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総合戦略の基本的な考え⽅ 

（終期の延⻑ ２年間、⽂中 2019 年度とあるものは 2021 年度と読み替えるものとする） 

1.1 総合戦略の概要 

1.1.1 策定背景 
平成26年11月「まち・ひと・しごと創生法」が施行され、各自治体が直面して

いる人口減少や少子高齢化などの課題に対し、それぞれの地域が特徴を活かした

自立的で持続的な社会を創生できるよう国と自治体が一体となって取り組むこ

ととなりました。 

国においては、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」が策定され、地方自治体においても、人口の現状と将来の

展望を定める「地方版人口ビジョン」及び地域の実情に応じて施策の方向性を示

す「地方版総合戦略」の策定が求められているところです。 

 

1.1.2 目的 
現在葛尾村は、東日本大震災と原発事故で村の全ての環境は被災前とは大きく

変化してしまいました。避難指示が解除されていない区域は、9年に及ぶ避難生

活を強いられています。一部の村民は新たな生活の場を確保されてもいます。ま

た、原発事故は放射能という目に見えない恐怖心を村民に与えており、今後の村

づくりに大きな影響をもたらしています。 

この様な状況下で村の将来人口を推定することは極めて困難な状況にありま

す。被災前の村民人口においても、全国の中山間地域と同じく人口減少と少子高

齢化が進んでおりました。村ではこれらに対応する為色々と対策を講じ、豊かな

自然に抱かれた心豊かな村づくりを進めていたところでした。そこにこの度発生

した地震と原発災害により一瞬にして村民の生産活動を失ってしまったのです。

ここからの復興・再生に向けては正にゼロからの出発になります。 

「葛尾村人口ビジョン」によれば、帰村する人、いずれは帰村する人、現時点

では判断できないが村の生活環境の回復如何で帰村する人などを考慮した900人

を推計人口としております。この推計人口は被災前人口1,482人の約60％であり、

村政運営に当たりましては大変厳しい状況となります。又、帰還人口における高

齢者の占める割合が高く、将来人口の確保について大きな課題も生じております。 

これらの状況を克服し、希望の持てる村づくりを行うため村民と共に策定した

「かつらお再生戦略プラン（平成26年6月）」を基本として作成した、「葛尾村総

合戦略（以下、総合戦略という）」をこれまでの5か年（平成27年度(2015年度)～

平成31年度(2019年度)）から「かつらお再生戦略プラン」に合わせ、2か年延長

し、この期間に行う施策を総合戦略として取りまとめるものです。 
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1.1.3 対象期間 
「かつらお再生戦略プラン」に準拠し、終期を令和３年度（2021年度)まで２年

間延長することとします。 

1.2 葛尾村の現状と地域創生における考え方 

震災と原発事故発生から5年を迎えようとしていますが、依然として長い全村避難

が続いています。村では帰村後のできるだけ早い本格的な村の復興・再生を目指し、

「葛尾村復興ビジョン」「葛尾村復興計画」（第１次・平成24年12月）を、又「かつら

お再生戦略プラン」を平成26年6月に、さらに「葛尾村中心拠点等整備計画」を平成27

年3月に策定してきており、村民の帰還に向けた取り組みを行っています。 

しかし、村民アンケート結果ではすぐに帰還を考えている村民は少なく、又、高齢

者が中心となっていることから、全村民が帰村して豊かな自然とその中で生業として

きた農業や畜産業等の産業再生には、相当期間を要するものと考えます。 

しかし村では、平成26年6月に策定した「かつらお再生戦略プラン」を確実に実行

していく他、この戦略プランを社会環境等の変化を考慮し、不断の見直し点検を行い、

これを復興再生に向けた「総合戦略」として村民と共に村づくりに取り組んでまいり

ます。 
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         葛尾村の現状と地域創生イメージ図 
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２．葛尾村総合戦略の位置づけと評価・検証体制 

2.1 「葛尾村総合戦略」と「かつらお再生戦略プラン」との関係 

葛尾村総合戦略（以下、「総合戦略」という。）は、計画目標期間を平成26年度（2014

年度）から平成33年度（2021年度）までを期間とした「かつらお再生戦略プラン（平

成26年6月）」（以下、「再生プラン」）を上位計画として、将来像や復興まちづくりの

目標及び復興・再生の取り組みについては総合戦略においても同様とします。ただ

し、「再生プラン」にある重点プロジェクトについては、社会環境変化や村民意向を

反映し、令和３年度（2021年度）までに実施する各種施策を「総合戦略」とします。 
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2.2 評価・検証体制の確⽴ 

「人と自然・歴史・文化を活かした地域創生」を実現するためには、ＰＤＣＡサ

イクルを活用し、継続的・効果的に事業に取り組むことが必要です。そのため、実

効性のある総合戦略を策定し、着実に実施していくとともに、数値目標である重要

業績評価指標（ＫＰＩ）及び具体的な施策の評価指標の達成度により効果等を検証

し、必要に応じて総合戦略の改定を行います。 

総合戦略の進捗管理や情報提供、効果検証を継続的に実施するため、今後「葛尾

村復興委員会」を設置し、１年間に２回程度会議を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＰＤＣＡサイクル：事業活動における管理手法の一つ。計画→実行→評価→改

