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第１ 基本的な考え方 

 

１ 総合戦略策定の背景と主旨 

日本の急速な少子高齢化や人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への過度な人口集中を是正

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社会を形成していくため、

平成26年11月に「まち・ひと・しごと創生法」が制定され、同年12月には「まち・ひと・しごと創生

総合戦略」及び「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」が閣議決定されました。 

「まち・ひと・しごと創生法案」においては、50年後に１億人程度の人口維持を目指す「長期ビジ

ョン」と、人口減少を克服し将来にわたって活力ある日本社会を実現するための５カ年の計画を示す

「総合戦略」のとりまとめについて示されており、県においても「高知県まち・ひと・しごと創生総

合戦略」を策定して、本格的な取り組みを進めています。 

地域の特性を踏まえた「地方人口ビジョン」と「地方版総合戦略」の策定をはじめ、これらに基づ

く継続性のある取り組みを行う地方には、新たな交付金制度の創設による積極的な財政支援がなされ

ており、これらを踏まえ、まち・ひと・しごと創生法に基づき、国及び高知県が策定するまち・ひと・

しごと創生総合戦略を勘案しながら、町の実情を踏まえ、人口、経済、地域社会の課題に一体的に取

り組むため、大月町まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定するものとします。 

 

本町の人口は減少傾向で推移しており、1980年の8,865人から2010年には34.8％減少し、5,783人と

なっており、今後も人口減少と少子化・高齢化が一層進展することが見込まれ、人口減少の克服、地

域経済の発展、活力ある地域社会の形成などが急務の課題となっています。 

人口減少と地域経済の縮小を克服し、交流人口の誘客や定住人口の増加を地域経済の拡大につなげ

るとともに、子育て世代へのサポート等の充実を図りながら、地域活力の好循環を生み出すため、「大

月町版総合戦略」（以下「大月町まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。）を策定します。本町の

有する地域の特性や強みを活かし、大月町の魅力を発信していくことにより、活力あるまちづくりを

進めていきます。 

 

 

２ 計画の位置づけ 

（１）国の創生総合戦略等との関係 

大月町まち・ひと・しごと創生総合戦略は、「まち・ひと・しごと創生法」第10条に基づく「市

町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」であり、国が策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」の基本的な考え方や政策５原則等を踏まえるとともに、高知県の「高知県まち・ひと・しご

と創生総合戦略」を勘案して、本町における人口減少と地域経済縮小の克服、まち・ひと・しご

と創生との好循環の確立を目指し策定するものです。 

また、本町における人口の現状と今後の展望を示した「大月町人口ビジョン」を踏まえて策定

しています。 
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■ 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■国の総合戦略における政策５原則抜粋 

（１）自立性 

各施策、構造的な問題に対処し、地方公共団体等の自立につながるようにする。 

（２）将来性 

地方が自主的かつ主体的に、前向きに取り組むことを支援する施策に重点を置く。 

（３）地域性 

各地域の実態に合った施策を支援することとし、各地域は客観的データに基づき実状

分析や将来予測を行い、「地方版まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定するととも

に、同戦略に沿った施策を実施できる枠組みを整備する。 

（４）直接性 

限られた財源や時間の中で、最大限の成果を上げるため、施策を集中的に実施する。

住民代表・産官学金労言の連携を促すことにより、政策の効果をより高める工夫を行う。 

（５）結果重視 

明確なＰＤＣＡメカニズムの下に、短期・中期の具体的な数値目標を設定し、政策効

果を客観的な指標により検証し、必要な改善等を行う。 

 

 

３ 計画の期間 

本総合戦略の期間は、2015年度（平成27年度）から2019年度（平成31年度）までの５年間とします。

なお、社会環境の変化、施策の進捗など状況変化により、必要に応じて見直すものとします。 

 

 

（１）人口減少と地域経済縮小の克服 

・本格的な人口減少時代の到来、地方と首都圏等の経済格差による人口の一極集中 

・地域経済の縮小により、人口の一極集中と地方人口減少に拍車がかかる。 

・地方における負のスパイラルの解消、人口減少を克服し地方創生 

①首都圏等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 

・地域経済の活性化、産業の高付加価値等による「しごとの創生」 

・地方就労の促進や移住・定住促進等による「ひとの創生」 

・安心できる暮らしの確保や都市のコンパクト化、広域連携等による「まちの創生」 
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４ 第６次総合振興計画と総合戦略のイメージ 

 

（１）第６次総合振興計画等との関係 

大月町まち・ひと・しごと創生総合戦略は、第６次大月町総合振興計画との整合を図りつつ、

長期的な視点に立って、人口減少克服・地方創生の目的を達成するための具体的な目標、施策を

位置づけるものです。 

また、個別計画において、本町の様々な分野にわたる総合的な振興・発展をめざすなかで、本

総合戦略の目的を達成する観点から、戦略的、一体的に施策を推進するものとします。 

 

■第６次総合振興計画と総合戦略のイメージ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

■第６次総合振興計画の進捗管理と見直し周期 

年度 H27         ～             H31  H32 

総合振興計画 
  

    

総合戦略 
  

 

５ 策定・推進体制 

（１）大月町まち・ひと・しごと創生推進会議 

大月町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進に当たり、住民代表・産業界・行政

機関・教育機関・金融機関・労働団体等の有識者の意見を反映するため、「大月町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略策定有識者会議（H28名称変更：大月町まち・ひと・しごと創生推進

会議）」を設置しました。 

 

第６次総合振興計画 総合戦略 

実施計画 

（毎年度向こう３年間調整） 

基本計画 

平成23～32年度 

基本構想 

具体的施策 

基本的方向 

基本目標 

第６次総合振興計画 
（毎年度、向こう３年間について実施計画のローリング） 

策定   大月町まち・ひと・しごと創生推進会議による見直し 
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（２）大月町まち・ひと・しごと創生推進本部会議 

まち・ひと・しごと創生に全庁横断的に取り組むため、町長を本部長とする「大月町まち・

ひと・しごと創生総合戦略策定本部（H28名称変更：大月町まち・ひと・しごと創生推進本部

会議）」を設置するとともに、本部のもとに、総合戦略等の事業提案などを協議する「大月町

まち・ひと・しごと創生総合戦略策定ワーキンググループ」を設置しました。 

 

■大月町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定・推進体制 

以下の体制を整え、大月町地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定及びその運用を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）進捗管理 

総合戦略は、住民、地域、団体、企業、行政など町全体で共有し協働して推進する計画で

あるため、町全体が関わる体制を構築し、高い実効性を確保することが必要となります。 

引き続き「大月町まち・ひと・しごと創生推進会議」において、町内各界各層とともに推

進・検証をしていくものとします。 

また、総合戦略の推進にあたっては、政策分野ごとの基本目標と具体的な施策を示し、各

施策の効果を客観的に検証できる指標（重要業績評価指標（ＫＰＩ））を設定し、ＰＤＣＡサ

イクルにより施策展開を図ります。 

ＰＤＣＡサイクルとは、計画（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、改善（Action）のイ

ニシャルをとった事業活動サイクルをいい、総合戦略によるまちづくりを地域全体の事業と

して捉え、計画から改善措置までの各検証により、計画の実効性を高めるものです。 

 

 

