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平成 26年 5月、「日本創生会議」において、人口減少と少子化

の進行により存続が危ぶまれる 896市町村が発表され、我々の十

津川村も「消滅可能性都市」として名前が挙げられました。同年

11月には「まち・ひと・しごと創生法」が公布され、人口減少と

地域経済縮小の克服、まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立

をめざす地方創生が日本全国で始まりました。 

十津川村では、日本全国に先んじて 1960 年代から人口減少が始まり、過疎ならびに

少子高齢化が進行しています。平成 23 年９月には、紀伊半島大水害で甚大な被害を受

け、村民の暮らしが大きな不安につつまれることとなりました。しかし、このような未

曾有の困難の中でも、村民は互いに助けあい支えあいの精神を忘れず、生き抜いてきま

した。この生き様こそ、十津川村で息づいてきた「十津川村ぐらし」であり、「十津川

魂」であるとあらためて気づかされました。 

十津川村のような山村での暮らしは、物流、医療など都市部の「もの」やサービスの

おかげで便利なものとなっています。しかし、村の暮らしの真の豊かさは、山と共に生

きるくらし、伝統的文化に息づくくらし、助けあい支えあうくらしであり、先人から引

き継がれてきたものです。この「十津川村ぐらし」を守り、次世代に継いでいくことは、

我々の責務です。 

十津川村の地方創生は、都市部の価値を認識した上で、我々が求められている、我々

にしか作り出せない価値を高め、「十津川村ぐらし」を守り育てることにあります。村

では、これまで取り組んできたこと、先人から引き継がれてきた村ぐらしを基礎として、

村民の暮らしを支える森林、風景、文化、村民の絆を守り、十津川らしい村づくりをす

すめていきます。 

「十津川村ぐらし」の主役は、村民のみなさんであり、これまでの村の取り組みにお

いても村民のみなさんのお力添えをいただいてきました。これからは、取り組みを育て、

次世代に引き継いでいくことを考える段階を迎えており、みなさんとこころ、力をあわ

せていきたいと考えています。我々の取り組みは、約 40 年間人口減少という課題に向

きあってきた一つの村として、自らその解決方法を考え抜いた足跡であり、日本全国、

世界に向けて発信できるものだと確信しています。 

最後になりましたが、このたびの総合戦略策定にあたって、御協力くださいました村

民のみなさま、ならびに産官学金労言をはじめとするすべての関係者のみなさまにあら

ためてお礼申し上げます。 

十津川村長 更谷 慈禧 

ごあいさつ
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1． 総合戦略とは

総合戦略は地方創生に関連する 2016 年（平成 27 年度）から 2020 年（平成 31 年度）まで

の 5年間の具体的な取り組みや数値目標を定めた計画書です。平成 26年 11月に成立した「ま

ち・ひと・しごと創生法」に基づき、十津川村では、村民をはじめ産官学金労言（経済、行政、

学識、金融、労働、言論）など様々な分野の方からご意見をいただきながら村独自の総合戦略

を定め、村の活性化と移住定住の促進の好循環づくりを進めていきます。 

◆ 「地方創生」とは 

地方創生は「まち（むら）・ひと・しごと創生」をめざす取り組みです。魅力的な「むら」
づくり・「しごと」づくりにより「ひと」を呼び込み、さらなる「むら」づくり・「しごと」
づくりにつなげていく「むら・ひと・しごと」の好循環を創出して、十津川村の活性化（人口
減少問題や村内経済の縮小の克服）をめざします。 

２． 十津川村総合戦略の策定にあたって重視したこと 

 今回、十津川村独自の総合戦略を策定するにあたって、次のようなことを重視しました。 

◆ 「十津川村の暮らし」に寄り添う計画にすること 

十津川村では、村民が互いに助けあい支えあったり、畑で野菜をつくり野菜を融通しあった

りするような十津川村ならではの暮らし方が今も息づいています。これから、村の暮らしにお

ける豊かさや「幸せな暮らし」を追求していくためには、都市部とは異なる十津川村の暮らし

ならではの豊かさや価値も見つめ直す必要がありました。 

そこで、「村の暮らし」の実態を把握・分析するため、「村民生活実態調査（ヒアリング調査）」

や「十津川高校生アンケート調査」、「村民アンケート調査」、「移住者意見交換会」を実施しま

した。これらの調査から明らかとなった、村の暮らしの豊かさ・村民の幸せを支えるものや暮

らしの不安に真に向き合い、村民の「幸せな暮らし」を追及する取り組みを進めていきます。 

◆ これまでの議論や取り組みを発展させる計画にすること

人口がおよそ 40 年間減少を続けている十津川村では、地方創生が提唱されるより以前から、

地域や行政が中心となって高齢者福祉・子育て環境の充実、林業の 6 次産業化、移住者を迎え

入れる体制の整備など長期的な視点から村の暮らしの「芯」をつくるプロジェクトを進めてき

ました。この総合戦略では、それらのプロジェクトに関する議論、取り組みの過程、掲げた方

針なども村の理念の中に束ね、地方創生の観点も採り入れながら、それぞれのプロジェクトの

継続・発展を進めていきます。 

◆ 村の知恵・力・こころを合わせられる計画にすること 

地方創生の取り組みは行政と村民や関係団体の方々が知恵・力・こころを合わせなければ実

現することができません。今回の総合戦略の策定にあたり、村民の方々をはじめ産官学金労言

などさまざまな関係団体の方々から幅広いご意見等をお寄せいただきました。 

いただいたご意見等は「村民のみなさんが行政と共有したい想い」であると受けとめて「村

のこれから-十津川村の未来図-」としてとりまとめ、そこから総合戦略をつくりあげました。 

総合戦略の策定後も、行政、村民、産官学金労言など幅広い分野の関係団体が丁寧に意見交

換し、想いや目標を共有しながら地方創生に取り組むしくみづくりを進めていきます。 

十津川村「こころ豊かなむら・ひと・しごと創生」総合戦略とは
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１． 十津川村の現状 

（１）村の人口について 

○村の人口は平成 28 年 3 月現在 3,561 名（男性 1,780 名、女性 1,781 名）です。このうち、

4割以上の方が 65 歳以上の高齢者です。なかでも 85歳以上の方は 350人以上おられ、今

後 10～15 年間さらに増え続けることが予測されます。 

○人口増減をみると、2014 年度（平成 26年度）の 1年間で村民は 75名減少しました。 

 自然増減（出生－死亡）、社会増減（転入－転出）とも減少数が増加数を上回っています。 

○道普請、水源管理、祭りなど地域行事の負担が増大する集落や互いに支え合う暮らしの維 

持が困難な集落が今後ますます増えていくおそれがあります。 

[十津川村の人口移動（2014 年度）] 

増 加 
出 生 転 入 職権記載 合 計 

23 名 153 名 6 名 182 名 

減 少 
死 亡 転 出 職権削除 合 計 

73 名 183 名 1 名 257 名 
出典：平成 26 年度村政報告書 

○転入・転出を年代別でみると、29歳以下の若年世代と高齢者で転出超過（転入者数＜転出

者数）が特に顕著になっています。 

○一方、30歳代と 50歳代では転入超過（転入者数＞転出者数）になっています。 

○若年世代は、村外の高校・大学等への進学、就職などを機に転出している方が多いと考え

られます。高齢者の村外転出は介護施設への入所等のためと考えられます。 

 [年代別転入・転出者数（2014 年）] 

出典：総務省「住民基本台帳移動報告」
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十津川村の現状
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○十津川村の転入・転出者数を地域別にみると、転入元・転出先とも吉野郡以外の奈良県内

市町村（奈良市、橿原市など）が最も多い状況です。 

○一方、近畿圏を除く全国からの転入者数は転出者数を上回っています。 

 [地域別転入・転出者数（2013 年度）] 