善の４段階の活動を繰り返して実施することで、継続的に

事業を改善していく手法。 
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３．実施にあたっての基本⽅針 

3.1 葛尾村総合戦略の原則 

人口減少の抑制と更なる発展を実現するため、国の「まち・ひと・しごと創生総

合戦略」に掲げられている「まち・ひと・しごと創生」政策５原則及び４つの基本

目標を踏まえ、「かつらお再生戦略プラン」を基本とし、復興・再生前期期間の各種

施策を実施します。 

 

3.1.1 ⾃⽴性 

     村の基幹産業である農業・畜産の復興・再生を図るための各種施策や事業を進

めます。 

施策・事業を推進するために、国や県等の補助金等を積極的に活用する一方、

補助金がなければ持続できないということとならないよう心掛けます。 

 

3.1.2 将来性 

     今後の国や県の動向、めまぐるしく変化していく社会情勢などを見据えながら、

継続的な情報収集と分析を行い、常に検証を行います。 

 

3.1.3 地域性 

     村の特性である自然環境を活かした戦略を策定し、各種の施策を実施します。 

 

3.1.4 直接性 

     村内自営業者やＪＡなどと協力し、その他様々な主体が当事者となって村の地

域創生に取り組む仕組みづくりを進めます。 

 

3.1.5 結果重視 

     評価指標及び重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定し、ＰＤＣＡサイクルのもと

で施策の効果や進捗状況を検証します。 

一方、結果が出ないことを恐れて新しい事業に取り組めないことがないよう、

施策や事業の取り組み経過等の検証を踏まえ、柔軟に総合戦略の見直しを進めま

す。 
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3.2 まち・ひと・しごとの創生における４つの基本目標 

国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」には以下の４つの「基本目標」が掲げ

られています。 

 

①  地方における安定した雇用を創出する 

②  地方への新しいひとの流れをつくる 

③  若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

④  時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域

を連携する 

 

これらの「基本目標」を踏まえ、地域の特性や時代に適応した施策を実施する必

要があります。村における施策を整理すると、以下のとおりです。 

 

①  地方における安定した雇用を創出する 

・基幹産業である農業・畜産業の再生を図ります。 

・新たな営農への展開等を検討する仕組みをつくります。 

・農業リーダーの育成に向けた計画をつくり実施します。 

②  地方への新しいひとの流れをつくる 

・放射能に対する安全・安心に関する情報を提供します。 

・美しい農のある風景を情報発信します。 

・農業を目指す若者のＵターン、Ｉターンを検討し、実施します。 

③  若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

・国や県の少子化対策や施策などの積極的な活用を図ります。 

・子育て世代への支援策等の推進を行います。 

・定住環境の整備や支援を行います。 

④  時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携す

る 

・戻りたい、住みたいと感じられる村づくりを行います。 

    ・中山間での生活の豊かさが実感できる村づくりを行います。 

    ・医療体制の充実や地域間連携（二地域居住）による村づくりを進めます。 

 

     上記の4つの基本目標はそれぞれが密接に関係していますが、今の葛尾村で最も

重要で早急に取り組まなければならないものは、被災前の葛尾村に可能な限り近

づけることです。 

     すぐには戻れない環境にあり当面は二地域居住の生活を送らなければならない

村民や、戻りたくても戻れない環境の村民もおります。この様な村民に対しても

村が培ってきた絆を保てる仕組みを構築し息の長い取り組みをすることで帰村

意欲が高まるものと考えます。当然早期に帰村した村民の生活向上に結び付く各

種施策を展開します。これらの取り組みが「人を大切にする村」として認知され、
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新たな移住者も生まれ、新しい村の流れに繋がるものと考えます。 

     その様なことなどから、これからの5か年は、将来を見据え持続可能な村づくり

への環境整備を、図ってまいります。 

4. 葛尾村総合戦略 

葛尾村の目指すべき復興後の姿（将来像）としては、葛尾村復興計画（第１次）

とともに、村民意向や課題等を踏まえ、平成26年6月に「かつらお再生戦略プラン」

として以下のように設定されています。 

 
 
 
 
 
 