大月町まち・ひと・しごと 

創生推進本部 
 

町長（本部長）、副町長（副本部長） 

教育長、総務課長、税務課長、 

町民福祉課長、保健介護課長、産業振興課

長、建設環境課長、危機管理課長、土地対

策室長、会計管理者、大月荘園長、病院事

務長、教育次長、議会事務局長、まちづく

り推進課長 

 

大月町まち・ひと・しごと 

創生推進会議 
 

（有識者等による組織の設置） 

⇒住民代表、産業界、行政機関、教育

機関、金融機関、及び労働団体など

の有識者 (住民代表、農林、水産、

商工、建設、研究機関、金融、労働

団体、子育て世代など、まち・ひと・

しごと創生に関連する機関、団体、

個人・事業者等） 

 

 
ＰＤＣＡサイクルによる検証を 

有識者会議により実施。 

大月町まち・ひと・しごと創生 
総合戦略策定ワーキンググループ 
 

（ワーキンググループ提案） 

⇒所管セクションの課長推薦の職員（課長

補佐や係長など）による作業部会 
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第２ 計画の方向性と基本目標 

 

１ 施策展開に向けた方向性 

（１）基本的視点 

人口減少を克服すべく本町の強み・弱みなどを踏まえて、総合戦略における基本的視点を

以下の４つとします。なお、この基本的視点については、後述（２）有識者会議の意見・提案

を参考のうえ一部取り入れるとともに、策定本部において方向性を出して設定いたしまし

た。 

 

基本的視点  大月町らしさの展開 

   

１ 自然と立地条件を生かした地産地消・

地産外商の強化を図るとともに、人材

の育成・確保に努め、雇用の確保と地

域の振興を推進します。 

 

大堂海岸をはじめとした自然環境の

価値、農林水産業などの一次産業

の価値、郷土で育ち、郷土で働き、

郷土で住み続ける価値、伝統文化

や地域資源、地域コミュニティなど 

大月町における「まち・ひと・しごと」

のあらゆる価値を再認識し、それを

次世代へ継承する仕組みづくりに取

り組みます。 

 

↓ 
 

地域を担う、次代を担う

人材の育成に取り組み、

持続可能なまちづくりを

目指します。 

 

  

２ 大月町を知り、関心を持って、住んで

もらう一連の取り組みづくりを進め、

都市との共生・交流を促進し、定住人

口の増加を目指します。 

 

 

  

３ 教育・福祉等のきめ細かい子育て世代

への支援や、出会い・結婚への取り組

みを積極的にＰＲし、結婚・妊娠・出

産・子育ての希望を支援します。 

 

 

  

４ 地域の活動・交流拠点づくりと活性化

を図るとともに、災害に強い安心して

住むことのできる一体感のある地域づ

くりに取り組みます。 
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（２）有識者会議からの意見・提案 

有識者の意見を反映させるため、有識者会議での意見聴取及びアンケート調査を行い、そ

の意見・提案をＳＷＯＴ分析（※）により分析し、本町の強みを活かす・弱みを克服する取り

組み等の提案にまとめました。 

 

（※）ＳＷＯＴ分析  内 部 要 因 

ＳＷＯＴ分析とは、「強み 

(Strength)」「弱み(Weakness)」

「機会(Opportunity)」「脅威 

(Threat)」の4つの軸から組織

を評価する手法のこと。それぞ

れの頭文字をとってＳＷＯＴ

分析という。ＳＷＯＴ分析で

は、内部環境分析(強み/弱みの

分析) と外部環境分析(機会/

脅威の分析)に分けて評価・分

析する。 

 【強み】 

◆海に特化した3つの研究機関 

◆出産や子どもの医療費の補

助、出産祝い金 

◆県の婚活サポーター 

◆海、ダイビング、磯釣り、ジ

オパーク 

◆全戸に光ケーブル接続 

◆干物、テンプラ、ところてん、

へら寿司、キビナゴフィレなど

特産品 

◆一次産業を基本としたおだや

かな暮らし 

◆地域への帰属意識（故郷とし

ての認識） 

 

 【弱み】 

◆良い農地が入手できない 

◆一次産業（漁業・農業･林業）

の人手が足りない、就業者の獲

得が困難 

◆「じじばば」の援助は得られな

い 

◆高速通信網としての本来の用

途が発揮されていない 

◆インターネットの利用料金が

高い 

◆町内に高校がなく高校から町

外に出る人も多い、子育て（通

学等）にかかる親の負担が大き

い 

◆妊娠初期時の定期健診の負担

が大きい 

      

外

部

要

因 

【機会】 

○環境・エネルギーの関

心の高まり 

○国際化・情報化の進展 

○コミュニティの重要

性、地方への移住志向 

○安全・安心への意識の

高まり 

 

強み×機会 
 

強みと好機を活かした 

積極的提案 

 

弱み×機会 
 

好機を活かし弱みを克服する

弱点強化の提案 

     
【脅威】 

○少子高齢化の進行 

○地方の産業・経済の低

迷、自由貿易の拡大 

○自治体間の競争の激

化 

○地震、津波などの自然

災害 

 

強み×脅威 
 

強みを活かし脅威を解消する

差別化の提案 

 

弱み×脅威 
 

弱みを認識し脅威に対抗する

転換・回避の提案 

 

 

 

 

 

 

強みを活かす・弱みを克服する取り組み等の提案 



8 

強みと好機を活かした積極的提案 

 

◆公共サービスの手続き、町内商店のチラシ閲覧、注文配達システム、独居老人の見守りシ

ステムなど、町民が高速高容量のＩＴ環境の恩恵を得られる取り組み 

◆都会化を目指すのではなく、「時代に合った田舎」を目指す 

◆町外の大月町出身者への定期的な呼びかけ・情報提供（ネット住民票登録等） 

◆地域主体の集落活動センターへの取り組み 

◆日本版ＣＣＲＣ（生涯活躍のまち）の推進 

◆おおつきブランディング委員会の活用 

◆携帯通信網、高速通信網の整備 

 

 

強みを活かし、脅威を解消する差別化の提案 

 

◆土佐清水市と連携して日本ジオパーク認定の取り組み 

◆高知大学をはじめ町外の研究機関との連携協定を結び、サテライト教室を整備 

◆大堂海岸で行われているロッククライミング関係者と連絡をとってクライミングの大会を

誘致 

◆結婚適齢期の男女の数を増やすことと、結婚に踏み切るきっかけ作りが町の結婚、出産、

子育て支援にとって重要 

◆水素水栽培等による「大月野菜」のブランド化 

◆大学等研究機関との連携を強くして、高付加価値の産品生産や産物の開発 

◆移住者用住宅の建設 

◆「ジオパーク」を冠につけることによって他地域のダイビングや釣りとの差別化を図る 

◆育て管理する漁業へ転換、熟成魚の制作 

◆宿毛湾、豊後水道等近隣の漁業関係者と産卵前の魚の漁獲を制限して漁獲量を上げる 

◆一人暮らし高齢者向けの食事提供ができるサークル活動 

◆自伐林家など小規模林業の推進、木質バイオマスの利用拡大 

◆水産クラスターの推進、マグロ等の企業活力を活かした養殖業の振興 

◆ひがしやま等の特産品のブランド化、苺氷等の販路拡大、土佐備長炭 

◆干物、テンプラ、ところてん、へら寿司、キビナゴフィレなど特産品の磨き上げ 

◆宿泊施設（ベルリーフ大月）の強化 

 

