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十津川村総合戦略の策定経緯

2014 年（平成 26 年）12 月、「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、国の「まち・ひと・

しごと創生長期（人口）ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が策定されまし

た。これをうけ、十津川村では、2015 年（平成 27 年）4 月、役場内の課長級以上から構成さ

れる「十津川村地方創生本部」を庁内に設置し、村の暮らしの「芯」をつくるべくこれまで庁

内横断的に議論や検討を重ねてきた「活力と魅力あふれる村づくり推進委員会」と連携して庁

内での連携やビジョンの共有を図りながら、総合戦略の策定に向けた検討等をすすめました。

2015 年（平成 27 年）8月には、村民や村内の「産官学金労（言）」の有識者によって組織さ

れる「十津川村総合戦略審議会」を設置し、総合戦略に関する審議等を行ってきました。 

 2015 年（平成 27年）9月から 2016年（平成 28年）2月にかけては、十津川高校生アンケ

ート調査、移住者意見交換会、村民生活実態調査、村民アンケート調査、十津川村総合戦略概

要（案）に関する意見募集を順次行いました。 

【体制図】 

地方創生推進本部（課長会） 

村  民 ・ 村内団体 活力と魅力あふれる 

村づくり推進委員会 

（有識者や専門家も交えなが

ら、庁内横断的に取り組む村

の暮らしの「芯」をつくるプロジ

ェクトを総括する会議） 

意見・提案 募集・検討

審議要請 意見・提案 

十津川村総合戦略審議会 

連携
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【経緯】 

内     容 

1960 年（昭和 35年） ○十津川村の人口減少が始まる

2008 年（平成 20年） ○日本全国の人口減少が始まる 

2014 年（平成 26年） 5 月 
○「日本創生会議」から「消滅可能性都市」896 市町村（十

津川村含む）が発表される

2014 年（平成 26年） 9 月 ○「まち・ひと・しごと創生本部」が内閣に設置される 

2014 年（平成 26年）11月 ○「まち・ひと・しごと創生法（※1）」が施行される 

2014 年（平成 26年）12月 
○『まち・ひと・しごと創生総合戦略』と『まち・ひと・

しごと創生長期（人口）ビジョン』が策定される。 

2015 年（平成 27年） 4 月 ○十津川村地方創生推進本部を設置する

2015 年（平成 27年） 5 月 ○十津川村地方創生推進本部会議（第 1回）を開催する 

2015 年（平成 27年） 6 月 
○『まち・ひと・しごと基本方針 2015』が策定される 

○十津川村地方創生推進本部会議（第2回）を開催する 

2015 年（平成 27年） 7 月 ○十津川村地方創生推進本部会議（第 3回）を開催する 

2015 年（平成 27年） 8 月 ○十津川村総合戦略審議会を設立する

○十津川村総合戦略審議会（第 1回）を開催する 

2015 年（平成 27年） 9 月 ○十津川高校生アンケート調査を実施する 

○十津川村地方創生推進本部会議（第 4・5 回）を開催する

2015 年（平成 27年）10月 ○十津川村総合戦略審議会（第 2回）を開催する 

2015 年（平成 27年）11月 ○十津川村地方創生推進本部会議（第 6回）を開催する 

○移住者意見交換会を実施する 

○村民生活実態調査を実施する 

2015 年（平成 27年）12月 ○『奈良県地方創生総合戦略』と『奈良県人口ビジョン』

が策定される 

○十津川村地方創生推進本部会議（第7回）を開催する 

○十津川村総合戦略審議会（第 3回）を開催する 

2016 年（平成 28年） 1 月 ○村民アンケート調査を実施する（1月 25日～2月 8日）

○十津川村総合戦略概要（案）に関する意見募集を実施する

○十津川村地方創生推進本部会議（第8回）を開催する 

2016 年（平成 28年） 2 月 ○十津川村地方創生推進本部会議（第 9・10 回）を開催する

○十津川村総合戦略審議会（第 4回）を開催する 

2016 年（平成 28年） 3 月 ○十津川村総合戦略を策定する

 ※１  まち・ひと・しごと創生法の概要 

（第 1 条）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、まち・ひと・しごと創生（※）に関する施策を総合的

