かつらお再生戦略プラン【概要版】
平成 26 年 6 月

３）目標別の復興再生の取組み
＜復興再生の将来像（コンセプト）＞

葛尾村

エコ・コンパクトビレッジ
～自然と共生し、一人ひとりの笑顔がみえる、持続可能なふるさと「かつらお」～

１）かつらお再生戦略プランの位置づけ
本計画は、できるだけ早い本格的な村の復興を目指し、
「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）の実現に向けて、様々な村民対話による、帰還・
再建に向けての意向を踏まえ、より具体的かつ段階的な復興再生のまちづくり計画を
「かつらお再生戦略プラン」としてまとめたものです。

再生戦略プランにおける主要施策全体の体系
3 つの柱

平成 25 年度から、本格除染が開始されましたが、依然不確定な要素が多く、村への
帰還、生活再建、営農や事業再開に向けて、先が見えない状況が続いております。国や
県と協力しながら、本計画に基づく具体的な取組みを実現していくことで、村民の帰還
に向けた生活再建の道筋をつけ、
「魅力と希望のある葛尾村」を復興再生していきます。

13 の主要施策
①集落再建

住まい・絆

②公営住宅整備

③絆強化イベント

２）計画の目標期間
④医療福祉施設整備

計画期間は、葛尾村復興計画（平成 24 年度～平成 33 年度）を踏まえ、平成 26 年度
から平成 33 年度までの概ね 8 年とします。

安全・安心

⑤子育て支援環境充実
⑥広域道路整備
⑦公共交通支援

帰還開始の時期は、村民の意向や除染作業の進捗状況、現実的な準備期間を考慮し、
平成 28 年春を想定し、それまでを「支援・復旧期」として帰還に必要な取り組みを進
めます。また、それ以降も、緊急度等に応じて「復興期（中期）」「復興期（長期）」に
分けて、村の復興再生に向けた取り組みを進めます。帰還開始時期については、平成
26 年度中に方向性を決定する方針です。

⑧放射能安全対策

なお、原発事故の収束が依然として見えないことから、原子力災害の情勢を見ながら
見直しを行うとともに、環境等の変化により緊急な対応が必要な取り組みはすぐに取り
掛かります。

産業再生
・活力

施策の方向の主なメニュー
■各集落（住宅）の再建支援、■各地区の交流環境の充実
■低線量の先導拠点地区の整備
■高齢者に配慮した公営住宅の整備、■定住促進住宅・一時帰還施設の
整備、■継続的な生活や暮らしの安心確保の支援
■帰還意向・人口を高める情報発信と対話機会の充実
■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
■復興シンボル拠点づくり、みんなで支え合う相互支援の体制づくり
■医療サービスの確保、■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、■健康増進や介護予防を支える環境づくり
■高齢者等の生きがい活動の活性化、■地域の安心を支える情報ネット
ワークの構築
■学校等の整備と魅力強化、■多様な子育て支援環境づくりの検討
■広域道路の拡幅・強化、■浜通り方面への広域道路早期開通の要請
■巡回バスの運行、■移動支援サービスの仕組みづくりの検討
■有効な除染対策の強化、■放射線量の計測体制と情報発信の強化
■放射能の学習機会の強化と風評被害対策の推進

⑨安心農業基盤・
体制整備

■効率的な農業基盤の整備、■営農体制の確立、■放射能対策と営農
再開への気運醸成、■新作物への挑戦、■収穫・自給自足の魅力ある身
近な暮らしづくり

⑩畜産再建

■畜舎の再建支援、■畜産業の多面的な機能の発揮

⑪商店再生
⑫資源循環・再生可能
エネルギー

■商店再生の支援とにぎわいづくり、■買物支援サービスの強化
■太陽光発電パネルの設置促進、■自然と共生するエコ村づくり
■多様な新エネルギー利用の展開
■既存企業の再開支援と身近な雇用機会の創出、■地域資源を活かし
た観光交流・観光関連産業の振興、■新たな産業の誘致検討

⑬産業振興・雇用創出

帰還開始
除 染

時間軸

（将来）

村の魅力
放射線量

段階的な復興再生を目指した
成長戦略の方針

インフラ等の
復旧

●安全の確保
●帰還への気運
の醸成
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生活再建期
（高齢者を中心）