 

好機を活かし、弱みを克服する弱点強化の提案 

 

◆シルバーに限らないシルバー人材センターのような制度 

◆竜ヶ迫の段々畑で「地域の知恵を学ぼう！石垣積みと芋掘り体験」のような新たな体験メ

ニューを創出 
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◆地域の老人クラブなどによる放課後保育（学童保育も含め）など、保育所や学校以外、地

域での子供の居場所作り 

◆空き店舗等を活用したチャレンジショップ事業 

◆建築家・大学生とで地域リノベーション事業 

◆空き家バンク等空き家の活用 

◆婚活支援、仲人制度の創設、結婚給付金の充実 

 

弱みを認識し脅威に対抗する転換・回避の提案 

 

◆漁業は当面養殖業を中心に希望者を募り、就業を希望する若者や移住者に対し、通常の仕

事の他に海面養殖の出荷作業、ミカンやタバコの収穫など短期の仕事を紹介 

◆これまで資源と思われていなかった地域資源の「見える化」 

◆保育児の数を増やしたいなら保育所入所の要件緩和が必要 

◆失業者対策として、色々なスキルを身に着けられる講習・資格獲得への補助 

◆若い世代の交流イベントの定期的な開催・出会いの場の提供 

◆病後児保育施設 

◆大月町独自の高校の奨学金制度 

◆子育て世代の税制面での優遇措置（中学卒業までの家庭での軽自動車税免除等） 

◆高校生と連携したワークショップ事業 

◆保幼・小・中の一貫教育の推進 

◆中学入学祝い金・高校入学祝い金 

◆高校生通学バス助成、通学手段の確保・通学補助 

◆土佐ＭＢＡ（まるごとビジネスアカデミー）等の研修事業の充実強化 

 

 

 

 

 

 

これらの意見・提案を参考にするとともに、「総合戦略策定ワーキンググループ」から具体的な施

策・事業の提案を受け、「総合戦略策定本部」において「大月町まち・ひと・しごと創生総合戦略」

を策定、決定いたしました。 
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２ 基本体系 

 

【国の政策分野①】 

基本目標 １ 

 

大月町における安定した 

雇用を創出する 

 

 

 

基本的方向 

１ 農業の振興 

２ 林業の振興 

３ 水産業の振興 

４ ものづくりの強化 

５ 地産地消・地産外商の強化を図る 

６ 観光振興 

７ 特色あるまちづくりによる産業創出 

 

 

 

 

   
【国の政策分野②】 

基本目標 ２ 

 

大月町への新しい人の流れを 

つくる 

 

 

 

基本的方向 

１ 移住の促進（ＪＩターン） 

２ 移住の促進（Ｕターン） 

３ 新たな人財誘致  

 

   
【国の政策分野③】 

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 

 

 

 

基本的方向 

１ 安心して結婚・妊娠・出産・子育て

できる社会の構築 

２ 女性の活躍の場の拡大  

 

   
【国の政策分野④】 

基本目標 ４ 

 

時代に合った地域をつくり、 

安全な暮らしを守るととも 

に、地域と地域を連携する 

 

 

 

基本的方向 

１ 地域の拠点の開設と地域連携の推進 

２ 広域的な連携の推進 

 

 

 

 

 

２-１ 重点事業分野の選定 

     本計画期間においては、４つの基本目標のうち基本目標２「大月町への新しい人の流れをつくる」

を重点事業分野として選定いたしました。基本目標２のＫＰＩとして設定している「平成３１年度

に人口の社会増減を０とする」を達成するため、基本目標１、３、４についても人の流れに関連す

る事業を包括的かつ重点的に行うことで、戦略の方向性を明確化します。 

     人の流れ（移住、定住）を生む取り組みを強化するため、住む場所の確保、働く場の確保、子育

て支援等に関連する事業の取り組みを重点的に強化します。 



11 

３ 人口の将来展望へ向けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆地域資源を活用したブランド化 

◆個別営農指導の仕組みづくり 

◆関係機関連携の農業公社設立 

◆次代を担う農林漁業人材の育成 

◆地産外商による拠点ビジネス強化 

◆幡多のアンテナショップ設置 

◆起業の支援 

 

 

◆都市住民との交流イベント、大月町

ファンの増加 

◆定住者への住まい等の受け皿整備 

◆地域おこし協力隊受入れ、農漁業の

達人への弟子入り制度 

◆サテライトオフィスの誘致 

 

基本目標１【しごと】 

 

大月町における安定した 

雇用を創出する 

基本目標２【ひとの流れ】 

 

大月町への新しい人の流れを 

つくる 
 

基本目標３【ひと】 

 

若い世代の結婚・出産・子育て 

の希望をかなえる 

 
 

基本目標４【まち】 

 

時代に合った地域をつくり、安

全な暮らしを守るとともに、 

地域と地域を連携する 
 

 

◆出会いと結婚の支援 

◆子育て世代の負担軽減 

◆地域ぐるみの安心な子育て環境 

◆母親同士の交流の場づくり 

◆研修制度の充実と仕組みづくり 

 

 

◆若者が活躍できる場づくり 

◆元気高齢者の活用 

◆体験型観光による民泊等の促進 

◆防災意識の徹底と地域で支えあう

仕組みづくり 

◆自然・資源・歴史・文化の継承 

【2060年の推計人口】 

３，００８人 

しごと 

ひと 

ひとの流れ 

まち 
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第３ 具体的な施策・事業の展開 

 

基本目標１ 大月町における安定した雇用を創出する 

 

１ 基本的方向 

 

基本目標１ 

大月町における安定した雇用を創出

する 

  施策１ 

農業の振興   

   
  施策２ 

林業の振興   

    
   施策３ 

水産業の振興    

    
   施策４ 

ものづくりの強化    

    
   施策５ 

地産地消・地産外商の強化を図る    

    
   施策６ 

観光振興    

    
   施策７ 

特色あるまちづくりによる産業創出    

 

 

（１）１次産業の振興と地産外商の強化を図る 

ア 農業の分野では、生産条件が不利な本町の農業を守る「複合経営拠点機能」の組織化・法人

化を推進します。あわせて、新たな担い手の確保や中山間に適した農産物の生産、６次産業化

の推進による農業経営の収益向上につなげます。 

イ 林業の分野では、本町の豊かな森林資源の保全と持続的活用を推進します。森林資源を活用

した備長炭生産の取り組みとあわせ、森林整備の中核的な担い手である森林組合の活動を支援

し、林業就業者の確保と保全活動とをリンクした産業育成を推進します。 

ウ 水産業の分野では、生産量の確保と魚価の向上による漁業所得の向上を目指して、すくも湾

中央市場を拠点とした水揚げの促進や、計画的な生産が可能な養殖業の振興、都市圏での「外

商」強化に取り組むことで、宿毛湾水産ブランドの確立による商流の拡大を図ります。 

  また、新たなビジネスの創出に向け、人工種苗の生産技術の開発を支援し、地域水産業の振

興につなげます。あわせて、漁業生産量を維持・確保するための漁業環境の保全・整備や新た

な担い手の育成を推進します。 
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エ 小規模事業者が多く、商品力や営業力が相対的に弱いという本町産業の構造的な弱点を克服