転入数 転出数 純移動数 

奈良県内 94 名 119 名 -25 名 
（吉野郡） 5 名 7 名 -2 名 
（吉野郡以外） 89 名 112 名 -23 名 

奈良県外 55 名 86 名 -31 名 
（近畿圏） 30 名 66 名 -36 名 
（全国 ※近畿圏以外） 25 名 20 名 5 名 

合計 149 名 205 名 -56 名 
出典：総務省「住民基本台帳移動報告」

（２）村の暮らしについて 

 ○鳥獣被害が多発し、田畑が荒れ、暮らしに直結する被害も発生しています。 

 ○村内の森林面積は 62,779ha（村の総面積の約 96%）あり、材積と年間成長量はおよそ 1650

万㎥あると推計されます。しかし、切捨間伐を実施している面積は 1,000ha、主伐（一定の

林齢に生育した樹木を、用材等の目的のため伐採すること）量は 1 万㎥となっています。

森林は日々成長を続けていますが、1600 万㎥以上もの森林に人の手がほとんど入っておら

ず、森林の循環に必要な手入れ（伐採→植林→保育など）が追い付いていない状況です。 

 [村内森林の材積・成長量（2014 年度）] 

人工林 天然林 
合計 

針葉樹 広葉樹 針葉樹 広葉樹 

材積 1,113 万㎥ 0.9 万㎥ 13 万㎥ 504 万㎥ 1630.9 万㎥ 

年間成長量（推計） 18.5 万㎥ 0.01 万㎥ 0.07 万㎥ 4.4 万㎥ 22.98 万㎥ 

合計 1132.41 万㎥ 521.47 万㎥ 1653.88 万㎥ 
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（３）村のしごとについて 

 ○村内の従業者数は 2009 年に 1,458 名、2012 年に 1,374 名と減少していますが、林業では

平成 24年～26年の 3年間で就業者が 10名以上増え、回復の兆しも見られます。 

 ○林業、観光業、農漁業など村の暮らしを支えてきた産業の従事者が高齢化しています。 

 ○買い物、介護、福祉、エネルギーなど村の暮らしにかかる多額の費用が村外へ流出してい 

ます。2010 年には村民が村内で支出した金額は 162 億円と、総支出の 272億円の約 6割 

にとどまり、約 4割にあたる 110 億円が村外で支出されている状況です。 

[地域経済循環図（2010 年度）] 

出典元：環境省「地域産業関連表」、「地域経済計算」
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１． 十津川村が地方創生の実現に取り組むことの意味 

 十津川村が、村独自の総合戦略を策定して、地方創生の実現に取り組むことには次のような意味が

あります。 

◆ 十津川村ならではの「豊かな暮らし」、「幸せな暮らし」の価値を高めていくこと 

 十津川村が地方創生により追求する「豊かな暮らし」、「幸せな暮らし」は、十津川村ならで

はの「豊かな暮らし」、「幸せな暮らし」です。現在、十津川村の暮らしは物流や医療など都市

部の「もの」やサービスのおかげで便利になっていますが、自然を愛し、助けあい支えあい、

みんなが力を合わせて暮らしをつくる十津川村の暮らし方は、都市部では珍しい「こころ」豊

かな暮らしが今も受け継がれています。十津川村の地方創生は経済的・物質的な豊かさだけで

なく、山に寄り添いながら歴史を紡いできた村の暮らしの価値を磨くことにつながります。 

◆ 「十津川村」を次の世代につなぐこと 

山、田畑、祭りや普請などの風習、助けあい支えあいの精神、歴史、集落風景、還元力の高

い温泉はいずれも村の「豊かな暮らし」、「幸せな暮らし」を支える宝物です。十津川村の地方

創生はこれらの「至宝」を守り、未来に残していきます。 

また、移住定住の促進により、十津川村は村の「新たな一員」を呼び込んでいきます。十津

川村の暮らしを共につくり、十津川村の未来を一緒に担う方々を迎え入れることは、十津川村

の暮らしの魅力を一層高めることにもつながります。 

◆ 日本や世界が直面していく課題の解決の足跡を残すこと 

人口減少、地域経済の縮小、少子高齢化、自然の荒廃など十津川村を現在取り巻く課題は日

本全国が直面しつつあり、また、やがて世界中が直面していく課題です。それらの課題にいち

早く取り組み始めている十津川村は「課題の先進地」であり、十津川村の地方創生は世界に先

駆けた挑戦です。十津川村の課題解決に向けて取り組む過程とそこでの議論は、われわれが将

来振り返るための貴重な財産であるとともに、世界に向けて発信していくことのできる足跡と

なります。 

また、総面積の 96%を森林が占める十津川村だからこそ、治山・国土の保全・水源涵養とい

った暮らしの安全安心の問題や、地球温暖化・大気汚染・エネルギーなどの地球環境問題にも

視野を広げ、新たな価値観を発信していきます。 

十津川村が地方創生の実現に取り組むことの意味
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２． 村の人口推移と地方創生の取り組みの効果の見込み 

○十津川村の人口は、現状のままいくと現在の 3,561 名から、2060 年には約 1,620 名まで減

少するおそれがあります。 ※■線参照

○一方、地方創生の取り組みにより、現状から各区毎年 2 世帯 5 名（若年層の子育て世帯と

高齢者世帯）の移住があり、村の合計特殊出生率が 2030 年までに 1.8（国民の希望する合

計特殊出生率の平均）まで上昇した場合、約 3,400 名と現在と同規模の人口を維持できる

推計になります。 ※▲線参照

[村の人口推移と地方創生の取り組みの効果見込み] 

出典元：国立社会保障・人口問題研究所

３． 施策効果による人口構造の変化 

○上記のような地方創生の取り組みの効果を見込んだ場合、人口構成も変わり、高齢化率は

40%から 34%まで低下し、年少人口と生産年齢人口の割合が増える可能性があります。 

[2060 年人口ピラミッド（左：現状ベース、右：取り組み効果ベース）] 

出典元：国立社会保障・人口問題研究所 
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1． 「村のこれから -十津川村の未来図-」 とは

今回、総合戦略の策定にあたり村内調査や審議会（村民をはじめ産官学金労言の分野の関係

者の方で構成される有識者会議）を実施したところ、これからの十津川村についてさまざまな

ご意見・ご提案をお寄せいただきました。いただいたご意見等を「村民のみなさんが行政と共

有したい想い」と受けとめ、村のこれまでの取り組みを振り返る中で、「十津川村の暮らし」の

価値と村がめざすべき未来の姿が浮かび上がってきました。 

そこで、十津川村では、長期的な視点から、まち・ひと・しごと創生の枠組みを超えて村が

これからめざす姿（理念）として「村のこれから ‒十津川村の未来図-」をはじめにとりまと

めました。 

２． 村のこれから -十津川村の未来図- 

十津川村では次の７つの理念に沿って、村の地方創生や「村の暮らしを支える森林・風景・

文化・村民の絆などの村の宝を未来に託し、豊かに幸せに暮らし続けていくことができる十津川村」

の実現を進めます。 

理念１ 十津川の「こころ」をあわせる

行政と村民・関係団体の方々が互いに理解を深め、目標や想いを共有して、丁寧に意見交換

を進めながら、これまで以上に知恵・力・こころをあわせて、村づくりに取り組んでいきます。 

（１） 行政、村民、関係団体等が一体となった村づくりをめざす 

理念２ 十津川の「幸せな暮らし」をつくる

村民が互いにつながり助けあいながら、やりがいいきがいをもって安心して最期まで住み続

けられる環境づくりに取り組み、十津川村ならではの「豊かな暮らし」、「幸せな暮らし」の実

現を進めます。 

（１） 村民が最期まで村で暮らし続けられる環境をめざす 

（２） 安心して出産できる環境・村での子育てに魅力を感じられる環境をめざす 

（３） 村の将来を担う子どもへの十津川ならではの教育の提供をめざす 

（４） 誰もが集える交流の場づくりをめざす 

（５） 安心して移動できる環境づくりをめざす 

（６） やりがい生きがいを持つことのできる環境をめざす 

理念３ 十津川の「糧」をつくる

村の資源を活かして村民の新たな「暮らしの糧」（＝雇用）づくり、十津川村を支えていく「糧」

（＝産業）の発展、さまざまな「しごと」に就きやすく、働き続けやすい環境の整備を進めます。 

（１） 新しい「しごと」づくりをめざす 

（２） これまで村の暮らしを支えてきた「しごと」の継承をめざす 

（３） 村のあらゆる「しごと」ができる環境をめざす 

（４） 「しごと」を続けやすい環境をめざす 

村のこれから ―十津川村の未来図―
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理念４ 十津川の「森林自然」を再生する