生活創造期
（若い世代の帰還を促進）

●高齢者対策
●村のコアとなる安心拠点の形成
●村の元気の発信
●若年層等の帰還促進
●更なる村の魅力の創造・強化
●新たな産業の誘致等

■ 住民会議等に基づく、村全体の復興まちづくりの３つの柱（テーマ）と、『未来への夢ある復興再生への主要施策』のまとめ
【テーマ①】住まい・絆
①：集落再建 の取組み
■各集落の再建支援
○帰還準備（片付け、ゴミ処理、除草等）への支援充実
○再建（改修・リフォーム等）の支援充実
○放射能に対して安心で、快適な環境整備（花壇、進入路
の舗装等）
○高齢者が安心・充実した生活が送れる体制の強化
○老朽化した空き家・廃屋等の適切な管理・処分対策
■各地区の交流環境の充実
○地区集会所の充実
○高齢者サロン確保による生きがい活動支援
○様々な交流活動が行える場の充実（バーベキュー等）
○屋外や川で子どもが安心して遊べる環境の充実
○各地区の神社祭り等の地域イベントの維持
■低線量の先導拠点地区のモデル整備
○低線量地域の先導的整備
○医療・福祉施設近隣への高齢者住宅の重点整備

【テーマ②】安全・安心

【テーマ③】産業再生・活力

④：医療・福祉施設整備 の取組み

⑨：安心農業基盤・体制整備 の取組み

■医療サービスの確保
○医療施設（内科・歯科等）の復旧、診療科の増設
○人が集まる場所への病院整備や、介護施設との連携強化
○医師派遣や巡回診療等のサービス確保
○広域医療機関連携の強化
○医療費の支援（無料化等）

■安心農業を先導する農業基盤の整備
○効率的な農業基盤整備（ほ場・基盤整備、農地集積化）
○有効な除染と地力回復増進対策の推進
○ハウス栽培等の展開
○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

■介護施設等の整備
○デイサービス・訪問介護の確保
○特別養護老人ホーム・グループホームの整備
○介護福祉士（ヘルパー）の充実
○介護費の支援（負担軽減等）

■継続営農の安心を支える体制の充実
○経営体制の強化（法人化等）
○中山間地域直接支払制度組織を活かした生産・管理体制
の強化（機械等の共同利用、集落営農支援活動等）
○害虫・鳥獣被害対策、耕作放棄地対策の推進
○営農参加の促進（若者や都市部へのＰＲ等）

■高齢者を見守る仕組みの充実
○健康増進や介護予防を支える環境づくり
○高齢者の生きがい活動の活性化
○地域の安心を支える情報ネットワークの構築

⑤：子育て支援環境充実 の取組み

②：公営住宅整備 の取組み
■帰還を支援する有効な公営住宅の整備
○公営住宅の改築・整備
○高齢者向け住宅・集合住宅の整備
○高齢者・身体障がい者への配慮
○企業従業員向け住宅の整備
○コミュニティに留意した環境づくり
○村内・三春町の二地域居住への対応
■公営住宅等における継続的な生活の支援
○三春町における災害公営住宅の整備
○店舗、移動、見守り体制等、コミュニティに維持に留意
した環境整備
○入居しやすい仕組み・支援の充実

③：絆強化イベント の取組み
■村全体の絆や帰還意識を高める交流イベントの強化
○帰還意向・人口を高める情報発信と対話機会の充実
○感謝祭のような賑わいイベントの強化（春実施等）
○村民の一時帰還等の仕掛けづくり
○盆・正月に帰れる機会の充実
○若者を呼ぶ取組みの強化
○花の山づくり
○既存イベントの拡充（復興委員会主催等）
○みんなで支え合う支援体制づくり
○様々な村外からの応援の受入れ（ふるさと納税、村に寄
付する仕組み等）

■試験栽培による帰還・復興への準備
○安全性を検証・発信する試験栽培の促進
○収穫イベント等の開催による気運醸成
○放射能被害の影響度が少ない新作物への栽培挑戦
■収穫・自給自足の魅力ある暮らしの推進
○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