するため、地域活性化の拠点となる「ふるさと振興公社」において、町内事業者のものづくり

とあわせて外商活動を強力に後押しし、伸びてきた外商の成果を更に拡大させていきます。 

オ 地域における雇用の創出と所得の向上を図るため民間事業者による地域の資源を活用した

新たな産業づくりを進めます。また、これら地域資源を活用した取り組みを推進するため、新

たな事業展開に挑戦する事業者等を後押しします。 

 

（２）観光振興による交流人口の増加、人材の確保と新たな産業の創出 

ア 観光振興では、幡多広域観光協議会を中心に幡多地域の各市町村と連携し、地域資源を生か

した観光メニューの造成や誘客促進の仕組みづくりを強化し、地域が一体となった戦略的な観

光地づくりを進めます。また、観光による経済波及効果が町全体に及ぶよう、地域特性を活か

したイベントの活用や体験型観光の取り組みにより本町の認知度を高め、交流人口の増とあわ

せて、町内産品の販売拡大や移住の増加につなげます。 

イ 地域活力の向上に加え民間事業者の経営基盤強化、さらに地産外商で成果を上げた事業者が

さらなる拡大再生産を図っていく上で、事業の中核となる人材を確保することが重要であるこ

とから、積極的に外部人材の確保に取り組むため、移住促進における人財誘致の取り組みを推

進します。また、様々な社会教育活動を通じて、多様な学びの機会の充実を図りながら、果敢

に挑戦しようとする志と、地域づくりのための知識や技術を持った人材を育成します。 

ウ 地域資源・地域経済の循環による新たな産業創出の機会をつくり、特色あるまちづくりを進

め、新たな雇用の確保を図る取り組みを進めます。 

 

２ 基本目標 

 

数値目標 基準値（平成 26年度） 目標値（平成31年度） 

新規就業者数 ０人 １０人 
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３ 具体的な施策ごとの重要業績評価指標 

 

◆施策１ 農業の振興 

 

（１）次世代型技術の普及促進 

施策・事業内容 

◆施設園芸の生産性・収益性の向上を図るために、環境制御などの先進技術を導入した「次世代

型こうち新施設園芸システム」の普及を図ります。 

具体的には、新規及び規模拡大等に伴うレンタルハウス整備（次世代ハウスを含む）や既存ハ

ウスへの環境制御機器導入などの支援をすることで、高収量・高収益を実現する施設園芸農業

の展開を目指します。 

具体的な事業 担 当 

ア 施設園芸の生産拡大・維持（園芸用ハウス整備事業） 

イ 次世代型こうち新施設園芸システムの普及（環境制御技術普及促進事

業） 

ウ 環境保全型農業の推進（環境保全型農業推進事業） 

エ 施設改善・省エネ化の支援（園芸用ハウス整備事業） 

産業振興課 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

園芸用ハウスの整備面積 ４９１a 維持 

環境制御装置設置農家数 ０戸 ５戸 

 

（２）農業の維持・活性化 

施策・事業内容 

◆農業従事者の高齢化や後継者不足により、地域の農業を維持することが困難となってきていま

す。今後は、地域が共同で取り組める農業形態（集落営農・共同利用組織など）の立ち上げを

支援するとともに、６次産業化に取り組む農業者の生産の維持・拡大及び新たな取り組みにつ

いて支援し、経営の安定化を推進します。 

また、農業振興を総合的に推進する農業公社等（中山間農業複合経営拠点）の専門機関の設立

について、検討していきます。 

具体的な事業 担 当 

ア 集落営農組織等の立ち上げの推進・支援（集落営農支援事業、農業経営

力向上支援事業、こうち農業確立総合支援事業） 

イ ６次産業化の継承及び意欲ある人材の育成・確保や事業活動への支援

（農業創造人材育成事業等） 

ウ 農業公社等専門機関の設立検討 

産業振興課 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

集落営農組織数 ０組織 １組織 

６次産業化 ０件 １件 
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（３）新たな担い手の確保・育成と経営体の強化 

施策・事業内容 

◆地域の農業を支える担い手の確保・育成を図るため、新規就農者の確保、国の青年就農給付金

の活用による営農定着への支援等に努めるとともに、レンタルハウス整備や研修・のれん分け

ハウスの推進など、事業導入の支援に取り組みます。 

また、担い手の規模拡大や法人化など、個々の農業者の経営力の強化を推進します。 

具体的な事業 担 当 

ア 新規就農者の研修支援（農業次世代人材投資事業（準備型）、新規就農

推進事業） 

イ 新規就農者の営農定着の支援（農業次世代人材投資事業（経営開始型）） 

ウ 新規就農者等のレンタルハウス整備支援（園芸用ハウス整備事業（再

掲）） 

エ 研修・のれん分けハウスの推進（園芸用ハウス整備事業（再掲）） 

オ 農地の集積・集約化による規模拡大（農地中間管理事業等） 

カ 経営体質の強化の推進（農業経営基盤強化促進事業等） 

産業振興課 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

認定農業者数 ４１人（Ｈ27） 維持 

新規就農者数 ０人 累計５人 

 

（４）農地の利用調整と耕作放棄地対策 

施策・事業内容 

◆新規就農者及び担い手への農地確保の対策として、耕作放棄地の発生防止・解消と遊休農地の

有効活用を図り、農地の効率的な利用の確保に向けた取り組みを推進・支援します。 

また、鳥獣被害は農業者の耕作意欲の減退につながり、農地を荒らしてしまう要因となってい

るため、自らが行う有害鳥獣対策を支援・推進します。 

具体的な事業 担 当 

ア 耕作放棄地の発生防止（日本型直接支払制度等） 

イ 耕作放棄地の解消（荒廃農地等利活用促進事業） 

ウ 農地の効率的な利用の確保（農地耕作条件改善事業・中山間地域所得向

上支援対策事業・農業基盤整備促進事業） 

エ 有害鳥獣対策（野生鳥獣に強い高知県づくり事業、鳥獣被害防除対策事

業、鳥獣被害防止総合対策交付金等） 

産業振興課 

建設環境課 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

耕作放棄地発生割合 １．６％ 維持 

鳥獣被害 ― 減少 
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◆施策２ 林業の振興 

 

（１）森林組合の担い手育成・経営改善強化 

施策・事業内容 

◆森林整備の中核的な担い手である森林組合において、森林所有者への適切な施業提案等ができ

る「森林プランナー」（担い手）を育成し、合わせて森林組合の経営改善への取り組みを支援し

ます。 

具体的な事業 担 当 

ア 森林プランナーの育成支援 産業振興課 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

森林プランナー ０人 １人 

 

（２）健全な森づくり 

施策・事業内容 

◆荒廃森林の解消に向けて、公益性の高い森林の間伐及びそれに伴う作業道の開設を積極的に推

進するとともに、小規模林業者の間伐等を支援します。 

 また、健全な森林を維持していくためには、皆伐跡地について再造林を支援し、循環型の林業

を推進します。 

具体的な事業 担 当 

ア 計画的及び適正な間伐の推進・支援（造林補助事業、緊急間伐総合支援

事業等） 

イ 皆伐跡地の再造林への支援（森林資源再生支援事業） 

産業振興課 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

間伐面積 ２３．８ha(Ｈ24～26平均) ２５ha 

 