山や自然の恵みを享受する「山の民」として、森林関連産業の発展と森林関連産業の活性化

による森林の持続的な循環や山、水、大気ひいては村土の保全を進めていきます。 

（１） 適切に木を切り出して森林の循環をめざす 

（２） 森林資源を葉っぱの果てまで使い切ることをめざす 

理念５ 十津川村の「らしさ」でもてなす

豊かな自然や歴史、村の食材など村内の観光資源をさらに活用しながら、「心身再生の郷」と

して健康増進や予防医学など新たな視点を採り入れた「温泉療養地」化という新たな魅力の創

出と、村の暮らしに密着した文化や行事なども活用して地域自らがおもてなしするしくみづく

りを進めていきます。 

（１） 観光資源、食、運動、自然体験等により心身再生できる観光地づくり 

（２） 十津川村ならではのおもてなしサービスの提供をめざす 

理念６ 十津川の「至宝」を継ぐ

十津川村ならではの暮らしの豊かさの源、暮らしの支えとなっている森林、田畑、温泉、集

落風景、歴史、地域行事などの「至宝」の保全、魅力の向上、継承を進めていきます。 

（１） 自然環境を整え、生かすことをめざす 

（２） 歴史文化、風習、地域行事の継承をめざす 

（３） 集落風景の魅力の向上をめざす 

理念７ 十津川の「次代」をつなぐ

十津川村ならではの「豊かな暮らし」、「幸せな暮らし」を全国に発信し、特に奈良県内や関

西圏に住んでいる十津川村にゆかりのある方や十津川村の暮らしに魅力を感じる全国の方を積

極的に迎え入れます。移住しやすい環境、移住後も安心して暮らし続けられる環境を充実させ

ながら、「村の新たな一員」の方とともに、森林、風景、風習、歴史など十津川村の「至宝」や

人の絆を未来に引き継いでいきます。 

（１） 村に移り住むきっかけづくりをめざす 

（２） 移住者と移住者を迎え入れる地域が寄り添いあえる体制づくりをめざす
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１． 十津川村「こころ豊かなむら・ひと・しごと創生」総合戦略とは 

十津川村の総合戦略は、「村のこれから-十津川村の未来図-」の理念に基づいて、今後 5年間

の地方創生に関する取り組みをむら・ひと・しごと創生の観点からとりまとめたものです。 

「村民の方が最期まで安心して暮らし続けることができる村づくりや雇用の創出を進め、十

津川村出身の方や村の暮らしに魅力を感じる方を全国から呼び込んでいき、村の活性化と移住

定住の促進の好循環づくり」に取り組みます。 

基本目標１ むら創生

村の暮らしを豊かにしてきた森林自然、文化、風景、ひとの絆などを守り、村民みん

なが最期まで幸せに暮らし続けられる十津川村をめざします。 

方針 1-1 村民が支えあい、最期まで暮らし続けられる環境づくり

方針 1-2 安心な出産・魅力ある子育てのできる環境づくり

方針 1-3 誰もが集える交流の場づくり

方針 1-4 暮らしの拠点をつなぐ安全安心なアクセス環境づくり

方針 1-5 村の「至宝」の継承

方針 1-5-1 自然環境の再生 

方針 1-5-2 集落風景の魅力の向上 

方針 1-5-3 歴史文化、風習、地域行事の継承 

基本目標２ ひと創生

こころを合わせて村の暮らしやしごとを支え合い、村の将来を担う「ひと」を増やし
育む十津川村をめざします。 

方針 2-1 移住定住の促進

方針 2-1-1 村に移り住むきっかけづくり 

方針 2-1-2 移住者と移住者を迎え入れる地域が寄り添いあえる体制づくり 

方針 2-2 やりがい生きがいをもつことのできる環境づくり

方針 2-3 村の将来を担う子どもへの十津川ならではの教育の提供

方針 2-4 行政、村民、関係団体等が一体となる環境づくり 

基本目標３ しごと創生

村の資源を活用した村内産業の継承・発展による雇用の創出と、多様な働き方に合わ
せて「しごと」を続けられる十津川村をめざします。 

方針 3-1 森林自然を循環再生させる森林関連産業の活性化 

方針 3-1-1 森林の循環を促す林業（1次産業）の活性化 

方針 3-1-2 森林資源を活用した 2次・3次産業の活性化 

方針 3-2 十津川らしさでもてなす観光産業の活性化

方針 3-2-1 観光資源、食、運動、自然体験等により心身再生できる観光地づくり 

方針 3-2-2 十津川村ならではのおもてなしサービスの提供 

方針 3-3 村の「糧」づくり

方針 3-3-1 新しい「しごと」の創出 

方針 3-3-2 これまでの「しごと」の継承 

方針 3-3-3 村のあらゆる「しごと」ができる環境づくり 

方針 3-3-4 「しごと」を続けやすい環境づくり 

十津川村「こころ豊かなむら・ひと・しごと創生」総合戦略の概要
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２． 「十津川村総合戦略」と「村のこれから-十津川村の未来図-」について 

