参考にさせていただきます。

8 17 農業振興 商品開発とブランド化のための「ふるさと納税制度の活用」を
うたってもよいのではないか。

農産加工品を販売するため複数ある販路のひとつとして、表記
を検討させていただきます。

9 18 林業振興 住んでいるところが美しいととても思えない。森林活用にもっ
と力を入れてほしい。

村土の90%を占める森林の保護、利活用のための施策を今後も
推進していきます。

10 18 林業振興 林業従事者が減少しているなか（組合懇談会資料）、10人の増
員には無理があるのでは。

頂いたご意見をもとにKPIの再検討をさせていただきます。

11 18 畜産振興 飼育頭数の60頭増は、施設規模からして無理ではないか。輸入
自由化等の社会情勢を反映しての目標なのか。

頂いたご意見をもとにKPIの再検討をさせていただきます。

12 18 商工業振興 経済循環はキーワードである。事業者を喚起するため、売り上
げ奨励金など、村内消費を事業者自らが努力するような方策を
考えてもよい。

総合戦略の各目標を達成するためには、村民や事業者の皆様の
ご協力が不可欠と考えます。そのために必要な各種支援策など
を推進していきます。
頂いたご意見は、今後の施策の参考にさせていただきます。

13 19 雇用創出対
策

グリーンツーリズム事業の推進
①グリーンツーリズムサポートセンターの設置と指導員の養成

②都会との交流により小学生等の体験学習※及び農家民泊の設
置
③地元高齢者によるインストラクター
※体験学習：田植え、稲刈り、トマトやキュウリの収穫等

栄村の自然、文化を活用する取組は、特色ある村づくり、雇用
や関係人口の創出においても重要と考えています。
頂いたご意見は、今後の施策の参考にさせていただきます。

14 20 移住・定住
促進対策

累計移住者数15組であるが、実数で表記できないか。 本計画においては、人口ビジョンで定めた目標人口に則した表
記とさせていただいています。
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15 20 移住・定住
促進対策

「新しい息吹」は具体的に「多様な人材」とか「若い力」など ご意見をいただいた「多様な人材」、「若い力」などを、包含
する表記として、本計画では「新しい息吹」とさせていただい
ています。

16 21 移住・定住
促進対策

地域おこし協力隊定住者6人は含まれているのか。 本計画の重要行政評価指標（KPI）は、任期終了後定住した人
数のため、現在活動中の地域おこし協力隊員は含まれていませ
ん。

17 21 関係人口促
進対策

栄村観光大使を選んでみてはどうか。お笑い芸人が宜しい。 現在各方面の３名の方に、栄村を広く紹介宣伝をしただくため
栄村観光大使をお願いしています。
頂いたご意見は、本計画策定の参考にさせていただきます。

18 21 関係人口促
進対策

発信の手段として現在「観光大使」を任命している。ほかにも
発信の手段を具体的に載せる。

村の魅力を発信するひとつとして表記を検討させていただきま
す。

19 22 出産・子育
て対策

特殊出生率は、人口ビジョンと整合性はあるのか。 人口ビジョンで定めた目標人口に則した特殊出生率となってい
ます。

20 23 教育対策 「きめ細やかな教育」というところを栄村らしい独自の表現で
具体的に追記してほしい。

「ひとりひとりに目が行き届いた指導」、「子どもたちの発言
が増え、表現力、思考力を深める授業づくり」などを包含する
表記として、本計画では「きめ細やかな教育」とさせていただ
いています。

21 23 教育対策 今後栄村の小中学校、保育園をどのようにしていくのかについ
て何もないです。子どもが減少する中で、そこを皆で考え、栄
村らしい教育をどうしていくのか、ありきたりではないことを
検討していかないと、何もしていないのと同じになりそうな気
がします。ぜひ、栄村の教育を考える会のようなものを立ち上
げていくつかのプランを出すとか、話し合いをするとかを目標
にしたらどうでしょうか。

本計画は基本目標に対する基本的な方向性を示したものであ
り、具体的な施策などについては、それぞれ検討をさせていた
だきます。
頂いたご意見は、今後の施策の参考にさせていただきます。

22 23 教育対策 老人福祉センター2階大広間を活用し、夏の教育合宿に都会の
小中高生を呼んでみてはどうか。中電の敷地を借りて魚をとっ
たりし、入浴は村内施設に割安で入っていただく。

村内外の子どもを対象とした栄村の自然、文化を活用する取組
は、村の子どもの村への愛着を深めるだけでなく、都市部との
関係人口の創出においても重要と考えています。
頂いたご意見は、今後の施策の参考にさせていただきます。