かつ計画的に実施する。 

○まち…国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営める地域社会の形成

○ひと…地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保 

○しごと…地域における魅力ある多様な就業の機会の創出
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１． 十津川村総合戦略審議会 

（１）委員名簿（計 12 名） 

氏   名 所 属 ・ 役 職 等 

蓑原 敬（◎委員長） 都市プランナー・十津川村づくりアドバイザー 

松村 哲 十津川村区長会 会長 

田中 雅美 十津川村婦人会 会長 

入鹿 孝 十津川村老人クラブ連合会 会長 

平瀬 元貴 十津川村青年団 団長 

玉置 公三 十津川村森林組合 組合長 

栗栖 規 十津川村商工会 会長 

田花 敏郎 十津川村観光協会 会長 

西田 敏夫 十津川高等学校 校長 

北村 悟志 南都銀行十津川支店 支店長 ※第 1回まで 

三毛 邦彦 南都銀行十津川支店 支店長 ※第 2回以降 

前砂 見 十津川村社会福祉協議会 事務局長 

（２）会議概要 

年 月 日 議  事  概  要 

【第１回】 

2015 年（平成 27年） 

8 月 21 日 

○総合戦略の策定体制 

○策定までのスケジュール 

○十津川村の現状（人口） 

○総合戦略骨子（原案） 

【第２回】 

2015 年（平成 27年） 

10月 14 日 

○十津川村のこれからの取り組み方針 

○総合戦略骨子（案） 

【第３回】 

2015 年（平成 27年） 

12月 18 日 

○高校生アンケート調査、移住者意見交換会、生活実態調査の 

結果報告 

○総合戦略の基本的方向性（案） 

【第４回】 

2016 年（平成 28年） 

2 月 24 日 

○村民アンケート調査、十津川村総合戦略概要（案）に関する意

見募集の結果報告 

○総合戦略の概要（基本目標及び方針、取り組み等） 
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（３）議事録 

■十津川村総合戦略審議会 第１回 議事録 

日 時：2015 年 8 月 21 日（金） 10:00～12：00 

場 所：十津川村役場第３会議室 

出席者：蓑原委員長、松村委員、田中委員、入鹿委員、平瀬委員、玉置委員、栗栖委員 

田花委員、北村委員、前砂委員、審議会事務局（地域創生推進課、市浦Ｈ＆Ｐ） 

（オブザーバー 村長、副村長、奈良県南部東部振興課・住宅課、環境設計研究） 

【議事概要】 

１．開会 

２．委嘱状の交付、委員の紹介 

３．村長あいさつ 

・この村は、先人が残してきてくれ、助け合い・支えあいの精神を持った村である。この精

神を根底とした総合戦略を立てることは、村が生き残る基本になる。先人・自然に感謝し、

我々の営みが地球環境に影響を与えるということを落とし込んだ戦略にしたい。 

４．委員長あいさつ 

・復興公営住宅や谷瀬・高森での村の芯づくりなどが進み、日本で最も先進的な村になりつ

つある。総合戦略の策定は、これまでの取り組みの次のステップ。村が先進地としてどの

ようなイメージを立てていくかというチャンスでもある。重要なのはこれまでの国や県が

何かをしてくれる、公がすべてやるという時代が終わり、みんなが主体的に力を合わせて、

どのように村をつくっていくかということである。 

５．議事  

（１）総合戦略の策定体制、今後のスケジュールについて  

委員より、質問・異議等は特になし。 

（２）むら・ひと・しごと・こころ創生のための基本目標、方針について  

（主な意見） 

・子育ての主な課題は医療、保育、教育。まちと子育ての仕方が大きく違う。雇用面では、

若い人の働く場が少なく、職種も少ないことが課題。ライフライン（水、電気、道）の

不安定さ、買い物の不便さなどに対しては不安を感じる。 

・移住促進には移住者支援や溶け込みやすい仕組み作りなどのフォローが必要。 

・国道沿いの便利な場所に住宅を建てる方がよい。 

・3～4 万円ぐらいの安価な家賃で住宅を建設できないか。ローンの仕組みなどから考えて

いる。造成・設備費用がかからない空き家の活用、若年層が独立しやすい環境も必要。 

・子どもを生みやすい環境が必要。子どもは最低 3 人生まないと人口が増えないので、3

人目の子どもに手厚い支援等をしては。 
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・若者は、交流や仕事、出会いが少なく、金銭面で結婚に踏み切れないという意見もある。