■学校の整備と魅力強化
○帰還時期と連動した有効が学校整備、一貫教育化
○特色あるカリキュラムの充実
○通学しやすい環境づくり（スクールバス運行等）
■様々な子育て支援環境の充実
○様々な子育て費用（医療費等）の支援（無料化、高校通学
の支援等）
○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

⑥：広域道路整備 の取組み

⑦：公共交通支援 の取組み

■車での移動の利便性の強化
○広域的な道路の整備や開通
（国道 399 号、浪江三春線、
常葉野川線、原町・浪江方面
への通行等）
○袋小路道路の改善

⑧：放射能安全対策 の取組み
■放射線量の適切な計測と情報共有の仕
組みの充実
○放射線量の継続的・広範囲の計測
○モニタリング場所の増加
○計測情報の適切な情報発信（マップ開
示等）
○放射能に関する学習強化による村民
理解の醸成

■移動支援サービスの確保
○バスや巡回バスの運行（病院・買物等対応）
○三春町と連携するバスの充実
○きめ細かな移動支援サービスの仕組み充実
（おたがいさまタクシー、福祉タクシー、乗
合タクシー、ボランティア輸送等）

■有効な除染や放射能対策の推進
○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
強化
○仮置き場の適切な確保
○安全な水の確保
○放射能に対して安心で、快適な環境整備
（花壇、進入路の舗装等）
○低線量地域の優先除染と重点帰還の推進
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⑩：畜産再建 の取組み
■畜産再建の支援
○畜産再建のための支
援の充実
○経営体制の強化（協
業化、共同経営等）
○祖飼料供給体制の強
化
○加工や堆肥利用等の
展開
○牧草地等の確保
○教育ファーム、アニ
マルセラピー等の新
たな展開

⑪：商店再生 の取組み
■商店再生の支援
○既存店舗再開への支援の充実
○経営体制の強化（店舗共同化、集約化、せせらぎ荘の活用、
村営店舗や村独自の長期支援等）
○集客・交流空間の充実（ミニ道の駅、販促空間、飲食店、
交流広場など）
○店舗の充実（スーパー、コンビニエンスストア等）
■買物支援や賑わいづくりの強化
○店舗利用しやすい環境づくり（公共交通サービスの充実、
宅配・移動販売の展開強化等）

⑫：資源循環・再生可能エネルギー の取組み
■再生可能エネルギー展開を活かした地域の活性化
○太陽光パネルの設置促進
○エネルギー自給率の高い持続性のある、葛尾らしい村づく
り（エコ・コンパクトビレッジ）
○山林除染を活かしてバイオマス発電
○風力発電、小水力発電、バイオマスエタノール、地中熱利
用等の検討

⑬：産業振興・雇用創出 の取組み
■工場再建や新規雇用の創出
○既存工場等の再開への支援の充実
○地域資源を活かした農業・畜産体験・遊び等の場づくり
○地域での継続的な除染・除草・片付け等の取組みに対応し
た地域雇用創出
○丘陵地開発と併せた新企業の誘致（若者雇用に留意）
○優遇策の充実（税優遇、土地提供、規制緩和等）

４）重点プロジェクトの方向性
かつらお再生戦略プラン

……“かつらおＥＣＨＯ”

（葛尾村へ行こう）

エコ・コンパクトビレッジ
～自然と共生し、1 人ひとりの笑顔がみえる、持続可能なふるさと「かつらお」～
葛尾村の未来（このままでは・・・）
・放射能に対して安全に暮らせ
るのでしょうか？
・若者が戻りたいと思えるでし
ょうか（利便性、子育て）？
・困っている高齢者が増えるの
では？
・コミュニティ（集落）を維持
できるでしょうか？
・人口減、少子・高齢化（過疎
化）が進み、行政サービスの
予算や効率性が低下します。

安全・安心な暮らし・住まいの再生
＝まちなかの拠点づくり＝

○線量の比較的低い場所に「まちなか拠点」等を再生し、可能な方から帰還できる住環境を整えます。
若い世代や子ども達が村外に居住した場合には、２つのまちを行き来できる環境を構築します。
○あわせて、農業の再生（農業拠点をモデル）
、コミュニティ（絆）の再生の取組みを進めていきます。
○村民が将来を選択できるような環境を、段階的に整えていくとともに、戻る人・戻れない人もつなが
る、世代をつなぐ暮らしを実現します。