総合戦略のむら・ひと・しごと創生や「村のこれから-十津川村の未来図-」の理念１～７は

相互に関連しているものですので、取り組みを連動させて一体的に取り組むことで、好循環や

相乗的な効果の創出を図ります。 

例１）「最期まで暮らし続けられる環境を整えて（むら創生）、介護・福祉の雇用を創出し（しご

と創生）、村で働きたい方のしごと場づくりや移住者の呼び込むにつなげる（ひと創生）」 

例２）「集落行事に観光客を呼び込むことで集落独自の暮らしの魅力を知ってもらいながら（し

ごと創生）、地域を活性化し（むら創生・ひと創生）、移住定住につなげる（ひと創生）」 

ひと創生 

こころを合わせて、（理念１） 

「次代」をつなぐ（理念７） 

村の暮らしの活性化 

村の経済の活性化 

○住み続けたい方を増やす 

○村の暮らしに魅力を感じる方を呼び込む 

○住み続けたい方を増やす 

○村で働きたい方を呼び込む 

こころを合わせて、（理念１） 

十津川の「糧」をつくる（理念３） 

    十津川の森林自然を再生する（理念４） 

    十津川村の「らしさ」でもてなす（理念５） 

しごと創生 

こころを合わせて、（理念１） 

「幸せな暮らし」をつくる（理念２） 

十津川の「至宝」を継ぐ（理念６） 

    十津川の森林自然を再生する（理念４） 

    十津川村の「らしさ」でもてなす（理念５） 

むら創生 
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１． 「むら創生」でめざすこと

村の暮らしを豊かにしてきた森林自然、文化、風景、ひとの絆などを守り、村民みん

なが最期まで幸せに暮らし続けられる十津川村をめざします。 

２． なぜ「むら創生」なのか

○国と奈良県は「ひと」と「しごと」の好循環を支える「まち創生」を進めます。 

○十津川村では 0～20歳代の若年層と高齢者の転出超過（転入者数＜転出者数）が顕著です。

村外転出の主な理由は、住まい、出産、子育て、教育、しごと、介護などにあると考えら

れますので、十津川村にとって「まち創生」は「むら」の暮らし全体の創生といえます。 

○都市部には都市部ならではの様々な豊かさがある一方で、十津川村にも自然や地域・人と 

のつながりなど「むら」ならではの豊かさがあります。 

○そこで、村の暮らしの不安を取り除きながら、十津川村に住む方の暮らしの豊かさ、幸せ

を支える宝物の価値を磨きあげ、十津川村ならではの「幸せな暮らし」の実現を進めます。 

３． 「むら創生」による主な成果指標

指  標 現  状 目標（H31） 

転出者数 183 名 
（2014年度）

174 名 

村民の幸福度（５段階評価） 3.4 
（2016年）

3.8 

村での暮らしに幸せを感じる村民の割合 
（とても幸せ/やや幸せ） 

41.1% 
（2016年）

50% 

最期まで住み続けたいと思う村民の割合 43% 
（2016年）

50% 

村での暮らしに愛着や誇りを感じる村民の割合 65.3% 
（2016年）

80% 

村での暮らしに豊かさゆとりを感じる村民の割合 42.3% 
（2016年）

50% 

◆ 次頁以降の用語の意味について 

○方針 

「むら創生」に向けた大きな方向性です。

○主な施策 

「むら創生」のそれぞれの方針ごとの主要な施策です。

○具体的な取り組み等 

「むら創生」に関する主な施策に沿って実施する具体的な取り組みです。村が既に実施

している取り組みや、今後実施を検討していく取り組みも含まれます。 

○重要業績指標 

2020年（平成31年度）までに実現を目指す数値目標です。KPI（Key Performance Indicator）

とも呼ばれます。具体的な取り組み等の実施状況・進捗具合、重要業績指標の達成度合い

などをもとに事業効果の検証や見直しを行います。 

「むら創生」 -十津川村総合戦略 基本目標１－
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方針 1-1 村民が支えあい、最期まで暮らし続けられる環境づくり

村民アンケート調査によると、村に最期まで住み続けたい、もしくは元気なうちは住

み続けたいという回答が 77.5%にのびりましたがが、その一方で 60 歳代以上の方は転出

超過（転入者数＜転出者数）の状態です。その主な背景には介護等の問題があると考え

られます。 

そこで、高齢者をはじめ村民のみなさんが末永く健康に最期まで暮らし続けることが

できるよう、「集まって暮らすもうひとつのいえ」の建設や村内の介護・看護サービスの

連携を進めます。また、村民みなさんが健康づくりに関心を持ち、できるかぎり自分の

力で末永く健康に活躍できる環境やしくみづくりを進めます。 

【統計参照ページ：村民アンケート p77、転出超過の傾向について p4】 

◆ 主な施策と具体的な取り組み等 

施  策 具体的な取り組み等 

①
村民が支えあい、集まって暮

らす拠点づくり 
・「集まって暮らすもうひとつのいえ」の建設（高森）

②
介護・看護サービスの拠点整

備とネットワーク化 

・在宅サービス拠点の設置（高森） 

・地域包括ケアシステムの構築 

・生活・介護支援サポーターの育成 

③ 医療体制の充実 

・出張診療 

・村内診療所での 365日診療 

・健康増進、病気予防の推進 

④
全面的な介護の必要な人が暮

らせる施設の充実 
・「高森の郷（介護施設）」の改修と運営体制の見直し

◆ 重要業績指標（KPI） 

指  標 現状 目標（H31） 

「集まって暮らすいえ」の入居者数 0 名 
（2015年度）

10 名 

生きがい活動の年間通所者数（高森の郷、北部保健

センター、北部老人憩いの家、竹筒） 
1,374 名 
（2014年度）

1,500 名 

最期まで住み続けたいと思う村民の割合 43% 
（2016年）

50% 
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方針 1-2 安心な出産・魅力ある子育てのできる環境づくり

国の調査によると希望出生率（国民の希望する合計特殊出生率の平均）は 1.8 ですが、

現在、十津川村の合計特殊出生率（１人の女性が一生の間に出産する子どもの平均数）

は 1.49 となっています。また、村民アンケート調査では安心して出産できるという回答

が 5.9%にとどまり、20歳未満の方の転出超過は顕著な状況です。 

村での出産への不安や村での子育ての魅力不足が主な背景にあると考えられます。 

そこで、地理的な制約を乗り越え、出産・子育てを希望する方を村全体で応援すると

ともに、出産や子育てしにくい環境の解消を進めます。方針 2-3「村の将来を担うこど

もへの十津川ならではの教育の提供」（基本目標 2）と合わせて子どもを産み、子どもを

育てたい人に選ばれる村をめざします。 

【統計参照ページ：村民アンケート p83～p84、転出超過の傾向について p5】 

◆ 主な施策と具体的な取り組み等 

施  策 具体的な取り組み等 

①
妊娠や出産を支えるしくみの

充実 

・妊婦健診の実施 

・出産に係る費用の助成 

・不妊治療の補助 

② 保育・託児の体制づくり 

・保育士の常駐する交流拠点づくり 

・働く親等が利用しやすい保育・託児サポーターの

登録 

③
自然を生かした子育て環境の

充実 

・保育所での自然体験の実施 

・自然あそびの実施 

④ 若い世代の住まいの支援 

・空き家情報バンクの活用の促進 

・空き家改修の補助、支援 

・公営住宅の整備 

◆ 重要業績指標（KPI） 

指  標 現状 目標（H31） 

安心して出産できると感じる村民の割合 

（そう思う/やや思う） 
5.9% 

（2016年）
12.5% 

子育てに魅力を感じる村民の割合 

（感じる/やや感じる） 
24% 

（2016年）
35% 

村っこ広場の年間参加者数 
保護者 670 名 
児童 796 名 
（2014年度）

保護者 800 名

児童 950 名 



16 

十津川村

方針 1-3 誰もが集える交流の場づくり

 十津川村では生活拠点が点在し、村民が集う場や交流できる機会が限られています。

そこで、暮らしの楽しみに加えて、日用品の購入、子育て、福祉などさまざまな世代の

方が目的をもって集まり、つながることのできる多機能の交流拠点の整備を進めます。

交流拠点は村民と村を訪れる方が交流できる場としても活用します。 

 また、RESAS によると村民の総支出 272 億円のうち、およそ 4割にあたる 110 億円

が村外で支出されています。村内で経済活動を循環することは、村内産業の活性化や雇

用の創出にも直結しますので、交流拠点を活用し、経済活動が村内で循環するしくみづ

くりも進めます。 

【統計参照ページ：RESAS（https://resas.go.jp/）】 

◆ 主な施策と具体的な取り組み等 

施  策 具体的な取り組み等 

①
世代を問わず楽しく集える場

づくり 

・地域の交流の場や機会づくりの支援 

・村民や来訪者も利用できるコミュニティスペース

の整備（平谷） 

・図書スペースの充実 

◆ 重要業績指標（KPI） 

指  標 現状 目標（H31） 

地域や人とのつながりに豊かさを感じる村民の割合 26.9% 
（2016年）

35% 

方針 1-4 暮らしの拠点をつなぐ安全安心なアクセス環境づくり

「移動」は本村にとって老若男女問わず安心安全な暮らしに直結する問題です。村民

アンケートでも、村で暮らし続けていくために必要な支え（将来的に必要になると思う

という意見を含む）に移動支援を挙げる回答が最も多くみられました。買い物・医療な

どの生活サービスの拠点、介護・看護サービスの拠点、安心拠点など村民の暮らしの拠

点をつなぐアクセス環境の充実に取り組みます。 

安心できるアクセス環境をつくるためには、道の安全がそもそも確保されていること

も重要です。道は買い物や通院など日常生活はもちろんのこと、観光や木材の搬出等の

林業をはじめとする村の様々な産業にも大きな影響を及ぼします。村の取り組みと関連

させて、国や奈良県と連携しながら、十津川道路をはじめとする地域高規格道路「国道

168 号（五條新宮道路）」や村内道路等の整備を進めます。 

【統計参照ページ：村民アンケート p79～】 

◆ 主な施策と具体的な取り組み等 

施  策 具体的な取り組み等 

①
村内の移動を支えあうしくみ
づくり

・デマンドタクシーの運行 
・生活拠点と集落を結ぶしくみの充実 

② 安全な道等の整備 
・国道、県道、村道、林道、農道の整備 
・土砂ダム対策 
・橋梁やトンネルの点検整備 

◆ 重要業績指標（KPI） 

指  標 現状 目標（H31） 

林道危険箇所 5 か所 
（2014年度）

0 か所 

国道 168 号（五條新宮道路）における十津川村内
区間の全面通行止め時間（年間） 

 481 時間 ※1 0 時間 

※1 平成 23 年を除く平成 20 年～平成 26年の 6年間の平均 
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十津川村