23 24 数値目標 全体的に「村民全員」という表記があるが、これは「村民」も
しくは「村民誰もが」でよいのではないか。
「えー村」は「良い村」

頂いたご意見は、本計画策定の参考にさせていただきます。方
言については、村民に親しみやすいものとするために表記をさ
せていただいています。

24 24 保健・医
療・福祉対
策

祝祭日、休日の緊急対応病院名は、役場に電話すればすぐ分か
るような。

村民が安心して暮らせる医療環境を整えるため、頂いたご意見
は今後の施策の参考にさせていただきます。

25 24 保健・医
療・福祉対
策

〇評価指数の介護予防事業参加者数は人口減少の中にあって増
加を見込むことは困難。施設数や職員数の確保（維持）でもよ
い。

本KPIについては、高齢人口の減少も鑑みてほぼ現状維持の水
準とさせていただいております。頂いたご意見は、本計画策定
の際の参考にさせていただきます。

26 22
23
24

複数項目 評価指数の単位表記と表示の統一（小数点） 各指標ごとに数字の表記（小数点、単位等）に違いがあるた
め、個別の扱いとさせていただいています。

27 26 PDCAサイク
ルの確立

外部有識者をはじめとする第三者機関による検証とあるが、具
体的にどのような機関なのか、メンバー構成などを記載してほ
しい。

毎年、総合戦略推進委員会（産官学民で構成）により、施策等
の検証を行っています。
表記については、再検討をさせていただきます。

28 26 官民連携や
広域連携の
強化

随時プロジェクトチームを設置とあるが、どのような構成組織
とするのか、もう少し具体性を持たせてほしい。

各施策ごとに必要に応じて、行政だけでなく、村民や関係事業
者、各種団体で構成する随時プロジェクトチームを構成し事業
を推進していきます。

29 全体 全体 全体についての事ですが、とても内容が豊富で隣組の回覧で見
てもらう内容のものではないと思います。きちんと機会をつく
り説明するようにしないと本当に興味がある人が見るだけに
なってしまうと思います。
目標としての数字が具体的に示されてる栄村の未来の人口形態
ですが、方法としての具体的なものが不透明なまま年数が過ぎ
ていくのではと心配されます。原案から具体的な部分を検討し
ていくのかと思いますが、村民が理解し、未来への希望が持て
る具体的な方法を村民の中から、これからを支えていく層の中
からくみあげて欲しいと思います。

本計画策定においては、時間的制約、資料数などから栄村ホー
ムページと隣組回覧によるご意見の募集とさせていただきまし
た。
皆様からのご意見を広くお聞きできるような方法や取組を、今
後検討させていただきます。

2/3



「第2期栄村総合戦略]パブリックコメントにおけるご意見と村の考え方

ページ 項目

該当箇所整理
番号

ご意見 村の考え方

30 全体 全体 今回急で驚きました。前回はもう少しアピールがあったように
思います。今回のように回覧で意見書を書いてもらうのみの方
法では、気持ちはあっても参加できない村民が多いのではない
かと思います。回覧のみでなく説明会や、村民が思いを言える
会のようなことがないと内容も分かりにくいです。ぜひ、村全
体でも村内何か所かに分散してでも、集落ごとでも、直接内容
が聞ける、意見が言える、ざっくばらんに語れる催しを工夫し
て開催してほしいです。

本計画策定においては、時間的制約、資料数などから栄村ホー
ムページと隣組回覧によるご意見の募集とさせていただきまし
た。
皆様からのご意見を広くお聞きできるような方法や取組を、今
後検討させていただきます。

31 全体 全体 １　推進する行政側で決めた全体計画に対して、一般住民から
は意見を出し難いのではないでしょうか。「〇〇について、ど
のような具体的施策にしたらようでしょうか。」または「〇〇
について具体的施策を計画したけれども、どのように推進した
らよいか。」等の提示の仕方でないと、多くの意見は出ないの
ではと思います。
２　私は、改訂版原案及び総合戦略原案の施策について、積極
的に推進してほしいと願っています。
３　できれば、前期（４~９月）と後期（10月~3月）に評価を
実施してはどうでしょうか。そして、その時点で重点的な施策
について村民の意見を問うてはどうでしょう。

１　皆様からのご意見を広くお聞きできるような方法や取組
を、今後検討させていただきます。
２　各施策の点検・検証を行いながら、目標達成に向け本戦略
を推進します。
３　毎年総合戦略推進委員会（産官学民で構成）において、各
施策の点検・検証を行っています。

32 全体 全体 もう村だけではどうすることもできないのでは。他市、他町と
どう協力するかをもっと考えなければ。
家の少ない私の集落にもう将来は無い。私の代で終わりだと
思っている。もっと高齢になって治安の事がとても心配だ。車
に乗れない子は村では生きていけない。早く町へ出て行くよう
に言っているし、本人もそのつもりでいる。

人口ビジョンで示されるように、人口減少、少子高齢化が進む
中、観光面、生活環境面において、ますます広域的な連携、協
力が必要と考えています。
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