まちなか拠点を中心に、高齢者世帯、子育て世帯などの
不安を抱える皆さんも、葛尾村に住み続けられる、住み続
けたいと思える住環境、新たな魅力を構築します。また一
時的な帰省などにも不便のない環境を目指します。
農業拠点・集落拠点とのネットワーク
全村的な交流
災害公営住宅
高齢者住宅
定住促進住宅
三春町・駅とのフィーダーバス

公共施設
（学校、役場等）

歩いて暮らせる
医療施設
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ等
介護福祉施設

商店、食堂
交流拠点
道の駅

まちなか拠点イメージ

農業の再生、循環型の暮らし
＝農業の拠点と、集落の拠点づくり＝

着実な帰還・復興に向けて
特に短期的に重要な課題

農業拠点をモデルとして、村の基幹産業である農業の再
生（農地の活用、営農体制強化）、地産地消の自立型エネ
ルギーのまちづくりを構築します。

①確実に帰還可能な“低線量地
域の重点的な確保”
②既存の中心部機能を活かした
“魅力ある拠点地区づくり”と
“コンパクトな村づくり”
③地域の豊かな自然を最大限に
活かした“心豊かな中山間地
域づくり”
④帰還意欲や誇りを高める、未
来の成長の仕掛けとなる“新た
な村の魅力強化”
⑤村民の顔や笑顔が見える“村
民の情熱を活かす協働の村づ
くり”
⑥広大な村・各地区の元気を支
える“サポート体制強化”

農地（共同化）

サロン

集会所

共同作業所

デマンドバ

ス（定
時制
）

日用品などの共同購入
移動販売

農業拠点イメージ

絆づくり交流イベント、サポーター制度
葛尾村民（帰還する人、できない人）の絆、村民の誇
りの維持、帰還意向の醸成を図るため、各種イベントや
復興のシンボルづくり、健康・元気づくり、ふれあい、
魅力・活力の創造に取り組みます。
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中心部の拠点整備
プロジェクト
の整備イメージ
■ 医療体制の充実
○診療所（内科・歯科）の復旧
○医師派遣・巡回診療等の実施
○現へリポートを活かした救急搬送体制
の強化
○放射能不安に対応した定期健康診断
の無料実施

目指す
方向

○村の復興を先導・牽引していくため、村民全体の暮らしを支える安心・にぎわい等の中枢機能の強化と、確実な除染を図る。
○早期帰還を促進するため、住宅確保困難者等が安心して暮らせる住まいの確保・提供を図る。
○新たな村の魅力創造による発展を目指し、花を活かした桃源郷づくりや、村全体の観光資源を活かした交流促進等を図る。
○持続性の高い村づくりを目指し、資源・エネルギー循環のモデル拠点整備等を図る。
○中心部の機能を活かした各地区の復興が円滑に進むよう、移動支援を図る。
○村民主体の復興と絆強化を目指し、様々な共助の取組みを支援する体制の強化を図る。

■ みんなで実現する低線量の環境づくり
○宅地周辺の森林除染の推進
○線量モニタリング・情報発信の強化
○放射能勉強会の定期的な開催
○住宅再建・帰還（片付け・リフォーム等）の支援充実

■ 住宅確保困難者等が安心して暮らせる住まいの整備
○生活困難者・早期帰還困難者・独居高齢者などの帰
還を支援する公的住宅の整備
⇒村営住宅改築、定住促進住宅、帰還用住宅等
○共同菜園等のコミュニティスペースの確保

凡
例

住まい・絆づくり

新たな魅力の強化

安全・安心づくり

中長期段階での展開を目指すもの

産業再生・活力づくり

■ 一時的な帰還・宿泊の支援
○一時宿泊施設としてのせせ
らぎ荘等の活用促進

■ 子育て支援環境の充実
○小中学校の統合整備
○様々な子育て費用等の支援
○多世代交流や地域学習の強化

定住促進住宅

葛尾村小学校
■ 高齢者の笑顔を育む環境の整備
○要介護ニーズに対応した高齢者向け住
宅等の誘致・整備
⇒特別養護老人ホーム、認知症高齢者
グループホーム、サービス付き高齢者
向け住宅など
○生きがい増進の環境づくり
⇒多世代交流サロン、共同農園・菜園、
ペット等とのふれあい等