キーワード：自然との共生、エコ 

⇒葛尾村の最大の魅力は、豊かな自然と、その中で育まれてきた

農業・畜産業等の産業や収穫等の恵みです。そうした地域の恵

みから受けてきた暮らしの喜びや心の豊かさ、資源を有効活用

してきた生活の知恵を、将来も再生・継承し、資源・エネルギ

ー循環等の取り組みも含めて、新たな葛尾の魅力へと活用・発

展させていきます。  
キーワード：一人ひとりの笑顔がみえる 

⇒葛尾村は少ない人口規模ながら、各集落の歴史や暮らしの中で

育まれてきたコミュニティや絆を大切にしてきました。少ない

人口だからこそ、身近な暮らしの中の安心・感謝・生きがい等

を大切にしながら、村民一人ひとりの笑顔や村全体のコミュニ

ティ・絆を育む村づくりを一層推進していきます。  
キーワード：持続可能なふるさと、コンパクト・ビレッジ 

⇒将来も持続・発展する葛尾村を実現していくためには、都市経

営を意識した効率的効果的な村づくりを強化していくことが大

切です。中心部の都市機能集積を活かした魅力ある中心拠点の

整備・集約化（コンパクト化）や、農業拠点の整備、村民の夢

や情熱を活かした協働の取り組みの活性化や共助体制の強化等

を推進していきます。  
 

現在葛尾村ではこのプランをもとに各種施策に取り組んでいることから、この度

の総合戦略においても「かつらお再生戦略プラン」を基本として復興・再生前期期

間の各種施策を「葛尾村総合戦略」として策定するものとします。  
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4.1 ３つの柱と１３の主要施策 

村の復興・再生の将来像の実現に向けて、葛尾村復興計画 (第1次 )や住民会議等に

基づく住民意向を踏まえ、以下のように「３つの柱」に対応した「１３の主要施策」

に取り組みます。  

【再生戦略プランにおける主要施策全体の体系】 

３つの柱  １３の主要施策 

住まい・絆 

①  集落再建 

②  公営住宅整備 

③  絆強化 
 

安全・安心 

 ④  医療・福祉施設整備 

⑤  子育て支援環境充実 

⑥  広域道路整備 

⑦  公共交通支援 

⑧  放射能安全対策 
 

産業再生・活力 

 ⑨  安心産業基盤・体制整備 

⑩  畜産再建 

⑪  商店再生 

⑫  資源循環・再生可能エネルギー 

⑬  産業振興・雇用創出 

 

4.2 総合戦略の評価（重要業績評価指標 ＫＰＩ） 

    総合戦略の目標年である令和３年度(2021年度)まで、各種戦略設定施策等につ

いての実施状況を「葛尾村復興委員会」において定期的に点検・評価し、効果の有

無等を確認する。その上で、施策効果が小さい等の評価がなされた施策等について

はその改善策を検討します。 

    評価の方法は、総合戦略に以下のような重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定しま

す。なお、施策の目標達成に向けては「村づくりは人づくりから」の理念を持ち、

何よりも全村民が葛尾村を愛する意識を持ち続けていくこと、そして総合戦略の意

義を共有し、村民が自ら実践、行動していくことが重要となります。 

【令和３年度（2021年度）時点における葛尾村評価指標（ＫＰＩ）】 
 

 
 
 

※帰村率及び人口目標は、定住者及び二地域居住者を含む人口。 

 

 村内人口  被災前人口   １，４８４人に対して 
◎帰村率    ６０％以上 
◎人 口    ９００人 
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4.3 １３の主要施策と事業内容 

 

4.3.1 住まい・絆づくり 

 

（１）．集落再建 

 

【施策の方針】 

避難前のコミュニティを維持するとともに、集落の再建を支援するため、帰還準備や老

朽化した空き家・廃屋等の適切な管理・処分対策、高齢者が安心して生活できる集落環境

の確保に取り組みます。また、各地区の地区集会場の利活用を促進するなど、各地区にお

ける交流環境の充実に取り組みます。 

帰還意向の強い高齢者が安心して確実に帰還できるよう、除染強化と放射線量モニタリ

ング等による低線量地域の先導的な整備に取り組みます。 

 

【施策の内容】   
施策 事業内容 重要業績評価指標 

集落再建  【各集落（住宅）の再建支援】  
○帰還準備・片付けの支援体制の強化  
○住宅再建支援充実  
○放射能を低減して安心で、快適な生活環

境を構築するための各宅地内の環境整

備 

○人口減少・高齢化の中でも日常的な暮ら

しの安心を支える共助・サポート体制の

強化 

○老朽化した空き家の適切な管理の推進

と、体制の強化 

○空き家・廃屋等の適切な処分の支援  

■空き家バンクの事業化検

討・事業化  
■活用可能な空き家の調査  
■空き家情報の発信、受け入

れ体制づくり  
■移住促進に向けた事業化

検討・事業化  
■住家進入門口の放射能低

減対策の実施  

【各地区の交流環境の充実】  
○地区集会所の整備及び利活用の促進 

○屋外や川などの子どもの遊び場環境の

整備 

○交流環境の充実 

○共同作業等のニーズに対応した共同利

用施設の充実 

○地区交流や生きがい増進等の各種イベ

ントやカリキュラムの企画・開催の活性

化 

○各地区の神社祭り等の地域イベントの

維持  

■集会場の利用再開と再整

備（11カ所、内３カ所再整

備：野川・上野川・夏湯） 
 
■絆強化イベント施策  
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【低線量の先導拠点地区の整備】  
○低線量地域の先導的整備による確実な