方針 1-5 村の「至宝」の継承

十津川村の暮らしは自然環境や集落風景、村の歴史文化、風習、地域行事などによっ

て経済的にも精神的にも豊かなものになってきました。村民アンケート調査や高校生ア

ンケート調査でも多くの方から「自然」や「食」、「地域・人とのつながり」などが村の

豊かさとして挙げられました。 

そこで、それらの村の宝物の保全、再生、魅力の向上等に取り組み、その魅力を村外

の方にも味わってもらえるような場所・機会を増やしながら、村の「至宝」の継承を進

めます。 

【統計参照ページ：村民アンケート p78】 

方針 1-5-1  自然環境の再生

◆ 主な施策と具体的な取り組み等 

施  策 具体的な取り組み等 

① 自然環境の保全と活用の両立

・森林境界明確化   ・鳥獣害対策 
・共同農園の実施 
・農地の管理者や管理する地域の支援 
・小水力発電の活用 

② 森林の循環を担う林業の活性化 （基本目標３ しごと創生へ） 

◆ 重要業績指標（KPI） 

指  標 現状 目標（H31） 

自然に豊かさを感じる村民の割合 31.8% 
（2016年）

35% 

食に豊かさを感じる村民の割合 22.8% 
（2016年）

35% 

方針 1-5-2 集落風景の魅力の向上 

◆ 主な施策と具体的な取り組み等 

施  策 具体的な取り組み等 

①
歴史的文化財や象徴的建造物
の保全 

・旧校舎を活用した教育資料館等の整備（武蔵） 

・空き家改修の補助、支援＜再掲＞ 

② 集落づくりによる魅力の創造
・集落景観デザイン調整会議の実施 

・集落づくり（高森、谷瀬、武蔵、平谷等）の推進

◆ 重要業績指標（KPI） 

指  標 現状 目標（H31） 

自然に豊かさを感じる村民の割合＜再掲＞ 31.8% 
（2016年）

35% 

村の制度・支援を活用した空き家の片づけ・改修 

件数（累計） 
0 件 

（2015年度）
25 件 

空き家情報バンクへの空き家登録件数（累計） 41件 
（2015年度）

100 件 
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十津川村

方針 1-5-3 歴史文化、風習、地域行事の継承

◆ 主な施策と具体的な取り組み等 

施  策 具体的な取り組み等 

① 村の歴史文化の保全と伝承 
・村史の編纂 
・歴史教育、講座等の実施 
・新十津川町との交流 

② 村の風習や地域行事の継承 

・古民踊の保存 
・村内学校での祭り等への参加実習 
・郷土料理や野菜づくり教室の実施 
・地域行事や地域を活性化する取り組みの支援 

③ 伝統的な「村の技」の継承 
・木工品の製作や炭焼きなどを体験できる場づくり

・郷土料理や野菜づくり教室の実施＜再掲＞ 

◆ 重要業績指標（KPI） 

指  標 現状 目標（H31） 
歴史・風習等を知っている村民の割合 
（だいたい/少し知っている） 

85.1% 
（2016年）

90% 

歴史・風習等を伝えていきたいと思う村民の割合 57.7% 
（2016年）

60% 
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十津川村

１． 「ひと創生」がめざすもの

こころを合わせて村の暮らしやしごとを支え合い、村の将来を担う「ひと」を増やし
育む十津川村をめざします。 

２． なぜ「ひと創生」なのか 

○国と奈良県は地方への新しいひとのながれをつくる「ひと創生」を進めます。 

○十津川村では、むら創生・しごと創生と連動させながら、移住のきっかけづくりや移住者

と地域が交流できるしくみをつくり、十津川村の出身者の方を中心に十津川村の暮らしに

魅力を感じる全国の方を村の新たな一員として迎え入れます。 

○移住者の方を含め、村の暮らしを支える「ひと」みんなが知恵・力・こころを合わせ、地

方創生に取り組んでいく環境を整えるとともに、これからの十津川村の将来を担う「ひと」

の育成も進めます。 

３． 「ひと創生」 による主な成果指標 

指  標 現  状 目標（H31） 

転入者数 153 名 
（2014年度）

190 名 

地域や人とのつながりに豊かさやゆとりを感じら
れる村民の割合 

26.9% 
（2016年）

35% 

村の取り組みに関心のある村民の割合 
（関心があり、協力したい/協力や参加は難しい）

76.3% 
（2016年）

80% 

集落や村の行事に参加する村民の割合 74.6% 
（2016年）

80% 

◆ 次頁以降の用語の意味について 

○方針 

「ひと創生」に向けた大きな方向性です。

○主な施策 

「ひと創生」のそれぞれの方針ごとの主要な施策です。

○具体的な取り組み等 

「ひと創生」に関する主な施策に沿って実施する具体的な取り組みです。村が既に実施

している取り組みや、今後実施を検討していく取り組みも含まれます。 

○重要業績指標 

2020年（平成31年度）までに実現を目指す数値目標です。KPI（Key Performance Indicator）

とも呼ばれます。具体的な取り組み等の実施状況・進捗具合、重要業績指標の達成度合い

などをもとに事業効果の検証や見直しを行います。 

「ひと創生」 －十津川村総合戦略 基本目標２－
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十津川村

方針 2-1 移住定住の促進 

十津川村の転入者のおよそ 6割が奈良県内（吉野郡以外）から、2割が奈良県外（近

畿圏）からとなっていますが、両地域へはどちらも 20 名以上の転出超過となっています。

一方、全国移住ナビ（全国の都道府県と市町村の移住定住情報を紹介するweb サイト）

の十津川村のページはアクセスランクが1700 超の市町村のうち全国36位となり、実際

に全国（近畿圏以外）からは転入超過 5名（転出 20名、転入 25名）となるなど、十津

川村が現在、全国から関心を集めていることも伺えます。 

そこで、村の魅力の発信を強化するとともに、むら創生・しごと創生の取り組みと連

動して、村外転出者を減らしながら、十津川村の出身者の方を中心に十津川村の暮らし

に魅力を感じる方や村づくりの想いに共感していただける方を全国から呼び込みます。

また、村へ移住された方が地域に溶けこみ、地域の新たな一員として活躍できるよう、

移住者を迎え入れる地域と移住者が寄り添いあえる体制づくりも進めます。 

【むら創生・しごと創生の取り組みと移住定住の促進の連動（例）】 

・「最期まで暮らし続ける環境を整え、介護・福祉の雇用を創出し、移住者を呼び込む」

・「集落行事に観光客を呼び、集落のファンを増やし、地域の活性化と移住につなげる」
【統計参照ページ：地域別転入・転出について p5】 
【全国移住ナビ（https://www.iju-navi.soumu.go.jp/ijunavi/）】 

方針 2-1-1 村に移り住むきっかけづくり 

◆ 主な施策と具体的な取り組み等 

施  策 具体的な取り組み等 

① 村出身者への移住の呼びかけ ・村外に住む出身者（郷友会など）への呼びかけ 

② 十津川村の暮らし等の魅力の発信

・村のホームページのリニューアル 
・移住体験談、村の教育情報などの発信 
・暮らしと集落ルールをまとめた読本づくり 
・移住希望者や村民との交流会の実施 

③ 移住者等のしごとの支援 （基本目標 3へ） 

④ 移住者等の住まいの支援 （基本目標 1へ） 

⑤ 若者の定住の支援 ・村内で就職や定住する若者の奨学金の返還免除 

◆ 重要業績指標（KPI） 

指  標 現状 目標（H31） 
十津川村への移住に関する年間相談件数 
（空き家情報バンクの利用に関する相談等含む） 

30件 
(2015 年度)