結婚しても住むところがないことも課題。 

・村内で働く若い人に村外居住者がいるのも問題。道路事情や災害の影響で、観光業や商

店が不安定で、雇用創出が難しい。また後継者不足も深刻。 

・観光面では、小さな子どもが喜ぶ場所も必要なのでは。 

・介護職で村外から若い方に働きに来てもらったが、中々続かなかった。リフレッシュで

きる場や遊び場がなく、村に馴染みづらいというのが理由のようだ。 

・空き家について、わたしの居住している地域では手入れのため頻繁に帰ってくるような

例はない。住宅自体も風呂・トイレの改修が進んでおらず。持ち主も貸すことを嫌がる

場合もある。 

・老人クラブでは、昨年、健康相談や空き家管理、お墓掃除などを行うＮＰＯ団体を立ち

上げ、元気な高齢者が医者や買い物に連れて行くような活動を考えている。 

・新しい雇用の創出が第一の課題。巨大な森林資源をあらゆる手を使って、仕事をつくり

だせるのでは。国の方針では、「まち・ひと・しごと」と掲げられているが、「しごと」

の前に「暮らし」が重要なのではないか。「暮らし」には福祉の課題の解決が必要で、必

然的に雇用を生む。雇用を作っても、移住者が定住しないのであれば、定住してもらう

ために村をどのように変えていくかを考えることも必要。 

・まちのカラオケボックスのように高齢者や若者が集まれる場が必要。特に、若い人がい

けるお洒落な場所があればよい。また夏でも川遊びができるところがあれば。 

６．閉会 

・総合戦略策定に向けて、村を守り続けてきた歴史や資源を見直し、見方を変えてみるこ

とが必要。都会でも、田舎に行ってみたいという気風になっており、我々は資源をどう

活かすかが大切。木や山に感謝して、この感謝の気持ちを乗せて商品を売っていくこと

ができればよいと考えている。（村長） 

以上 
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■十津川村総合戦略審議会 第２回 議事録 

日 時：2015 年 10 月 14 日（水） 13：30～15：30 

場 所：十津川村役場第３会議室 

出席者：蓑原委員長、松村委員、田中委員、入鹿委員、栗栖委員、田花委員、西田委員 

三毛委員、前砂委員、審議会事務局（地域創生推進課、市浦Ｈ＆Ｐ） 

（オブザーバー 村長、奈良県南部東部振興課・住宅課、環境設計研究所） 

【議事要旨】 

１．開会 

２．委員の紹介、委嘱状の交付（変更のあった委員のみ）

３．議事 

（主な意見） 

・村の動きや状況が村民に伝わっていない。村内・外へいかに情報発信するかは、戦略と

して重要。 

・林業従事者が高齢化し、後継できていない。若い従業者を増やすためには作業道整備や

大型機械化など労働環境の改善が必要。世界的に地球環境が重要視され、森林再生が重

要。木の安定的な伐採から始まり、最終的にエネルギーに変換し、森林資源・自然環境

を守ることが必要では。 

・十津川の木を生かした使い方ができていないのでは。十津川の山は、昭和 20年代に木が

頂上まで植えられてしまい、山づくりの時点から間違っていたと思う。 

・まずは、人材の掘り起こしが必要では。若い人がおもしろがって参加する仕掛けが必要。

一方、若い人の中にも動いている人はいるので、新しい団体・グループを立ち上げたり、

若いリーダーが出ることを祈る。行政に助けを求めてきたら支援してほしい。 

・村内で活動する人をつなぐネットワークをつくれないか。 

・村内を周遊できる観光コースを、周遊後に温泉に寄ってもらうような「足止め」策が必

要。アイテムとしては、レンタカーやレンタルバイクなどが考えられるのでは。まずは、

テスト的にやっては。 

・観光は、見る観光だけでなく、何かをプラスアルファして商品化することが必要。 

・温泉は、「健康」を打ち出したＰＲの仕方もあるのでは。地域の人も観光の一役を担って

くれればよいと思う。 

・地産池消は進めたい。そういうことであればジビエ加工処理施設はできる・できないで

はなく、やっていく方向で考える必要があるかもしれない。猟友会も人が減っているの

で、もう少し高値で売るようにできればよいと思う。安定的に供給するには、労力・手

間・リスクが課題。野菜なら契約して安定供給することは可能だと思う。 

・野菜の生産者と注文者をつなぐ仕組みや、生産者と観光客をつなぐ仕組みを創らなけれ

ばならない。 
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・十津川ブランドで杉・檜を売り出せるのでは。温泉にしても、今の時代に合わせてイン