診療所
■ 高齢者福祉サービスの維持増進
○地域福祉センター・みどり荘の復旧
○三春町・葛尾村での福祉サービスの維
持増進
○有資格者の確保・育成強化

■ 商店の再建・連携による賑わい拠点整備
○商店連携による道の駅の整備
⇒地域物産品直売所、農家レストラン、コ
ンビニエンスストア整備など
○注文・宅配サービス、移動販売の強化

みどり荘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
■ 資源循環・環境共生のモデル拠点づくり
○公共施設等への太陽光発電パネル設
置によるエネルギー自給
○せせらぎ荘への木質バイオマス利用に
よる熱源供給
○環境学習の場づくり

■ 道の駅と連携した交流環境整備
○多目的イベント広場や交流サロン整備
○村の情報発信基地の整備

【参考事例】道の駅「ふくしま東和」

せせらぎ荘

■ 中心部にふさわしいシンボル環境整備
○花の名所・スポットづくり
（山際・水辺・農地・公共施設周辺を花
に囲まれた桃源郷に）
○花・水辺・収穫の散策路の整備
○眺望広場の整備
（現中学校裏の眺望広場づくり等）

■ 中長期での新規開発の誘致
○丘陵地の有効利用
○新規産業施設の誘致
○広域的な帰還困難者の受入れ住宅地
の整備等
■ 中長期でのエコミュージアムの誘致
○放射能被害を受けた地域の自然・生物
資源等の環境保護に係る調査・研究・
人材育成・情報発信等の拠点施設の
誘致
○自然・畜産等の地域資源を活かし、自
然・生態系の大切さを学ぶ観察・体験・
学習の場づくりとネットワーク形成、カ
リキュラムの充実

■ 移動支援環境の充実
○循環・連絡バスの確保
（各地区、三春町）
○おたがいさまタクシー等の
確保
○利用者・運転者をマッチン
グする仕組みづくり

自家用車有償運送 ｲﾒｰｼﾞ

■ 共助活動を支えるサポート組織づくり
○住民主体の組織・(仮称)かつらお復興活動センターの創設
⇒中心部に拠点センター、各行政区に地区センターを設置
○各地区の維持・再生活動の担い手集団、村全体の活動の
マネジメントや人材育成支援
⇒除染・除草・片付け、集落の維持・安心サポート、地区毎の
活性化の取組み、村外支援者の受入れ等への企画・調整・
支援等
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■ 健康寿命を高める健康増進の環境づくり
○健康測定や健康学習・体操等が図れる
健康サロンを主要公共施設に設置
○健康を増進する健康散策路等の整備
○既存健康増進施設等を活かした健康
増進プログラムの充実
葛尾川の桜並木

農業拠点の整備
（集落部の復興先導ﾓﾃﾞﾙ）

○農業の復興を先導・牽引していくため、集落の暮らし、食料の自給を支える農業体制の再編と強化、確実
な除染を図る。
○新たな村の魅力創造による発展を目指し、再生可能エネルギーを活かした地域の活性化、里山の自然・
花を活かした桃源郷づくり、住み続けられる健幸な暮らし、観光資源を活かした交流促進等を図る。
○村民主体の復興と絆強化を目指し、様々な共助の取組みを支援する体制の強化を図る。

凡
例

安全・安心づくり

中長期段階での展
開を目指すもの

産業再生・活力づくり

■ 力をあわせた農業の再生
○農地除染、農業基盤の復旧にあわせ
て、再開意向のある農業者、高齢者、
帰還しない農業者（週末だけなど）等
が、集落営農を支えていく体制の構築
○ 借 地 制 度 によ る 農 地
の集約、大規模化
○村民への自給自足米
の提供
⇒共同農地で生産（約
25ha で全村民自給）
○共同作業所・機械置場
共同作業のｲﾒｰｼﾞ
などの整備
■ 放射能を克服する農業
○ハウス栽培、水耕栽培など、放射線の
少ない、新しい栽培形態の確立
○放射能の影響の少ない新作物、既存作
物の試験栽培
○花卉類、バイオ作物、飼料米への転作
○共同農地では、貯水池（用水路）を整
備し、農業用水の放射線管理
（泥水の沈殿）