帰還の支援 

○村中心地への公共・生活拠点の重点的な

整備による魅力ある帰還の発信 

○拠点地区への高齢者住宅・定住促進住宅

等の重点整備による、帰還意向の強い高

齢者の確実な帰還の支援  

 

  ※黒文字：「かつらお再生戦略プラン」事業内容 

  ※青文字：「かつらお再生戦略プラン」重点プログラム実施状況（H27.12.3現在） 

  ※赤文字：「葛尾村総合戦略」で見直した事業 

 

（２）．公営住宅整備 

 

【施策の方針】 

独居高齢者世帯等が安心して生活が送れるよう、高齢者に配慮した公営住宅の整備を図

ります。また、若い世代も安心して生活でき、魅力を感じることができる定住環境の構築

に取り組みます。 

一時帰還や二地域居住など多様な住まい方に対応できる施設・公的住宅等の供給に取り

組みます。 

 
【施策の内容】   

施策 事業内容 重要業績評価指標 

公営住宅整備  【高齢者等に配慮した公営住宅の整備】 

○住宅確保困難者に対応した公営住宅の改

築・整備 

○高齢者が安心して帰還できる居住環境確

保のための、高齢者向け住宅や高齢者向

け集合住宅の整備 

○高齢者や身体障がい者等に配慮した暮ら

しやすい住まいの提供 

○コミュニティ形成を図りやすい環境づく

り  

■高齢者共同住宅の整備  
■高齢者住宅改修の補助事業

導入  
■各区の中心への高齢者住宅

の集住支援の事業化検討  

【定住促進住宅の整備】 

○住宅確保困難者に対応した住宅地の提供

や住宅の整備 

○若い世代向け住宅の整備 

○事業所再建のための従業員向け住宅の整

備 

○コミュニティ形成を図りやすい環境づく

り 

■村営住宅の改修、取り壊し

（廃止）  
■定住促進住宅に向けた随時

計画・実施  
■特に若い子育て世代（40歳

以下夫婦）の定住を促進す

るため施策の検討  
■未利用地等を利用した帰還

準備支援のための中心への

居住環境の整備に向けた事

業化検討  
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【継続的な生活や暮らしの安心確保の支

援】 

○集落コミュニティに留意した環境づくり 

○入居しやすい仕組み・支援の充実 

■絆強化イベント  

【一時帰還施設の整備】 

○村内・三春町の二地域居住に配慮した、

一時帰還場所・ベースキャンプとしての

一時帰還施設の提供 

■せせらぎ荘の整備及び再  

開  

【早期の帰還が難しい村民の生活再建を支

援するための復興公営住宅の整備】 

○帰還困難区域又は、居住制限区域に住ま

われていた村民、子育て世帯の村民の住

宅確保のため、三春町の恵下越地区に復

興公営住宅の整備 

■復興公営住宅の整備（三春

町）及び入居開始  
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（３）．絆強化 

 

【施策の方針】 

県外や都市部に避難している村民等に対して、村民としての一体感・絆を保つため、復

興への取り組み状況等の積極的な情報発信を行うとともに、一時帰還イベント等のきっか

けづくりに取り組みます。 

また、復興が実感できるよう、花の山づくりやにぎわい拠点等の復興シンボル拠点づく

りに取り組みます。 

村民だけでなく村外の人との絆を深め、農地や山林の維持管理等、様々な住民ニーズに

対して相互に助け合える仕組みの構築に取り組みます。 

 