ターネットで販売することも考えられる。地方創生は、どれからするのか、実際にでき

るのかというのが疑問。 

・高校・工芸コースの製作品を販売できないかと思っている。県立学校の電気代、工具・

道具などを使わず、すべて独自であれば商業ベースに乗せられる。山崎の工場との連携

など考えてみる。 

・十津川は木を売るだけでなく、環境・空間もＰＲしながら、木への思いを商品にのせた

い。なんとか高校生の製作したものを売れるような仕組みを検討したい。究極的には、

地球環境を守る村として、山・木に対する感謝を持って葉っぱの果てまで使いたい。工

場を拠点にして、家具づくりしてみたい、買ってみたいと思ってもらえる雰囲気づくり

をしたい。 

・鍛冶屋が廃業したが、林業に切るものは必要なので、新宮の鍛冶屋の方に頼んで、何と

か村に来てもらうか、育成するなどしたい。 

・十津川の伝統的生業としては、炭窯があった。木地屋は大塔町にいる。樽作りや機織の

方はいなくなった。 

・十津川で土産を買うにもほとんどが和歌山産。十津川の特産品をつくる努力が必要では。 

・大学生などで、医療看護以外の職種についても、村に戻って開業するなら一部免除や開

業資金の支援等検討してはどうか。 

・今回の資料は、取り組みがいくつもあげられており、わかりにくい。総合戦略について

は、本会議の意見を踏まえた上で、整理しなおしてほしい。 

４．閉会 

以上 
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■十津川村総合戦略審議会 第３回 議事録 

日 時：2015 年 12 月 18 日（金） 13：30～15：40 

場 所：十津川村役場第３会議室 

出席者：蓑原委員長、松村委員、田中委員、平瀬委員、玉置委員、栗栖委員、田花委員 

西田委員、三毛委員、審議会事務局（地域創生推進課、市浦Ｈ＆Ｐ） 

（オブザーバー 副村長、奈良県南部東部振興課、奈良県住宅課、環境設計研究所） 

【議事要旨】 

１．開会 

２．議事 

（主な意見） 

・十津川高校では村内より村外出身の生徒の方が多い。今募集人員は 70名だが現在 3年生

37名、2年生 27 名、1年生 28名となっており、募集人員の確保が 1番の課題。今年度

はボート部での全国募集を開始した（募集人数3名、応募者 0名）。来年度は工芸コース

も全国募集予定（募集人数 3名）。十津川高校全体として全国募集してほしいという要望

も伝えてはいる。 

・林業では、現場、事務、加工など様々な分野で新卒募集できると思う。長期休暇の間に

林業体験や加工施設での体験などもしてもらえたら。 

・旅館・民宿では、終業時間が夜 9～10 時頃になるが、送り届けるという条件で寮生の高

校生にアルバイトしてもらうようなことはできればよい。 

・商店等では、人を雇うまでの店などがないと思う。 

・奨学金で進学し、卒業後に地元に戻ってくると返済を免除するのはどうか。受験段階で

広報できればなおよい。 

・まず村民が移住者を受け入れようという姿勢になるべき。移住先でやっていけるかとい

う不安を、お試し移住という形で解消している例をテレビで見た。 

・介護職について、人が集まっていないが、子どもたちにとって介護職は就きたくない職

ではないと思う。県内の介護職は 50%の人が就職後 1 年以内に辞めているらしいが、就

職 3 年以内の離職率の高さは介護職だけの問題ではない。労働環境の見直しが必要。職

員用住宅もあればよいのでは。 

・やはり独立できる住宅というのが大事だと思う。 

・山も含めた資産運用を提案したい。住宅や山を含めて十津川式のリバースモーゲージが

できればよいと思う。森林の境界明確化や空き家の減少にもつながる。 