（３）特用林産物の生産 

施策・事業内容 

◆森林の資源を生かし、林産物に生産性の向上や活性化を図るため、土佐備長炭などの特用林産

物の生産を支援します。 

 また、特用林産物の原木を再育成するため、資源循環型の原木生産を推進します。 

具体的な事業 担 当 

ア 特用林産物の生産活動への支援（地域林業総合支援事業、原木増産推進

事業） 

イ 特用林産物の新規就業者研修の支援（特用林産業新規就業者支援事業） 

産業振興課 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

土佐備長炭の生産量 ８１．８ｔ １３０ｔ 
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◆施策３ 水産業の振興 

 

（１）宿毛湾水産業ブランド化の推進 

施策・事業内容 

◆地域の基幹産業である水産業の活力を高めるため、宿毛湾における水産業全体としてのブラン

ド化（価値向上）を推進することにより、漁業経営環境の改善による若年層の漁業就業機会の

創出や漁業生産量の維持･増大につなげます。 

宿毛湾の豊かな環境を地域ブランドとして確立していくための環境保全事業への取り組みや豊

かな海洋資源を活用した地域づくりに向けた漁港・漁場整備、すくも湾中央市場を拠点とした

地元水産物のブランド確立などの取り組みを推進します。 

【基盤整備】 

 ・円滑な漁業活動を推進するため、計画的な漁港・漁場環境の整備に努めます。 

 ・漁業経営の維持・安定を図るため、漁協の経営基盤の強化に向けた着実な実行、漁協が実施

する共同利用施設の整備支援、漁業経営体の経営安定にむけた漁業費用の削減等の取り組みを

支援します。 

【環境保全】 

・持続可能な漁業活動につなげていくため、豊かな海洋資源を守り育てる環境保全の取り組み

を支援します。 

【流通対策】 

・県内初の衛生管理型市場である「すくも湾中央市場」の強みを最大限に生かし、すくも湾漁

協流通開発課を核として、民間事業者との連携によるものづくりや外商活動を支援します。 

・量販店でのフェア等の開催や、新たな消費喚起につなげるため魚食普及活動の実施により、

宿毛湾水産ブランドの確立とあわせ消費者とのネットワークを強化します。 

【養殖業の振興等】 

・養殖技術や経営に関する専門知識を学ぶ研修制度の創設、設備投資への支援等により、担い

手の確保・育成を図るとともに養殖事業従事者の雇用促進を推進します。 

・民間種苗生産事業者と県の連携により取り組んでいるカンパチ人工種苗の量産化やマグロ人

工種苗等新たな生産技術開発への支援を行うことで、さらなる養殖生産量の増大と本町の新た

な養殖事業の創生につなげます。 

 

具体的な事業 担 当 

宿毛湾水産業ブランド化推進事業 

・漁業生産基盤の整備（漁港整備事業、漁業生産基盤施設整備事業） 

・環境保全対策事業及び放流事業（水産多面的事業、稚魚放流事業） 

・水産物の地産外商の推進（宿毛湾水産物流通対策事業） 

・新たな水産ビジネスの取り組み支援（加工、新養殖ビジネス等） 

・新規就業者の確保（新規漁業就業者支援制度の創設） 

・沿岸漁業経営体の経営改善の促進 

産業振興課 
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目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

すくも湾中央市場水産物取扱高 １５億円 １８億円 

 

（２）新たな担い手の確保・育成 

施策・事業内容 

◆新たな担い手確保対策として、地元後継者やＵＩターン者等が自営の沿岸漁業者として自立す

るための研修を支援します。 

また、新規及び既存の漁業者が経営強化のために必要な漁船を円滑に導入できるよう、漁協等

が行うリース漁船の取得を支援します。 

具体的な事業 担 当 

ア 漁業後継者の育成確保、ＵＩターン者等の漁村への受け入れ促進（新

規漁業就業者支援事業、漁船導入支援事業） 
産業振興課 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

新規就業者数 ０名 ５名 

 

 

◆施策４ ものづくりの強化 

 

（１）食品加工の推進 

施策・事業内容 

◆外商を進めるに当たって地域にある資源を活用したものづくりを加速化させ、消費地から求め

られる商品の充実を図ります。  

◆食品商社や飲食事業者と連携した消費者ニーズに合った商品づくりを推進するとともに、「大月

町」を代表する土産物・特産品の開発を支援します。  

◆農水産物を活用した加工食品や６次産業化に向けた取り組みを支援します。  

◆「ふるさと振興公社」を核とした外商拡大のため、事業者の課題解決に向けた総合的な支援を

行います。 

具体的な事業 担 当 

ア 商品の開発支援、土産物・特産品開発プロジェクト 

（まちづくり総合支援事業） 

産業振興課 

まちづくり推進課 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

新規特産品等開発 ０件 ３件 
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◆施策５ 地産地消・地産外商の強化を図る 

 

（１）地産地消の推進 

施策・事業内容 

◆生産地の力、町内事業者の力を強めるため、地産地消に対する意識向上の促進や、地域産品の

販路拡大支援、地場産物の給食利用の促進など、地産地消の推進を図ります。  

また、ビジネス拠点としての機能が高まりつつある道の駅の強みを生かし、町内生産者や観光

関連事業者等と連携した地域産品の販売力強化、にぎわい創出による集客力強化を図ります。 

具体的な事業 担 当 

ア 道の駅「ふれあいパーク・大月」にある「ふれあい市」を核とした地産

地消活動の推進 

イ 地産地消に関する情報発信 

ウ 学校給食等における地域食材利用の促進 

まちづくり推進課 

教育委員会 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

定番テイクアウト商品開発 ― ３商品 

集客イベント実施回数 ― 月１回以上 

県外での商品ＰＲ ― ２回以上 

学校給食地元食材利用率 

(H27.9～11実績平均数値) 
６６．２％ ８０％ 

 

（２）地産外商の推進 

施策・事業内容 

◆本町の地産外商の母体となる「大月町ふるさと振興公社」を核として、卸売・小売業者や飲食

店などへの仲介あっせんや、販売機会の提供、市場ニーズを踏まえた商品の磨き上げの支援な

どの外商活動を推進します。  

今後は、公社の外商機能の拡充と併せて、フェア等の外商機会の確保や、商談会を活用した販

路開拓を民間事業者と連携して行います。 

具体的な事業 担 当 

ア 大月町ふるさと振興公社による外商支援、県内外でのフェア・商談会等

の開催（地産外商推進事業） 

イ 民間事業者による直接的外商活動の支援（地産外商推進事業）等 

まちづくり推進課 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

外商活動による新規契約 ０件 ３件 
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◆施策６ 観光振興 

 