【施策の内容】  

施策 事業内容 重要業績評価指標 

絆強化 【帰還意向・人口を高める情報発信と対話

機会の充実】 

○復興への取り組み情報の積極的な発信 

○多様な広報・情報媒体を活用した、帰還

へのＰＲをする定期的な情報ニュース

の発行 

○各地区の地区協議会等での“共に復興し

たいまちづくり協働アクション”の検討 

■復興を対外的にアピール

するためにキャッチコピ

ー、シンボルマーク、ロゴ

マ ー ク の 作 成 を 随 時 計

画・実施 

■村民主体の動き支援（チャ

レンジ提案制度）の随時計

画・実施 

■村内ツアー・健幸まちづく

り（体験交流プラン、健康

散歩コース、健康サロン、

健康イベント、健康見守り

システム）の計画・実施 

【帰還の有無・時期によらず、村民の一体

感・絆を高める取り組み強化】 

○感謝祭、既存イベントの拡充・強化 

○村民が集まる復興プレイベント、一時帰

還イベント等の企画・開催 

○若年層の幅広い参加の仕掛けとなる、復

興と連動した新たな創作イベント（祭

り）等の企画・開催 

○復興を対外的にアピールする広報戦略

の企画・検討 

○学生の受け入れを図るイベント等の企

画・開催 

■感謝祭の企画・実施 

■一時帰還交流イベントの

企画、実施 

■復興を対外的にアピール

するための広報・ブランド

戦略の随時計画・実施 

■外部の若者（大学生等）と

の 交 流 に 向 け た 随 時 計

画・実施 

 ・福島大学 

 ・日本大学工学部 

 ・郡山女子大学短期大学部

等 

【復興拠点づくり】 

○村民の交流や生活支援の拠点づくり 

○花の山づくり 

○空き家などを活用した交流・にぎわいの

拠点づくり 

■復興交流館の整備  
■復興シンボル拠点として

の花見山公園の計画・苗木

づくり計画・実施 

■健康散歩ルートづくり（葛

尾川、国道399号、県道浪
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江三春線沿い等）の計画・

実施 

■桜、ヤマボウシの植栽（葛

尾川、国道399号、県道浪

江三春線沿い等）の計画・

実施 

【みんなで支え合う相互支援の体制づく

り】 

○自宅・空き家、公共施設・共同利用施設、

農地・山林等の維持・管理や、様々な村

民 ニーズの高いサービスについて、支

援を図る仕組みづくり 

○村外のサポーターと助け合う仕組みづ

くり 

■各地区の維持・再生に係る

活動を支援する共助組織

（仮称かつらお支え合い

センター）の導入に向けた

可能性の検討、事業計画、

事業化 

■村外居住村民、村の出身

者、他都市住民・大学・企

業等との連携による各種

サポート事業を行うサポ

ート制度の導入に向けた

事業実施 

■村内の各家を見回り訪問

する「（仮称）警戒隊」の

設立 

■日中を中心とする消防活

動の担い手として村内事

業所等からの消防団員の

組織化の検討 
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4.3.2 安全・安心づくり 

 

（１）医療・福祉施設整備 

 

【施策の方針】 

安心して生活できる定住環境を形成するため、医療サービスや介護福祉サービスの確保

に取り組みます。特に、高齢化の進行に伴い増加することが予想される要介護者や独居高

齢者等が、安心して生活できるよう福祉・介護サービスや高齢者の福祉・介護施設の確保

について検討します。 

また、高齢者が生きがいを持って生活できるよう、公共施設や集会所等を活用したサロ

ン活動の強化に取り組みます。 

 

【施策の内容】   
施策 事業内容 重要業績評価指標 

医療・福祉施設

整備 

【医療サービスの確保】 

○内科及び歯科診療所の復旧 

○介護・福祉施設等との連携強化や、人口

増大と併せた診療科目の増設の検討 

○広域医療機関・医大との連携等による医

師派遣や巡回診療等のサービスの提供

の検討 

○村民の医療費負担軽減への支援検討 

■診療所・歯科診療所の2016

年度再開予定 

 

【社会福祉協議会との連携によるきめ細

かな介護福祉サービスの充実】 

○村内拠点事務所の復旧・確保と、三春町

等との２地域サービスの提供 

○帰還人口に対応した特別養護老人やグ

ループホームを将来的に検討 

○支援員の育成強化や、関係者のメンタル

ケア 

○介護費負担軽減への支援検討 

○介護職員の育成支援 

■地域福祉センター（みどり

荘）の2016年度再開予定 

 

【健康増進や介護予防を支える環境づく

り】 

○健康増進・介護予防に関する講演会・相

談会の開催や、様々な支援員の育成強化 

○健康活動の場・カリキュラムの充実 

■健康増進センターの復旧

工事実施 

■基本全戸巡回保健師の確

保 

【高齢者等の生きがい活動の活性化】 

○公共施設や集会所等を活用したサロン

活動の強化 

○村民語り部等の育成 

■住民主体での健康サロン

の定期的実施 

【地域の安心を支える情報ネットワーク

の構築】 

○村内の光通信基盤を活かした安否通報

システム等の再構築 

○システムを利用したくなる環境づくり 

■ICTシステム整備（安否確

認、遠隔医療、宅配・移動

支援等）の事業実施 
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（２）子育て支援環境充実 

 

【施策の方針】 

子育て世帯が安心して帰還できるよう、子育て費用の負担軽減や子育て支援体制・施設

の整備等、子育て支援の充実に取り組みます。 

また、村の自然や地域住民の絆により、子どもたちの健やかな育ちと、心の豊かさを育

む教育環境の形成に取り組みます。 

 