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・新しい人材を発掘しなければならないと思う。人の役に立ちたいという高齢者の方も多

いと思うが、一方で団体に属することが苦手な人も多い。団体に属さないが何かしたい

と思っている人材を集めることがまず課題。常時人材を持っておき、何かあればボラン

ティアで派遣するようなこまめな動きができればよいと思う。 

・高校卒業後すぐに働くというのも現実的に難しい部分もあるが、宿泊施設等は若い世代

を育てる時期にきている。観光協会も動ける人材が課題。 

・温泉の効能を村民に知ってもらい、温泉を使った健康の取り組みが必要では。 

・外国人観光客も増えているので、看板やバス停等の英語表記をすすめてほしい。 

・川・水遊びは客を呼び込むので、川に入れる道を整備してほしい 

・若者が集まる場所がほしいと考えており、青年団では空き家を改修した拠点をつくるこ

とができないか考えている。 

・村民の意見をふまえた取り組みとして、風景に関する取り組みを入れてほしい。 

３．閉会 

以上 
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■十津川村総合戦略審議会 第４回 議事録 

日 時：2016 年 2 月 24 日（水） 9：30～11：40 

場 所：十津川村役場第３会議室 

出席者：蓑原委員長、松村委員、田中委員、玉置委員、田花委員、西田委員 

三毛委員、前砂委員、審議会事務局（地域創生推進課、市浦Ｈ＆Ｐ） 

（オブザーバー 村長、副村長、市奈良県南部東部振興課、環境設計研究所） 

【議事要旨】 

１．開会 

２．議事 

（主な意見） 

事務局より、資料をもとに説明を行った。 

・村に住み続けるには、移動手段、買い物、医療、教育に対する不安が大きいと思う。 

・子育て環境としては、自然に満ち溢れ、素直に育っている子が多く、魅力的だが、学校

の生徒数が少なく、社会に揉まれ弱くなるのではという不安もある。学校の生徒数を増

やす取り組みをして、若い世代を村に呼びこめないだろうか。 

・教育について、小中学校で村の歴史を勉強させるということを追加してほしい。人をつ

くっていく教育では、十津川の歴史を知ってもらうということが大切。 

・移住者を呼び込むためにも、村民の暮らしの魅力を発信していくことが必要では。 

・十津川には、手作りのゆべしや味噌、長く続いてきた祭りなど、魅力的なものがいっぱ

いある。このような魅力を村外に向けて発信し、魅力に感じてくれる人がいれば、村民

にとってもやりがいになるのでは。 

・温泉プールはもっと活用できたらよい。温泉で健康増進できるという武器で、人を呼び

こむことができる。 

・民泊について、旅館業法をクリアするのは難しいが、従来の考え方や制度では対応でき

ず、別の方法を考える時代になっている。周りの人が一緒にどう管理していくか、支え

ていくかということも考えなければならないと思う。 

・林業を活性化するには、六次産業化のように付加価値をつけていかなければならない。

素材を売るだけでなく、村内で製品化までする必要があり、村外にどのような提案がで

きるかが鍵。このようなコーディネートできる人材が必要。 

・十津川村は、日本・世界の最先端にいるので、このような状況に対する答えは誰も持っ

ていない。自分たちで答えを見つけるしかないと思う。自然環境を生かして、どのよう

に住み続ける形を見出せるかが鍵になると思う。 

・若い村民の意見をもっと聞くことができればよい。 
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・村民一人ひとりが少しずつでも協力していかなければならないことも分かっているが、