（１）観光振興の基盤強化及び観光商品の造成 

施策・事業内容 

◆本町の観光振興においては、観光協会を基軸として様々な活動を実施する団体等との横断的な

取り組みにより、イベントを活用した地域の情報発信等交流人口の増につなげます。また、本

町の特性である豊かな自然や食文化を活かした観光資源の発掘・磨き上げを行い、ターゲット

にあわせた効果的な広報やセールス活動を展開していく。あわせて、観光拠点の整備や地域観

光の担い手の育成を行い、観光振興の基盤強化を図ります。  

具体的な事業 担 当 

ア 観光協会の組織強化及び大月町観光情報の発信 

（観光インフォメーション等情報発信機能強化事業） 

イ イベント開催等による交流推進事業（まちづくり総合支援事業） 

ウ 観光案内板、観光おもてなしトイレ等の整備、観光ガイドの育成 

（おもてなし基盤整備事業） 

まちづくり推進課 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

インフォメーション対応人数 ０人 年間３００人 

イベント開催等による誘客数 １．６２万人 ２．０万人 

観光ガイド育成数 ０人 ５人 

 

（２）観光を軸にした広域連携の取り組み 

施策・事業内容 

◆幡多広域観光協議会が主体となり、県や6市町村、各観光協会、民間事業者等と連携して、教育

旅行や一般旅行、スポーツツーリズム、国際観光などを推進するために必要な仕組みづくりや

基盤強化を図ります。加えて、交流人口の拡大を通じた地産外商や移住の促進などによる地域

経済の発展と地域の活性化を図ります。 

具体的な事業 担 当 

ア 広域連携により地域が主体となった人が呼べる、売れる観光地づくりの

推進（四万十・足摺エリア誘客促進連携事業） 
まちづくり推進課 

目標項目 
基準値 

（H26年度） 
KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

広域における一般観光客数 ― ５３，７５０人 

広域におけるスポーツ客数 ― １０，０００人増 

広域における外国人延べ宿泊数 ― １３，３００人泊 

広域組織に求められる５つの機能 ― 強化 

本町における観光メニューの造成 ― ２件 
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◆施策７ 特色あるまちづくりによる産業創出 

 

（１）道の駅「ふれあいパーク・大月」を核とした地域活性化 

施策・事業内容 

◆現在先行的な取り組みとして行っている基礎調査事業をもとに、道の駅が様々なニーズに対応

できる多機能型拠点となるよう、将来的な全面リニューアルも視野に機能強化・充実を図り、

道の駅を拠点にした特色あるまちづくり、地域活性化に取り組みます。 

具体的な事業 担 当 

ア 道の駅「ふれあいパーク・大月」を核とした地域活性化拠点化計画の推

進（道の駅を拠点にした地域活性化事業） 
まちづくり推進課 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

計画策定 ０件 １件 

 

（２）地域資源を活用した地域循環型のバイオマス発電事業の導入 

施策・事業内容 

◆地場産業（農林畜産業・漁業）において排出される水産加工残渣や家畜糞等を回収・発酵させ

ることによりメタンガスを取り出し、バイオマス発電を行います。また、発酵後に残る発酵残

渣は農業へ利用できるよう堆肥化するなど、地域資源の循環による産業振興とエコな地域づく

りを推進します。 

具体的な事業 担 当 

ア バイオマス発電事業の導入に向けた調査等の実施 

（地域循環型発電導入事業） 

産業振興課 

まちづくり推進課 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

導入に向けた調査事業 ０件 １件 
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基本目標２ 大月町への新しい人の流れをつくる 

 

１ 基本的方向 

 

基本目標２ 

大月町への新しい人の流れをつくる 

  施策１ 

移住の促進（ＪＩターン）   

   
  施策２ 

移住の促進（Ｕターン）   

    
   施策３ 

新たな人財誘致    

 

（１）大月町を移住先に選んでもらえるよう、大月町を知らない方々が大月を知り、好きになっても

らうという段階から、さらに大月への移住に関心を持ち、移住に向けて主体的に行動し始め、そ

して最終的に移住、定住するという段階まで、それぞれのステージに必要となる施策を展開しま

す。 

（２）町内の出身者が、一度都市部に出て広い世間を見聞したのち、生活の場・子育ての場として大

月町を選ぶことができるよう、帰りたくなる町、帰ってみようと思う町となる取り組みを推進し

ます。 

（３）地域が求める役割を担う豊かな経験や能力を有した「人財」の移入を推進します。また、移住

促進の取り組みと連動させて、第一次産業の担い手確保や田舎ビジネスの創生につなげていく

取り組みを進めます。 

（４）本町で活動している財団やNPO法人等の学術団体を基軸として産学官民連携による様々なイノ

ベーションの創出に向け、各団体との連携、地域資源の活用を推進します。 

 

２ 基本目標 

 

数値目標 基準値（平成 26年度） 目標値（平成31年度） 

人口の社会増減 △40人（※） 0人 

 ※平成22年～平成26年実績平均値 
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３ 具体的な施策ごとの重要業績評価指標 
 

◆施策１ 移住の促進（ＪＩターン） 

 

（１）「大月を知って・好きになってもらう」「移住に関心を持ってもらう」「移住に向けた主体的な

行動に移ってもらう」ための取り組み 

施策・事業内容 

◆大月の良さを知ってもらい、魅力を感じてもらい、好印象を持ってもらうために、大月イメー

ジプロモーションと連携した多様な情報を発信します。 

◆大月を選択していただくため、移住希望者のニーズの高い「仕事」「住む場所」「地域での役割」

などを一体的に掘り起こすと共に常に新しい情報を取り込んだ「大月暮らし情報」として独自

性の高い情報を発信します。 

◆関心から行動へと促すための情報提供や機会を提供します。 

具体的な事業 担 当 

ア 大月イメージプロモーションと連動した移住ＰＲ（情報発信推進事業） 

イ 移住に関する協議組織の立ち上げ、移住受入体制の整備及び情報共有の

場の確保（移住対策促進事業） 

ウ 移住相談員によるきめ細かな相談対応、移住相談会や移住フェア、移住

体験ツアーの実施等（移住対策促進事業） 

まちづくり推進課 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

ＨＰ閲覧件数 ― １，０００件 

移住者数 １８名 ４０名 

 

（２）大月に移住してもらう、大月に安心して住み続けてもらうための取り組み 

施策・事業内容 

◆移住を真剣に考えて決めてもらうため、「移住相談員」による住居や仕事等のきめ細かな情報提

供など不安解消に向けたサポートを行い、移住者の受け入れ体制を整備します。  

◆地域になじんでもらい、住み続けていただくため、「移住サポーター」の掘り起こし等地域で安

心して暮らしていけるサポート体制の充実を図ります。 

具体的な事業 担 当 

ア 「移住専門相談員」の配置の促進、地域の身近な相談役「地域移住サポ

ーター」の普及（移住対策促進事業） 

イ 移住者支援住宅の整備促進、お試し住宅の整備促進、空き家の中間保有

の促進（移住者受入基盤整備事業）  

ウ 地域に眠る仕事の掘り起しから紹介までを行う公共の職業紹介業務の

実施（地域の無料職業紹介事業） 

まちづくり推進課 

総務課 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

移住相談件数 １０４件 １５０件 

空き家改修件数 ２件 １５件 

無料職業紹介所 未設置 設置 
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◆施策２ 移住の促進（Ｕターン） 

 