60 件 

全国移住ナビ内「十津川村ローカルホームページ」
のアクセスランク 

36位 
（2016年 3 月）

15 位 

方針 2-1-2 移住者と移住者を迎え入れる地域が寄り添いあえる体制づくり 

◆ 主な施策と具体的な取り組み等 

施  策 具体的な取り組み等 

①
移住希望者と集落の 

マッチングのしくみづくり 

・移住体験施設の整備と体制づくり（武蔵、谷瀬）
・各区の受け入れのための体制やしくみの構築 

② 移住者の受け入れ体制づくり
・地域の移住者を受け入れる窓口の支援 
・移住者や村民の交流会の実施 

◆ 重要業績指標（KPI） 

指  標 現状 目標（H31） 

村外在住者の空き家情報バンク成約件数 6 件 
（2015年度）

15 件 

移住者の交流会等開催数（累計） 1 回 
（2015年）

15 回 

移住者交流会等の参加者数（累計） 6 名 
（2015年度）

200 名 
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十津川村

方針 2-2 やりがい生きがいをもつことのできる環境づくり 

村民アンケートによると、村での暮らしにやりがい生きがいを感じる要因として畑し
ごと、子どもの見守り、自然、地域・人との絆など村の暮らしならではの回答が寄せら
れましたが、村での暮らしにやりがい生きがいを感じている方は 49.4%となりました。 
十津川村には野菜づくり、郷土料理、杣師、大工など十津川村には村の暮らしで培っ
た様々な「知恵」や「技」を持っている方がたくさんいます。そのような方々に活躍し
ていただきながら、さらに多くの方々に十津川村の暮らしならではのやりがい生きがい、
あるいはそれらにつながる新しい楽しみを見つけられるような環境を整えていきます。
また、村民アンケートでは「村や集落を活性化する取り組みに関心がある」という回
答がおよそ 76%にのぼりました。地方創生に関連する取り組みに関心のある方のマッチ
ングや村民のみなさんの取り組み・活躍の支援の充実も進めます。 

【統計参照ページ：村民アンケート p75、p84～p86】 

◆ 主な施策と具体的な取り組み等 

施  策 具体的な取り組み等 

①
村民が特技や職能等を活かし
て活躍できるしくみづくり 

・地域行事や地域を活性化する取り組みの支援＜再掲＞
・手伝いたい/手伝ってほしい人等のマッチング 
・料理教室、野菜づくり教室等の実施＜再掲＞ 

◆ 重要業績指標（KPI） 

指  標 現状 目標（H31） 

やりがい生きがいを感じる村民の割合 
（感じる、やや感じる） 

49.4% 
（2016年）

60% 

村での暮らしに愛着や誇りを感じる村民の割合 65.3% 
（2016年）

80% 

村の取り組みに関心がある村民の割合＜再掲＞ 
（関心があり、協力や参加したい/関心はあるが参加は難しい）

76.3% 
（2016年）

80% 
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方針 2-3 村の将来を担う子どもへの十津川ならではの教育の提供 

村民アンケートでは村での子育てに魅力を感じている方の割合が 24%となりました。
また、20歳未満の方の転出超過は 8名（転入 40 名、転出 48名）と 60歳以上の方、20
歳代の方に次いで転出超過数が多い状況です。その大きな要因のひとつは「教育」にあ
ると考えられます。 
そこで、確かな学力を身につけつつ、村の暮らしやしごとにも親しみ、心身共に健康
に育つ十津川村ならではの教育の提供を目指します。十津川村には森林・川などの自然
環境や世界遺産、歴史、村の暮らしの知恵や技、十津川村ならではの産業（林業、観光
業）などたくさんの教育資源があります。。また、サマースクールなど村外の教育機関と
も連携をとりながら、村の子どもたちが学ぶ環境の充実も進めていきます。 

【統計参照ページ：村民アンケート p84、転出超過の傾向 p4】 

◆ 主な施策と具体的な取り組み等 

施  策 具体的な取り組み等 

①
個性を伸ばし、確かな学力も
養う教育の提供 

・就学前教育の充実 
・早期英語教育の実施（小学校 4年生～） 
・学び合える環境をつくる小学校の統合 

②
村の代表的なしごとに親しむ
教育の提供 

・村内のしごとの魅力を伝える職業体験の実施 
・学生による特産品づくり体験 

③
村の「至宝」に関する学習 
環境の充実 

・歴史教育や森林環境に関する教育の提供 
・技術者育成講習や実習の支援 

④
健康な身体と強い精神力を 
養うスポーツの推進 

・小中学生向け高校部活体験（剣道、ボートなど）

◆ 重要業績指標（KPI） 

指  標 現状 目標（H31） 

村内で就職する十津川高校生徒数 5 名 
（2015年度）

7 名 

十津川高校の受験者数 38名 
（2015年度）

45 名 

子育てに魅力を感じる村民の割合＜再掲＞ 24% 
（2016年）

35% 

方針 2-4 行政、村民、関係団体等が一体となる環境づくり 

 村の地方創生は、行政・村民・産官学金労言の関係団体等が、これまで以上に、知恵・

力・こころを合わせて取り組んでいく必要があります。行政・村民・関係団体が丁寧に

意見交換を進め、想いや目標を共有しながら地方創生に取り組むしくみをつくります。

◆ 主な施策と具体的な取り組み等 

施  策 具体的な取り組み等 

①
力をあわせて村づくりできる

しくみづくり 

・地域ごとの事業説明会や意見交換会の実施 
・村内向け情報発信力の向上 
・子育て世帯や主婦など若年層の交流会の実施 
・教育、医療など専門家団体と連携した取り組みの推進
・各プロジェクト等を横断的に結びつける委員会の実施
・村で学ぶ大学等と連携するプラットホームづくり
・移住者や村民の交流会の実施＜再掲＞ 

◆ 重要業績指標（KPI） 

指  標 現状 目標（H31） 

集落や村の行事に参加する村民の割合 
（積極的/時々参加） 

74.6% 
（2016年）

80% 

連携事業等を実施する大学数 14校 
（2015年）

16 校 

村の取り組みに関心のある村民の割合＜再掲＞ 
（関心があり、協力や参加したい/関心はあるが参加は難しい）

76.3% 
（2016年）

80% 
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十津川村

１． 「しごと創生」がめざすもの 

村の資源を活用した村内産業の継承・発展による雇用の創出と、多様な働き方に合わ
せて「しごと」を続けられる十津川村をめざします。 

２． なぜ「しごと創生」なのか 

○国と奈良県は地方で安心して働くことができる「しごと創生」を進めます。 

○十津川村では、村の生活を支えてきたさまざまな「しごと」と産業を活性化させ、新たな

雇用の創出につなげるとともに、さまざまな目的や生活のパターンに合わせて安心・充実

して働き続けやすい環境づくりを進めます。 

○林業は村の宝である森林資源を循環再生する観点からも 6次産業化を引き続き進めます。 

○観光業は魅力的な観光資源を活かして十津川村ならではのおもてなしの充実に取り組むと

ともに、温泉、食事、運動、自然体験などを一体化した「医療資源」を村の新たな魅力と

して掲げ、十津川村の「温泉療養地」化を進めます。 

○日用品・食材の購入や介護、福祉、燃料などについては後継者や人材育成も進めながら、

村内での積極的な利用・消費（経済活動等の村内循環）の促進を図ります。 

３． 「しごと創生」による主な成果指標 
指  標 現  状 目標（H31） 

村内の従業者数（事業所単位） 1,374 名 
（2012年）

1,450 名 

地域経済循環率 59.6% 
（2010年）

65% 

経済的豊かさを感じる村民の割合 8.5% 
（2016年）

16% 

◆ 次頁以降の用語の意味について 

○方針 

「しごと創生」に向けた大きな方向性です。

○主な施策 

「しごと創生」のそれぞれの方針ごとの主要な施策です。

○具体的な取り組み等 

「しごと創生」に関する主な施策に沿って実施する具体的な取り組みです。村が既に実

施している取り組みや、今後実施を検討していく取り組みも含まれます。 

○重要業績指標 

2020年（平成31年度）までに実現を目指す数値目標です。KPl（Key Performance lndicator） 

とも呼ばれます。具体的な取り組み等の実施状況・進捗具合、重要業績指標の達成度合い 

などをもとに事業効果の検証や見直しを行います。 

「しごと創生」 －十津川村総合戦略 基本目標３－
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方針 3-1 森林自然を循環再生させる森林関連産業の活性化 