村が考えている施策と村民の考えに大きな隔たりがあり、そこを埋めていかなければな

らないと思っている。村民の本音、村民が望んでいる生活を掘り起こしてほしい。的外

れでない政策を無駄なくしてほしい。 

・ボランティア活動や様々な事業が行われているが、長続きしないことがネック。まず、

村を活性化する上で急がれるものから手をつけてほしい。さらに本当に困っている人を

助けることに重点を置いてほしい。 

・地方創生は、国から地方で主体性、先駆性、独自性のある取り組みをと言われており、

地方から動きを作っていこうという役割。 

３．閉会 

・村は、過疎・少子高齢化社会の先端をいき、そこから脱却したいと考えているが、紀伊

半島大水害で助け合う生き方が十津川流の生き方だと感じている。このような生き方こ

そ、十津川の生き方、十津川の魂、十津川の歴史であり、この伝統を守り、伝えていか

なければならず、生き残った我々の使命である。 

地方創生といっても、例えば大きな会社を村が誘致することも難しい。村の 96％を占め

る山を生かし、林業の再生、６次産業化に踏み切った。国土保全、水源涵養、地球環境

まで考えているからこそ、林業、資源の循環が必要で、取り組まなければならないと考

えた。村の中で木を使い、山を育てるという考えが、今の林業振興。 

村の山のほとんどは、村民が所有しているので、村民にも地球環境を守っていくことが

我々の使命であると思ってもらわなければ、前に進んでいかない。村と村民との考えに

ある隔たりを埋めていく知恵も振り絞っていきたい。 

観光については、日本一の温泉をどのように PRするかが重要だと思っている。何度も来

てもらうためにも、例えば医者との連携、食との連携が必要。 

どの取り組みも、役場だけが考えるのではなく、実践していくのは村民だと思っている。

一人ひとりの知恵を集めて成就するようにしていきたい。（村長） 

・総合戦略は、本日いただいた意見もまとめながら、来月中にまとめる。総合戦略策定後

も振り返りが必要だと思っている。その際に、ご協力いただくこともあると思う。 

以上 
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２． 十津川村地方創生推進本部 

（１）会議概要 

氏   名 議  事  概  要 

【第１回】 

2015 年（平成 27年） 

5 月 29 日 

○総合戦略の策定体制 

○策定までのスケジュール 

○村の現状と課題、今後の事業方針（各課調査） 

【第２回】 

2015 年（平成 27年） 

6 月 30 日 

○策定にむけた調査等の進捗状況 

○先進事例 

○村の現状と課題、今後の事業方針（各課調査結果） 

【第３回】 

2015 年（平成 27年） 

7 月 30 日 

○十津川村総合戦略審議会の設置について 

○村内アンケート調査企画 

○総合戦略骨子原案 

【第４回】 

2015 年（平成 27年） 

9 月 1日 

○十津川村総合戦略審議会第１回会議の報告 

○人口減少問題の考え方について 

○総合戦略骨子原案（修正版） 

【第５回】 

2015 年（平成 27年） 

9 月 30 日 

○総合戦略骨子案 

○本年度の関連事業（各課調査） 

○今後のスケジュール 

【第６回】 

2015 年（平成 27年） 

11月 2日 

○十津川村総合戦略審議会第２回会議の報告 

○来年度以降の事業等に関する各課ヒアリングについて 

○今後の関連事業及び設定可能な指標（各課調査） 

【第７回】 

2015 年（平成 27年） 

12月 1日 

○策定にむけた検討等の進捗状況 

○今後のスケジュール 

【第８回】 

2016 年（平成 28年） 

1 月 4日 

○十津川村総合戦略審議会第３回会議の報告 

○今後のスケジュール 

【第９回】 

2016 年（平成 28年） 

2 月 1日 

○パブリックコメント及び村民アンケート調査について 

○今後のスケジュール 

【第１０回】 

2016 年（平成 28年） 

2 月 24 日 

○パブリックコメント及び村民アンケート調査結果の報告 

○人口ビジョン案について 

○総合戦略概要（基本目標及び方針、取り組み等） 
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３． これまでの村のあゆみ（2007 年～） 