（１）帰ってきたくなる町、帰ってみようと思う町となるための取り組み 

施策・事業内容 

◆町内出身者に対し、外からの目で町の魅力を再認識してもらうため、町の様々な情報を常に発

信する仕組みを構築し、行動へと促すための情報提供や機会を提供します。 

◆一度都市部に出た町内出身者が、常に地元に愛着が持てるよう、生まれ育った地域に誇りをも

てる教育を町全体で推進します。 

具体的な事業 担 当 

ア 故郷との繋がりを常に持つことのできる情報発信推進事業 

（情報発信推進事業） 

イ 町内出身者に帰りたくなる動機を提供する交流イベントの開催 

（里帰り支援事業） 

ウ 地域に愛着、誇りを持てる学校教育プログラムの充実 

（郷土愛を育む学校教育プログラム推進事業） 

まちづくり推進課 

教育委員会 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

ＨＰ閲覧件数 ― １，０００件 

里帰り支援イベント回数 ０回 ５回 

大月町に愛着を持つ小中学

生の割合 
― １００％ 

 

（２）大月に帰り、安心して住み続けてもらうための取り組み 

施策・事業内容 

◆安心して地元に帰り、生活ができるよう若い世代からのニーズが高い「働く場の確保」「住宅の

確保」「子育て環境の充実」などに向けた取り組みを一体的に推進していきます。 

具体的な事業 担 当 

ア 町内での就職相談会等の実施（町内出身者就職支援事業） 

イ 安心して生活するための住宅の確保 

（Ｕターン希望者受入基盤整備事業） 

ウ 地元を愛し、またそれを次の世代にも引き継ぐことのできる生涯教育の

充実（郷土愛を育む生涯教育プログラム推進事業） 

まちづくり推進課 

総務課 

教育委員会 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

就職相談会実施回数 ０回 ３回 

空き家改修件数 ０件 ２５件 

郷土愛を育む生涯教育プロ

グラム 
― 拡充 
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◆施策３ 新たな人財誘致 

 

（１）人財誘致の促進 

施策・事業内容 

◆地域が求める「人財」の誘致に取り組むため、移住・定住・新規就業等を希望する方のニーズ

を把握し、移住・定住促進に向けたスキームづくりと情報発信の強化に努めます。 

具体的な事業 担 当 

ア 町内への移住・定住・新規就業等希望者を対象にしたニーズ把握のため

の基礎調査の実施（人材誘致促進基礎調査事業） 
まちづくり推進課 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

ニーズ把握基礎調査 未実施 実施 

 

（２）未利用施設のシェアオフィス等への利活用促進 

施策・事業内容 

◆各集落に点在する廃校や空家などの未利用施設を活用したシェアオフィスの整備を進め、事業

者の誘致や新たなビジネスの創出に向けた仕組みづくりや起業希望者等への支援を行います。 

具体的な事業 担 当 

ア 空家・廃校等未利用施設のシェアオフィス等への活用促進 

（未利用施設利活用事業） 

イ 移住・定住促進の取り組みとリンクした新たなビジネスの創出、入居事

業者への創業経費等の補助や専門人材の確保（新ビジネス創出支援事業 

（大月町わらしべ社長プロジェクト）） 

まちづくり推進課 

総務課 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

創業支援対象事業数 ０件 ５件 

未利用施設利活用件数 ０件 ２件 

 

（３）地域の拠点づくりと研究機関等を活かした地域創生事業 

施策・事業内容 

◆大月町への新しいひとの流れをつくることを目的に本町の道の駅を核とした地域活性化拠点化

計画（再掲）の取り組みを推進します。 

また、町内にある学術団体との連動による新たな学術機関等の誘致活動や新産業イノベーショ

ンの取り組みを強化します。 

具体的な事業 担 当 

ア 学術機関等の地域サテライト教室の誘致（地域の拠点づくり事業） まちづくり推進課 

産業振興課 

教育委員会 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

サテライト教室等誘致件数 ０件 １件 
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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 

 

１ 基本的方向 

 

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 

  施策１ 

安心して結婚・妊娠・出産・子育てできる社会の

構築 

  

   
  施策２ 

女性の活躍の場の拡大   

 

（１）独身の若者を取り巻く環境や子育て環境が多様化するなか、結婚、妊娠、出産、子育て、仕事

と育児の両立などに対する様々なニーズに対応し、ライフステージの各段階に応じた切れ目のな

い対策を進め、安心して結婚・子育てできる環境づくりに向けて取り組みます。 

（２）地域の元気の源である女性の活躍の場の拡大に向け、生きがいづくりやキャリアアップ支援、

子育てしやすい職場環境づくりなど、女性が多様なライフステージを通して活躍し続けられる整

備づくりに向けて取り組みます。 

 

２ 基本目標 

 

数値目標 基準値（平成 26年度） 目標値（平成31年度） 

合計特殊出生率 1.48(※)  1.77  

 ※平成20年～平成24年実績平均値 
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３ 具体的な施策ごとの重要業績評価指標 

 

◆施策１ 安心して結婚・妊娠・出産・子育てできる社会の構築 

 

（１）ライフステージに応じた切れ目のない支援の推進 

施策・事業内容 

◆独身の若者を取り巻く環境の変化を踏まえ、若者の恋愛や結婚に対してのニーズを把握し、希

望する誰もが安心し将来に希望を持って結婚できるよう、出会いの場の提供や結婚支援、結婚

や子育てを支援する機運の醸成など総合的な支援策を推進します。 

具体的な事業 担 当 

ア 若者の恋愛・結婚・子育てに対する意向調査事業 

（若者の恋愛・結婚・子育てに対する意向調査事業） 

イ 出会いの場の提供・拡充、お見合い制度（仲人制度）の推進、結婚・出

産・子育てに関する講演会・研修会等の実施 

（出会い・結婚・子育て支援事業） 

まちづくり推進課 

保健介護課 

町民福祉課 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

若者の意向調査 未実施 実施 

研修会等開催回数 ０回 １０回 

 

（２）妊娠・出産・子どもの健康のための環境整備 

施策・事業内容 

◆希望する誰もが、安心して妊娠・出産できるよう、妊産婦・乳幼児に関する保健の充実、不妊

に悩む方に対する支援の充実を図ります。３１年度末までに「子育て世代包括支援センター」

の立ち上げを行い、ワンストップで妊娠期から子育て期にわたる母子保健、育児に関する相談

に対応できる体制整備を進めます。 

具体的な事業 担 当 

ア 母体管理の徹底と産前・産後ケアの充実（妊婦一般健康診査事業） 

イ 育児不安の軽減を図るとともに、健やかな子どもの成長・発達への支援

と母子保健の充実（母子保健事業） 

ウ 子育て家庭の交流を図り、豊かな気持ちで子育てができる場の提供 

（大月町まるごと子育て支援事業「こあらくらぶ」） 

保健介護課 

町民福祉課 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

妊娠11週以下での妊娠届出率 ８５．７％ １００％ 

新生児訪問実施率 ７９．１％ １００％ 

乳幼児健診受診率(乳児) ９７．６％ １００％ 

   〃    (1.6才児) ９１．７％ １００％ 

   〃    (3才児) ８６．７％ １００％ 

子育てくらぶ利用者数(平均) ０組 １５組 

赤ちゃん相談利用者数(平均) ０組 １０組 
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利用者アンケートで本事業が

有効であったと答えた割合 
０割 ５０％ 

 