【施策の内容】   
施策 事業内容 重要業績評価指標 

子 育 て 支 援 環

境充実 

【学校等の整備と魅力強化】 

○幼稚園、小学校、中学校、給食センター

の復旧 

○子育て世帯の帰還時期と連動した有効

な学校等整備時期や小・中学校の統合整

備、幼稚園・小学校・中学校の一貫教育

化の検討 

○高度情報基盤、自然、地域の絆等を活か

した、特色ある教育カリキュラムの充実 

○通学しやすい環境づくり 

○社会に通じるグローバルな教育体系の

検討 

■小・中学校の2017年再開に

向けて施設改修実施（特別

教室、体育館） 

■幼稚園の 2017年再開に向

けて施設改修実施（空調ほ

か） 

■英語教育の強化等で広域

的に児童等受入れ検討及

び外国留学への支援検討 

【多様な子育て支援環境の充実】 

○子育て費用負担軽減への支援検討 

○児童館（託児機能）や保育サービスの充

実 

○子育ての支援体制の充実 

○屋内外の遊び場の充実 

○村営塾（民間塾）の強化 

■ 2017年度に室内ゲートボ

ール場を室内遊び場とし

て改修 
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（３）広域道路整備 

 

【施策の方針】 

村内の各地域から村内中心部や周辺市町との連携を強化するため、国道399 号や県道浪

江三春線等の拡幅等、整備について国・県に要望してまいります。 

 

【施策の内容】   
施策 事業内容 重要業績評価指標 

広域道路整備 【広域道路の拡幅・強化】 

○国道399 号、浪江三春線等の拡幅・強化 

○常葉野川線の２車線化の整備促進 

○主要道路の局所改良 

■日常・緊急時の車両移動の

円滑化のための幹線道路

（国道399号、県道浪江三

春線、常葉野川線等）の線

形改良・拡幅等の事業実施

【浜通り方面への広域道路の早期開通の

要請】 

○南相馬市、浪江方面への不通道路の開通 

○放射線量低減と連動した早期開通 

■放射能を低減し、南相馬市

への再開通 

 
 
（４）公共交通支援 

 

【施策の方針】 

高齢化の進行等により増加すると予想される車利用困難者等の移動手段を確保するため、

交通支援の構築に取り組むとともに、福祉タクシーや乗合タクシー等の多様な手法の検討

に取り組みます。  

 

【施策の内容】   
施策 事業内容 重要業績評価指標 

公共交通支援 【きめ細かな移動支援サービスの仕組み

づくりの検討】 

○おたがいさま（ボランティア）タクシー

の村内運行の検討 

○福祉タクシー、乗合タクシー、ボランテ

ィア輸送（カーシェアリング含む）等の

多様な手法の検討 

○情報基盤を活用した需要と供給の調整 

■デマンド型の移動サービ

スの検討 

■有償ボランティアタクシ

ー等の需要供給のマッチ

システム体制の事業実施 
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（５）放射能安全対策 

 

【施策の方針】 

安心して帰還できる環境を形成するため、山林等も含めた除染対策の強化を図るととも

に、放射線量の計測体制と情報発信の強化に取り組みます。また、風評被害の払拭を図る

ため、学習機会やキャンペーン活動等の強化に取り組みます。 

 

【施策の内容】   
施策 事業内容 重要業績評価指標 

放 射 能 安 全 対

策 

【有効な除染対策の強化】 

○除染範囲の拡大（山林、川等） 

○再除染も含む有効な除染の強化 

○地域での自主的な除染や、村独自除染の

検討 

○仮置き場の適切な確保と、環境悪化対策

等の検討 

○安全な水の確保 

○放射能を低減して安心で、快適な生活環

境を構築するための各宅地内の環境整

備 

○低線量地域の優先除染と重点帰還の推

進（先導拠点地区等） 

■森林除染モデルの検証 

■生活圏等に係る森林除染

区域の策定と実施 

■生活圏の安全確保のため

の体制構築と線量低減対

策の随時計画・実施 

■間伐、土のう運搬作業等の

随時計画・実施 

 

【放射線量の計測体制と、情報発信の強

化】 

○モニタリング箇所の増設（山林等） 

○村民による計測の強化 

○計測結果の継続的かつわかりやすい情

報発信と、情報共有化 

■農産品の放射線測定や空

間線量の測定を随時実施 

■放射線測定結果のデータ

ベース化、マップ化、公表

を随時実施 

 

 

【放射能の学習機会の強化と、風評被害対

策の推進】 

○講演会・相談会・勉強会の継続的かつき

め細かな開催 

○わかりやすい情報発信方法の検討 

○有識者と村民組織が連携した円滑な理

解醸成と村内風評被害の払拭 

○広域連携による応援体制の強化 

■放射線学習会の随時実施 

■放射能学習のための放射

能専門員の配置 
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4.3.3 産業再生・活力づくり 

 

（１）安心農業基盤・体制整備 

 