現在、村の素材生産量は約 1万㎥と村内の森林（人工林）の推定年間成長量の約 18
万㎥を大きく下回っています。村の総面積の 96%を占める森林は、持続的な林業を発展
させていくことが可能な一方で、手入れが行き届かず伐採→植林→保育という循環再生
サイクルが停滞している状況にあります。 
そこで、林業の就労環境の充実や 6次産業化の推進の恩恵が森林所有者や 1次産業の
従事者まで還元されるしくみづくりにより、森林関連産業の活性化を促すとともに、土
地に適した針広混交林化（針葉樹と広葉樹のバランスのとれた森づくり）により森林の
再生を進めていきます。 
また、切り出した木を製材や木工品などさまざまな産品にすることはもちろん、端材
チップもエネルギー源として利用し、これまで以上に木を「葉っぱの果てまで」使い切るこ
とを目指します。 

【統計参照ページ：森林資源の活用について p5】 

方針 3-1-1 森林の循環を促す林業（1 次産業）の活性化 

◆ 主な施策と具体的な取り組み 

施  策 具体的な取り組み 

① 村に適した林業環境の整備 
・森林計画の策定 
・安全で効率的な機械の導入 
・壊れにくく、機械の入る林道と作業道の整備 

② 森林自然の循環サイクルの構築
・伐採→植林→保育の林業サイクルの活発化 
・コンテナ苗木の生産 
・土地に適した間伐、針葉樹・広葉樹の植林 

③
森林所有者や 1 次産業従業者

への利益還元のしくみづくり

・木材搬出の低コスト化 
（大型トラック搬出のための道路整備等） 
・村に適したストックヤードの整備 

◆ 重要業績指標（KPI） 

指  標 現状 目標（H31） 

適切に管理された森林から生産される素材生産量 10,711㎥ 
（2014年） 50,000㎥

従業者数（林業） ※1次産業 88名 
（2015年度） 110 名 

林道危険箇所＜再掲＞ ５か所 
（2014年度）

0 か所 

方針 3-1-2 森林資源を活用した 2次・3 次産業の活性化 

◆ 主な施策と具体的な取り組み 

施  策 具体的な取り組み 

① 木を産品化する 6次産業化の推進

・村内外のニーズと結びつけた産品の多様化 
・製材や木工品等の生産拡大 
・製品のＰＲ強化（木工製品展示場の整備等） 
・6 次産業化を推進するコーディネーターの設置 

② 村内外での十津川材利用の推進
・村内公共施設等における十津川材の利用の促進 
・十津川「郷土の家」の推進 
・十津川材を利用した住宅の新築・改修補助 

③
端材を活用した自然再生エネ

ルギーのしくみづくり 

・チップ材等の端材を活用するしくみの構築 
・木質バイオマス発電設備の推進（高森） 

◆ 重要業績指標（KPI） 

指  標 現状 目標（H31） 

従業者数（林業） ※1次産業を除く 29名 
（2015年度）

40 名 

十津川材を活用した年間建築工事件数 60件 
（2014年度）

70 件 

「郷土の家」取扱い工務店数 5 店 
（2015年度）

7 店 
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方針 3-2 十津川らしさでもてなす観光産業の活性化 

十津川村では平成 16 年の日本初「源泉かけ流し宣言」以来、「心身再生の郷」として
温泉や世界遺産など村の資源を活用した観光の振興に取り組んできましたが、観光客の
入込客数は平成25年度759,833名、平成26年度754,459名と伸び悩んでいる状況です。
その主な原因は①全国の温泉との差別化が不十分であること、②十津川村内外へのア
クセスの負担感が大きい（道路が狭隘で、路線バスの運賃が高額）こと、③十津川村を
訪れたいと感じられる魅力の発信が十分にできていないことにあると考えられます。 
そこで、魅力的な観光資源の活用を進めて魅力を向上させるとともに、強力な効能が
実証された温泉、村産の食材を利用した食事、運動、自然体験などを組み合わせて予防
医学的な見地から健康の増進に寄与する「十津川式湯治」を本村独自の新たな魅力とし
て掲げ、十津川村の「温泉療養地」化に取り組みます。また、様々な市町村と連携した
紀伊半島内を周遊・滞在するしかけづくりや村内外のアクセスの充実も進めます。 
さらに、観光を村民と観光客の方が直接交流して村の暮らしを知っていただく機会と
捉えて、集落行事への観光客の受け入れなど十津川村ならではのおもてなしサービスの
提供も進めます。 

【統計参照ページ：平成 26 年度村政報告書】 

方針 3-2-1 観光資源、食、運動、自然体験等により心身再生できる観光地づくり 

◆ 主な施策と具体的な取り組み 

施  策 具体的な取り組み 

①
観光・医療資源を組み合わせ

た心身再生の郷づくり 

・温泉、食、運動、自然体験などを組み合わせた心
身再生ツーリズムの実施 
・医療資源を活用した温泉療養の特区の取得 

② 自然体験の場づくり 
・森林見学の実施 
・蛍観賞、天体観測、川遊び等のできる場づくり 

③ 十津川の食材のブランド確立
・特産品の生産や開発等の支援 
・民宿や店等での提供促進 
・森の肉の加工処理のしくみの整備 

④ 周遊プランづくり 

・他市町村と連携した広域的な周遊プランの実施 
・旅館、民宿等と連携した村内を周遊できるしくみ
づくり 
・村民や観光客も利用できる交流拠点の整備 
（平谷、谷瀬）＜再掲＞ 

⑤ 村内外のアクセスの充実 

・路線バスを活用した誘客の促進 
・十津川道路（国道 168号五條新宮道路）等の整備
＜再掲＞ 
・村内を周遊できるしくみづくり＜再掲＞ 

◆ 重要業績指標（KPI） 

指  標 現状 目標（H31） 

観光客入込客数 754,459 名 
（2014年度）

800,000 名 

道の駅十津川郷の売上金額（特産品、喫茶、そば処） 7,347 万円 
（2014年度）

8,500 万円 

十津川村優良特産推奨品目数 26品目 
（2014年度）

30 品目 

温泉入浴者数（村内宿泊施設内温泉と公衆浴場の利用者数） 149,694 名 
（2014年度）

200,000 名 

公衆浴場利用者数＜再掲＞ 77,614 名 
（2014年度）

104,000 名 

温泉プール利用者数 8,466 名 
（2014年度）

12,000 名 

国道 168 号（五條新宮道路）における十津川村内
区間の全面通行止め時間（年間）＜再掲＞  481 時間※1 0 時間 
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方針 3-2-2 十津川村ならではのおもてなしサービスの提供