十津川村では、次のような計画等に基づき村の暮らしの「芯」づくりに向けて議論やプロ

ジェクトを進めてきました。 

計  画 ・ 取り組み 概        要 

第 4次十津川村総合計画 

（平成 19年～平成 28年）

【主な目標】 「心身再生の郷」

◆ひとを活かし共に学びあう村 

◆支え合い元気で安心できる村 

◆資源を活かした産業振興の村 

◆安全で快適に暮らせる村 

◆村民主体の協働の村 

十津川村復興計画 

（平成 23年～平成 32年）

【主な目標】 「活力があり、魅力にあふれた村」 

◆十津川村を愛し、心を寄せ、助け合う 

◆誇りある十津川村の再生 

◆災害をバネに十津川村の活力を高める 

活力と魅力あふれる 

村づくり推進委員会 

（平成 24年 10月～） 

【設立趣旨】 

○村の総合計画や復興計画の推進と実効性を高める施策を庁

内横断的に検討する。

○有識者（アドバイザー、大学教授など）や奈良県の関係課も

参加し、広く連携を図る。

【現況】 

○「村の芯づくりプロジェクト」として村内の集落でモデル的

取り組みを実施。 

例１）高森のいえプロジェクト 

集落人口の減少等により、単身または夫婦で孤立している高

齢者を対象に「集まって暮らす生活ができる場」を提供し、村

内で安心して健康的に暮らし続けられるしくみをつくる。 

例２）谷瀬プロジェクト 

集落が中心となって新たな特産品の開発や集落の暮らしの

魅力を体験できるイベントを実施し、観光客の誘致や交流人口

の拡大により移住者を呼び込みながら、集落の活性化を図る。

○今後、各集落の想いに沿いながら、それぞれのプロジェクト

の展開や効果の波及を進めていく。 
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村長公約 

（平成 25年 4 月～） 

【主な目標】 「復旧・復興から村づくりへ」

◆「村ぐらし」 

・支えあって暮らせる生活基盤とサービス網の整備 

・安全で心が安まる集落づくり 

・助け合い、いたわりあう地域福祉の充実 

◆「村おこし」 

・資源としての森林活用（林業の 6次産業化） 

・伝統的なたたずまいの観光資源としての活用 

①「世界遺産」「源泉かけながし温泉」の活用 

②「十津川の食材」を活用した観光開発 

③とつかわの自然や暮らし方の商品化と交流人口の拡大

◆「村づくり」 

・十津川村モデル住宅の試行建設 

・集落の芯づくりから始める集落整備 

・集落整備と一体の高齢者福祉対策と若者招致作戦 

◆「村そだて」 

・これからの十津川を担う多方面の人材育成 

４． 村内の他計画との関係 

総合戦略は人口減少問題や地域経済の縮小への新たな挑戦でもあり、十津川村がこれまで進

めてきた議論や取り組みを深化・発展させていく横断的かつ総合的な計画でもあります。この

総合戦略で示した取り組みは十津川村の他の計画と連動して進めていくものになります。また、

村内での最上位の計画である「十津川村総合計画」は平成 28年度に改定することを予定してい

ます。この総合戦略の取り組みの内容は、総合計画においても大きな柱となります。 
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『まち・ひと・しごと創生総合戦略』（国の総合戦略）

平成 26年 12月に「まち・ひと・しごと創生長期（人口）ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創
生総合戦略」が閣議決定されました。（以下、まち・ひと・しごと創生本部ホームページより引用）
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『奈良県地方創生総合戦略』 （奈良県の総合戦略）

奈良県では、平成 27年 12 月に「奈良県地方創生総合戦略」及び「奈良県人口ビジョン」が

策定されました。（以下、奈良県ホームページより引用） 
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