【施策の方針】 

安心して農業を営める環境を形成するため、試験栽培による安全性の検証・確認、安全

性の対外的なＰＲ等に取り組みます。また、植物工場や水耕栽培等の放射能被害を受けに

くい栽培体系の確立に取り組みます。 

農業の再建を図るため、法人化等による営農体制の確立や効率的な農業基盤の整備、担

い手の確保等に取り組みます。 

 
【施策の内容】   

施策 事業内容 重要業績評価指標 

安 心 農 業 基

盤・体制整備 

【効率的な農業基盤の整備】 

○農地集積と基盤整備による効率的な営

農環境の実現 

○帰還しない生産者の農地の流動化と有

効活用の促進 

○ハウス栽培の展開 

○高原栽培等の地域特性を活かした展開

の強化 

○近隣からの堆肥の確保 

■ほ場整備を実施する地区

の選定 

■農地の大規模化に向けた

随時検討・計画・実施 

■水路整備に向けた随時検

討・計画・実施 

■ハウス栽培再開支援に向

けた随時検討・実施 

【営農体制の確立】 

○法人化等による経営体制の強化 

○中山間地直接支払制度組織を活かした

生産・管理体制の強化 

○営農再開に向け新たに発生する作業の

協業による効率化 

○害虫・鳥獣被害対策、耕作放棄地対策の

推進 

○新たな栽培体系における雇用の創出 

○若者や都市部へのPR や体験活動を通し

て多様な担い手の確保・強化 

■農業再生に向けた支援組

織設立（「葛尾村産業再生

事業化計画  ～美しい農

がある風景を再び かつ

らお～」を策定） 

■農地の集積化に向けた随

時計画・実施 

■放棄地活用の集積化に向

けた随時計画・実施 

■法人化等の経営体制強化

の集積化に向けた随時計

画・実施 

■６次産業化の検討 

■集落営農の支援 

■農業リーダー育成に向け

た随時計画・実施 

■営農効率化に向けた調査

（ドローンの活用等） 

【放射能対策と、営農再開への気運醸成】

○試験栽培の拡大促進による安全性の検

証・確認と安心感の醸成 

○収穫イベントの開催による気運醸成 

○安全性の対外的なPR 促進と、信頼関係

を持った安定的な流通先の確保 

■水稲栽培・畑作試験栽培の

実施 

■農作物の線量測定の実施 

■風評被害のない作物への

転作促進に向けた随時検

討・実施 
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○試験栽培等に係る人材確保や支援体制

の強化 

○有効な除染と地力回復増進対策の推進 

○仮置き場に対応した短期的な土地活用

や農業展開の検討 

【新作物への挑戦】 

○植物工場や水耕栽培といった、放射能被

害を受けにくい新しい栽培体系や、作物

展開の確立 

○土地を有効活用した再生可能エネルギ

ーの展開や、エネルギー作物等の展開の

検討 

○園芸・花木・果実等の作物展開の検討 

■次世代施設園芸拠点整備

事業（先端技術を活用した

生産施設の整備） 

■再生可能エネルギーの随

時検討・計画・実施 

■「（仮称）葛尾大尽学校」

設立に向けての検討 

（オーナーorサポーター制度等） 

【収穫・自給自足の魅力ある身近な暮らし

づくり】 

○身近な畑のある暮らしの再生 

○収穫物を販売する場の充実 

■野菜生産に伴うパイプハ

ウスの整備支援（葛尾村産

業再生事業化計画より） 

 
 
（２）畜産再建 

 

【施策の方針】 

畜産業の再建を図るため、生産者組合による粗飼料の協同購入・運搬など、供給体制の

強化に取り組みます。また、共同化や加工への展開強化、教育ファーム等の新たな分野へ

の展開等、経営体制の強化に向けた支援に取り組みます。 

 
【施策の内容】  

施策 事業内容 重要業績評価指標 

畜産再建 【畜舎再建の支援】 

○畜産再建のための支援の充実 

○経営体制の強化 

○粗飼料供給体制の強化 

■畜産再開に向けた支援策

の検討・計画・実施（「葛

尾村産業再生事業化計画

～美しい農がある風景を

再び  かつらお～」を策

定） 

■畜産共同管理の組織化に

向けた検討・計画・実施 

 

【畜産業の多面的な機能の発揮】 

○堆肥利用等の展開 

○加工機器導入支援等による加工への展

開強化 

○教育ファーム、アニマルセラピー等とし

ての新たな利用展開 
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（３）商店再生 

 

【施策の方針】 

日常生活に必要な買物環境を確保するため、既存店舗、サービス施設等の再開に向けた

支援に取り組むとともに、中心部における店舗再建・集積整備等について検討します。 

また、高齢化の進行に対応するため、移動販売の展開等の買物支援サービスの強化に取り

組みます。 

 
【施策の内容】   

施策 事業内容 重要業績評価指標 

商店再生 【商店再生の支援とにぎわいづくり】 

○既存店舗、サービス施設（JA 等）再開

への支援の充実 

○中心部における経営体制の強化の検討 

○集客空間の併設による集客拡大 

○その他の公共施設との一体的整備によ

る集客力強化 

○店舗機能の充実の検討 

○拠点施設周辺の景観美化 

○販売促進イベントや併設施設イベント

の活性化 

○せせらぎ荘周辺のにぎわいづくりとの

連携強化 

■既存店舗の村内再開 

■商品券事業の実施 

■物販・飲食・交流等の賑わ

う拠点施設の整備に向け

た事業計画・設計、事業化

【買物支援サービスの強化】 

○店舗を継続利用したくなる仕組みづく

り 

○移動販売の展開強化 

■商工会での配送サービス

の実施 

■ドローンの活用調査 
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（４）資源循環・再生可能エネルギー 