◆ 主な施策と具体的な取り組み 

施  策 具体的な取り組み 

① 村の魅力の発信 
・村のホームページのリニューアル＜再掲＞ 

・村民を含む村のファンが動画投稿や情報交流でき
るweb サイトの設置 

② 村ぐらしでのおもてなし 
・集落の祭りや行事での観光客の受け入れ（武蔵）
・ゆっくり体験（谷瀬） 

◆ 重要業績指標（KPI） 

指  標 現状 目標（H31） 

年間観光客宿泊者数 44,808 名 
（2014年度）

56,000 名 

村ホームページ（観光情報）アクセス数（月間） 12,180 件 
（2014年度）

13,000 件 

方針 3-3 村の「糧」づくり 

現在、村の 20歳未満と 20 歳代の方の転出超過が著しく、その主な背景のひとつは「し

ごと」にあると考えられます。また、RESAS によると村内の事業所数も 2009 年には 300

か所ありましたが、2012 年には 269 か所まで減少し、村の「しごと」は業種や働き方

が限られているのが現状です。さらに、村の暮らしをこれまで支え続けている林業や旅

館業、商店などでは後継者不足が大きな課題となっています。 

 そこで、経済活動の地域内循環の拡大や起業支援による新たな雇用の創出、後継者の

育成によるこれまで村の暮らしを支えてきた伝統的な生業の継承を進めるとともに、多

様な生活スタイルに合わせて働き続けやすい就労環境を充実していきます。 

また、十津川村には、季節限定の求人のほか、困りごとの手助けなどやりがい生きが

いにつながる十津川村ならではの「しごと」がありますので、村のあらゆる「しごと」

に就きやすい環境づくりも進めます。 

【統計参照ページ：転出超過の傾向について p4、RESAS（https://resas.go.jp/）】 

方針 3-3-1 新しい「しごと」の創出

◆ 主な施策と具体的な取り組み 

施  策 具体的な取り組み 

① 暮らしを支える雇用の拡大 

・村民の困りごとを解決する「しごと」づくり 

・介護・看護サービスの拠点整備等による介護・福

祉分野の雇用の創出 

・村内のしごとの魅力を伝える職業体験の実施＜再掲＞

・技術者育成講習や実習の支援＜再掲＞ 

②
十津川村の資源を活用する起
業の支援と人材育成 

・起業の補助、専門家派遣等の支援 
・旧校舎や空き家を活用した拠点づくりの支援 

◆ 重要業績指標（KPI） 

指  標 現状 目標（H31） 

起業支援数（累計） 0 件 
（2015年度）

8 件 

従業者数（医療・福祉） 156 名 
（2012年）

180 名 
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方針 3-3-2 これまでの「しごと」の継承

◆ 主な施策と具体的な取り組み 

施  策 具体的な取り組み 

① 後継者育成の支援 
・後継者を探す商店や旅館等の求人情報の一元化 

・職場訪問ツアー等の実施 

② 十津川の生業の技の継承 
・村内のしごとの魅力を伝える職業体験の実施＜再掲＞

・技術者育成講習や実習の支援＜再掲＞ 

◆ 重要業績指標（KPI） 

指  標 現状 目標（H31） 

村内事業所数 269 か所 
（2012年）

270 か所 

方針 3-3-3 村のあらゆる「しごと」ができる環境づくり 

◆ 主な施策と具体的な取り組み 

施  策 具体的な取り組み 

①
村のあらゆるしごと情報の見

える化 

・短期求人情報（アルバイト、榊づくり等）の紹介

・村民の困りごとを解決する「しごと」づくり 

・村のしごとの説明会の開催＜再掲＞ 

◆ 重要業績指標（KPI） 

指  標 現状 目標（H31） 

全国移住ナビアクセスランキング＜再掲＞ 36位 
（2016年 3 月）

15 位 

村内の従業者数（事業所単位） 1,374 名 
（2012年）

1,450 名 

方針 3-3-4 「しごと」を続けやすい環境づくり

◆ 主な施策と具体的な取り組み 

施  策 具体的な取り組み 

① 働きやすい職場づくり 
（基本目標１ 方針 1・方針 2へ） 

・村内で働く人同士が交流できる機会の創出 

◆ 重要業績指標（KPI） 

指  標 現状 目標（H31） 

子育てしやすいと感じる村民の割合＜再掲＞ 24% 
（2016年）

35% 

やりがい生きがいを感じる村民の割合＜再掲＞ 49.4% 
（2016年）

60% 
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１．地方創生を推進していく十津川村の心構え

十津川村では次の 5つの姿勢を貫き、村の「豊かな暮らし」・「幸せな暮らし」を追求します。 

（１） 村の知恵・力・こころを合わせること 

十津川村の「豊かな暮らし」、「幸せな暮らし」の追求は、暮らしの主人公である村民や関係

団体の方々みなさんの理解と協力なくして、進めることができません。行政と村中の方の想い

を重ねあうことが出発点になりますので、まず、取り組みなどに関する村内での情報共有や意

見交換できる環境の充実を進めます。 

特に村民の方とは、主要事業の説明会や 7 区懇話会、7 区担当者・支援員の配置など、これ

までも連携を密にしてきたところです。今後は、開催日時・場所等を工夫しながら、気軽に参

加しやすく、村内で新しいつながりができるきっかけにもなるような子育て世帯の集いや移住

者向けの交流会なども開催していきます。 

また、十津川村には地域の活性化、産業の振興など地方創生に関することに既に取り組んで

おられる方、関心のある方がたくさんおられますので、村民のみなさんの取り組み・活躍の支

援の充実も進めます。 

（２） ＣＡＰＤ（Check→Action→Plan→Do）サイクルを実践すること 

十津川村の総合戦略には、全国に先行事例がないような新たな挑戦がたくさん含まれていま

すので、社会情勢などに応じて、取り組みの進捗状況や効果を検証するなど見直しを行い、取

り組みを随時改善・発展させていきます。 

進捗状況や効果の検証は、Check（従来の取り組みの再整理・効果検証）→Action（見直し）

→Plan（総合戦略の策定）→Do（事業の執行）→Check（目標の達成具合の検証等）…という「CAPD

サイクル」で進め、総合戦略を更新する場合には村のみなさんへ適宜報告します。 

（３） 国、県、他市町村、専門家団体との連携を一層強化してくこと 

十津川村ならではの「豊かな暮らし」、「幸せな暮らし」は、国・奈良県からの支援や他市町

村・大学など専門家団体との連携・協力があってこそ実現できる取り組みもたくさんあります。 

そのため、わたしたちは国や奈良県、他市町村、大学、その他専門家団体に対する積極的な働

きかけを行い、支援や連携関係を一層強固なものとして取り組みを進めていきます。 

◆ 主な連携先（市町村） 

県南部東部地域、吉野郡 8村、五條市、吉野町、和歌山県田辺市、大阪府泉南市など 

◆ 主な連携先（大学） 

奈良県立大学、奈良女子大学、奈良県立医科大学、奈良教育大学、大阪工業大学、 

大阪市立大学、日本大学など 

地方創生を推進していく十津川村の心構え 
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（４） 政策５原則を守ること 

国の総合戦略で掲げられている次の 5つの政策原則に基づいて、村の地方創生を推進します。 

① 自立性---地域や団体の活動の自立・持続を支援すること 

② 将来性---村や集落の将来にわたる豊かさや活力の創出につながる取り組みを行うこと

③ 地域性---それぞれの集落の想いに沿うこと 

④ 直接性---限られた財源の中で、直接効果のある取り組みを集中的に行うこと 

⑤ 結果重視---進捗状況や効果検証を行い、具体的な成果を出すこと 

（５） 重要業績指標（ＫＰＩ）を設定すること、客観的なデータを活用すること 

十津川村が実現をめざす「豊かな暮らし」、「幸せな暮らし」の数値化は困難ですが、事業の

効果の検証や今後の取り組みを検討していくための手がかりが必要です。そこで、この総合戦

略では、そのモノサシとして「重要業績指標（KPl）」を設定しています。この総合戦略の KPl

は事業として手掛けた件数など取り組みの直接的な効果（アウトプット）だけでなく、取り組

みの効果が影響して生じる成果（アウトカム）として村内調査によるみなさんの暮らしや心情

などを計る指標を重視しています。 

また、国・奈良県・村や研究機関などの統計調査や分析結果を活用して客観的な状況の把握

を継続するとともに、新たに運用が開始された RESAS（地域経済分析システム）なども積極的

に活用し、地域の課題の的確な把握やさらに効果的な施策の立案に努めます。 