（３）子育ての支援策の充実 

施策・事業内容 

◆核家族化や共働き世帯の増加など子育て環境が多様化し、子育てにかかる負担が増加するなか、

保育サービスの充実や子育て世帯の経済的負担の軽減、地域で子どもを見守ることのできる仕

組みづくりなど安心して子育てできる生活環境の整備等を行います。 

平成27年度からスタートした子ども・子育て支援新制度に基づき、就学前の教育・保育、地域

の子育て支援などの取り組みについて、量的拡充・質の向上を計画的に推進します。 

具体的な事業 担 当 

ア 子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため保育料の完全無償化の実施

（子育て世帯保育料軽減事業） 

イ 延長保育、病後児保育、一時預かり事業等への支援、地域の子育て支援

に関する取り組みへの助成（地域子ども・子育て支援事業） 

ウ 放課後の子どもの居場所づくりと学びの場の充実 

（放課後子ども総合プラン推進事業） 

エ 子育て世帯への医療費の助成（児童福祉医療費助成事業） 

オ 子育て世帯への住宅支援、通学支援などの奨学金制度 

（子育て奨学金制度） 

カ 町営住宅の整備、確保（特定優良住宅建設事業） 

教育委員会 

町民福祉課 

総務課 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

保育料無償化 未実施 実施 

病後児保育等保育サービス ― 拡充 

放課後子ども教室登録割合 ８６％ ９５％ 

大月町での子育て満足度 ― １００％ 

町営住宅建設件数 ０棟 ３棟 
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◆施策２ 女性の活躍の場の拡大 

 

（１）地域で活躍する女性の支援 

施策・事業内容 

◆社会環境の変化により、女性の立場や生活意識が変化するなか、家庭や地域の絆を育み、地域

の元気の源となる女性の活躍の場を、地域のなかで確保するための仕組みづくりを推進します。 

具体的な事業 担 当 

ア 女性のための生きがいづくり講座等の開催 

（女性の生きがいづくり事業） 

イ キャリアアップのための資格取得支援制度（キャリアアップ支援事業） 

教育委員会 

町民福祉課 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

生きがいづくり講座開催回数 ０回 １０回 

資格取得者数 ０人 ５人 

 

（２）働き続けられるための環境の整備 

施策・事業内容 

◆多様なニーズに対応した保育サービスや放課後の学びの場の充実、子育てしやすい職場環境づ

くりの促進など、女性の活躍の基盤となる、働きながら安心して子育てができる環境づくりを

推進します。 

具体的な事業 担 当 

ア 延長保育、病後児保育、一時預かり事業等への支援、地域の子育て支援

に関する取り組みへの助成（地域子ども・子育て支援事業） 

イ 放課後の子どもの居場所づくりと学びの場の充実 

（放課後子ども総合プラン推進事業） 

ウ 地域において子育ての助け合いを行うファミリーサポートセンターの

運営（ファミリーサポートセンター事業） 

教育委員会 

保健介護課 

まちづくり推進課 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

サポートセンター設置数 ０箇所 １箇所 
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基本目標４ 時代に合った地域をつくり、安全な暮らしを守るとともに、

地域と地域を連携する 

 

１ 基本的方向 

 

基本目標４ 

時代に合った地域をつくり、安全な

暮らしを守るとともに、地域と地域

を連携する 

  施策１ 

地域の拠点の開設と地域連携の推進   

   
  施策２ 

広域的な連携の推進   

 

（１）地域の拠点として「集落活動センター（地域の支え合いや活性化の拠点）」の開設と「あった

かふれあいセンター（小規模で多機能な高知型福祉の支援拠点）」の機能強化を図ります。 

（２）地域の資源や特性を生かした地域コミュニティの醸成や地域活性化の新たな拠点づくりを進

め、地域と地域が連携する取り組みにつなげます。 

 

２ 基本目標 

 

数値目標 基準値（平成 26年度） 目標値（平成31年度） 

「地域の拠点」の開設 ―  1  
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３ 具体的な施策ごとの重要業績評価指標 
 

◆施策１ 地域の拠点の開設と地域連携の推進 

 

（１）地域の拠点づくり 

施策・事業内容 

◆住民主体で集落連携等により、地域の支え合いや活性化に向けた仕組みづくりを行う「集落活

動センター（高知県版小さな拠点）」の仕組みづくり、開設・運営を支援します。 

◆小規模で多機能な高知型福祉の支援拠点として「あったかふれあいセンター」の運営・機能強

化を図ります。 

具体的な事業 担 当 

ア 集落活動センターの普及・拡大、取り組み支援 

（集落活動センター推進事業） 

イ ほっとセンターの機能強化（あったかふれあいセンター事業） 

まちづくり推進課

町民福祉課 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

集落活動センター開設数 ０箇所 １箇所 

ほっとセンター利用者数 １０，３７７人 １３，０００人 

 

（２）地域資源を活用した地域連携の推進 

施策・事業内容 

◆過疎高齢化による一次産業の後継者不足等により地域活力が大きく低下するなか、十分活用で

きていない町内の豊かな自然や文化資産などの地域資源を活用した、地域コミュニティの醸成

による地域活性化や新たなビジネス創出の仕組みづくり等に取り組む団体を支援します。 

◆地域資源を活用し観光振興による交流人口の増を図るため、観光協会が実施する観光インフォ

メーション機能強化と観光情報発信のためのＨＰリニューアル等を推進します。 

◆ジオパークを活用した取り組みを行い、これまで認識されてこなかった地域資源を掘り起こし、

価値化を促す。それに伴い、交流人口の増加や地元産品への付加価値の付与、学校教育や生涯

教育を通じた地域の多様性の維持を図り、地域活性化に取り組みます。 

具体的な事業 担 当 

ア 地域コミュニティの醸成による地域活性化、新たなビジネスの創出に取

り組む団体への支援（地域活性化グループ活動支援事業） 

イ 観光インフォメーション機能の強化 

（観光インフォメーション等情報発信機能強化事業） 

ウ ジオパークを活用した取り組みの推進 

（ジオパークを活用した地域活性化事業） 

まちづくり推進課 

教育委員会 

目標項目 基準値（H26年度） KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

地域活性化グループ活動新規取

り組み案件 
０件 ５件 

インフォメーション対応人数 ０人 年間３００人 

ジオパークを活用した取り組み 未実施 強化 
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◆施策２ 広域的な連携の推進 

 

（１）観光を軸にした広域連携の取り組み 

施策・事業内容 

◆幡多広域観光協議会が主体となり、県や６市町村、各観光協会、民間事業者等と連携して、教

育旅行や一般旅行、スポーツツーリズム、国際観光などを推進するために必要な仕組みづくり

や基盤強化を図ります。 

◆交流人口の拡大を通じた地産外商や移住の促進などによる地域経済の発展と地域の活性化を図

ります。 

具体的な事業 担 当 

ア 幡多広域観光協議会を主体とした各種観光客受け入れのための仕組み

づくりや基盤強化に向けた取り組みの推進 

（四万十・足摺エリア誘客促進連携事業） 

まちづくり推進課 

目標項目 基準値 

（H26年度） 

KPI（重要業績評価指標：H31年度） 

広域における一般観光客数 ― ５３，７５０人 

広域におけるスポーツ客数 ― １０，０００人増 

広域における外国人延べ宿泊数 ― １３，３００人泊 

広域組織に求められる５つの機能 ― 強化 

本町における観光メニューの造成 ― ２件 

 

 



 

 