 

【施策の方針】 

自然と共生し地球環境にやさしい「エコ・コンパクトビレッジ」の形成に向けて、太陽

光発電パネルの設置促進に向けた支援とともに、森林資源を活用した木質バイオマス発電

等の多様な新エネルギーの利用展開を検討します。 

 
【施策の内容】   

施策 事業内容 重要業績評価指標 

資源循環・再生

可 能 エ ネ ル ギ

ー 

【太陽光発電パネルの設置支援】 

○太陽光発電パネルの設置促進への支援

によるエネルギー自給と地域活性化の

支援 

○中心部の公共施設（学校等）への太陽光

発電パネルの設置によるエネルギー自

給と緊急時等対応の強化 

■太陽光発電展開に資する

モデル事業の構築に向け

た導入可能性検討、事業計

画、事業化（中心部・農業

拠点等） 

 

【自然と共生するエコ村づくり】 

○地域資源を活かして多様な自然エネル

ギー活用・資源循環を図る、自然と共生

し地球環境にやさしい「エコ村（エコ・

コンパクトビレッジ）」の普及促進によ

る葛尾らしい文化の創造 

○中心部の公共施設における先導的な整

備による、環境共生のシンボル拠点づく

り 

○上記を通じたエネルギー自給率の高い

持続性のある村づくり 

○再生可能エネルギーの施設整備と併せ

た環境教育の実践 

○広域連携に基づく広域的な送電網強化

の要請 

■落合地区の公共施設群へ

の太陽光発電システムの

随時計画・実施 

■木質バイオマス実施施設

整備等の検討（せせらぎ荘

への主な熱供給） 

■ 2017年度からの個別住宅

への再エネ機器設置助成

の検討 

■復興交流施設への太陽光

発電・木質バイオマス・地

中熱の導入 

■ モ デ ル 地 区 で の 環 境 共

生・学習の環境づくりと理

解 醸 成 の た め の 計 画 立

案・候補地の選定 

【多様な新エネルギー利用の展開】 

○山林除染との連動や森林資源活用に着

目した木質バイオマスを利用した発電

の検討 

○掘削井戸等を活用した地中熱利用の検

討 

○河川・風等を活用した小水力発電や風力

発電の検討 

○エネルギー資源作物栽培の検討 

■木質バイオマス・小水力・

風力発電のモデル事業の

構築（中心部・農業拠点等）

に向けた導入可能性の検

討 

■地中熱利用展開に資する

モデル事業の共同実証実

験と事業拡大 

■ 2017年度からの個別住宅

への再エネ機器設置助成

の検討 
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（５）産業振興・雇用創出 

 

【施策の方針】 

雇用機会を確保するため、村内既存企業の早期再開や地域での継続的な除染・除草・片

付け等に対応した地域雇用体制の構築に取り組みます。 

また、自然・農業・畜産業等の体験交流プログラム等、地域資源を活かした観光交流・

観光関連産業の振興に取り組みます。 

 
【施策の内容】   

施策 事業内容 重要業績評価指標 

産業振興・雇用

創出 

【既存企業の再開支援と、身近な雇用機会

の創出】 

○既存工場等の再開への支援の充実 

○地域での継続的な除染・除草・片付け等

の取り組みに対応した地域雇用体制の

創出 

■広域的な環境に係わる研

究施設等の誘致検討 

【地域資源を活かした観光交流・観光関連

産業の振興】 

○既存の観光施設・農地・畜産場等を活か

した自然・農業・畜産業体験交流プログ

ラムの充実 

○畜産連携や、高齢者へのセラピー効果、

子どもへの集客効果等を踏まえた、体験

牧場、ペット・家畜等のふれあい動物園

等の展開 

○ベテラン離農者や高齢者による貸し農

園の指導・管理 

○田舎暮らしの楽しみ方を伝える“葛尾コ

ンシェルジェ”の育成 

○自然やコミュニティの豊かさを活かし

た独自イベントの企画・実施 

○新たな花の名所づくり 

○地域素材を活かした「創作料理・加工

品・アイディア商品」等の企画・開発や

コンテスト等の促進 

○村民・生産者が一体となった、チャレン

ジショップや、おばちゃん葛尾食堂等の

企画・運営とPR の促進 

■農業畜産体験観光のプロ

グ ラ ム づ く り の 随 時 検

討・計画・実施 

 

 

【新たな産業の誘致検討】 

○丘陵地開発と併せた企業誘致の検討 

○優遇措置や土地提供等による企業の新

規参入促進 

○新たな雇用を生み出す組織づくりの検

討 

■（仮称）産業再生支援セン

ター設立に向けての検討 

 