新たな魅力の強化

住まい・絆づくり

集落部（全村）の整備
■住宅再建の支援
○帰還準備（片付け、ゴミ処理、除草等）
への支援充実
⇒再建（改修・リフォーム等）の支援充実
○水まわり（安全な水、トイレ）の再生
○空き家バンク・住み替えマッチング制度
⇒活用できる空き家の把握
⇒村内、村外との２地域居住の検討（共同宿
泊、シェアハウス）
⇒ＩＪターン移住者へのマッチング
⇒老朽化した空き家・廃屋等の適切な管
理・処分
○民家等への再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの導入支援
■ 一時的な帰還・宿泊の支援
○一時宿泊施設としての空き家活用
（村外居住者の集落保全・イベント等のための
宿泊場所の提供）

葛尾大尽屋敷

■集会所の整備
○集会所の改修、活用
（調理室の拡充）
○健康づくりプログラムの実
施（体操、健康測定、ウォ
ーキング）

■ 再生可能エネルギーを活かした持続性
のある集落環境
○ソーラーシェアリン
グ、風力発電、小水力
発電等（小規模売電）
による集落収入の構
築
○バイオ燃料の原料と
ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ ｲﾒｰｼﾞ
なるスイートソルガ
ム等の資源作物の栽
培

健康ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｲﾒｰｼﾞ

■ 農村を活かした学びの形成
（かつらおエコミュージアム）
○大尽屋敷跡、自然、農作業・畜産等の地域
資源を活かし、自然・生態系の大切さを学ぶ
観察・体験・学習の場づくりとネットワーク形
成、カリキュラムの充実
■ 低線量の環境づくり
○農地周辺の森林除染の推進
○線量モニタリング・情報発信の強化
■ 共助活動を支えるサポート組織づくり
○住民主体の組織、(仮称)かつらお復興活動
センターの創設（各行政区に地区復興活動
センターを設置）
○村全体、各地区の維持・再生活動の担い手
の人材育成

バイオ燃料 ｲﾒｰｼﾞ
■ 地域の特色を活かした元気と交流あふれる地区の拠点づくり
■ エコ・コミュニティサロン（集会所）整備
○集会所の改修、活用
○エネルギー自立型のエコハウス
⇒太陽光発電
⇒地中熱（ヒートポンプ）
⇒風力発電

エコハウス ｲﾒｰｼﾞ

■ おまつり広場・ポケットパーク
○耕作放棄地や空き地を活用し
た、おまつり広場・ポケットパー
クの整備
○イベント広場、トイレ、ベンチ、花
壇等の整備

三匹獅子舞

■ 里山の風景づくり
○花街道（あぶくまﾛﾏﾝﾁ
ｯｸ街道）
○花のスポットづくり
（森林除染跡地や耕
作放棄地・空き地の
活用）
○里山・水辺・眺望に配
慮した健康散策路の あぶくまロマンチック街道
整備
フォトコンテストより
○眺望広場の整備
（五十人山、桜並木を見渡すスポット）

■ 商店と連携した買物環境の支援
○落合地区の商店・道の駅等と連携し、
各戸・集落単位での買物環境の維持
（注文・宅配サービス、移動販売、庭先
集荷など）

■ 移動支援環境の充実
○循環・連絡バスの確保
（各地区、三春町）
○おたがいさまタクシー等の確保

■ 高齢者の笑顔を育む環境の整備
○IT 端末等をつかった見守り体制づくり、地区情報の発信、利便
性を高めるシステムの構築（TV 電話・遠隔地医療等）
○元気を増進する健康・交流環境の一体的な整備
⇒健康づくりプログラム（健康体操、ウォーキング）
⇒健康サロン（集会所）
⇒健康散策路
○健康プログラムリーダー、介護有資格者の養
成

情報端末ｲﾒｰｼﾞ
庭先集荷 イメージ
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自家用車有償運送 ｲﾒｰｼﾞ

指導者養成講座

ｲﾒｰｼﾞ

５）重点プロジェクトの方向性
■

実現に向けての段階的な取組み方針

本方針を基本として、村民や各種事業関係者と連携・調整を進めながら、今後関連施策の具体化・実施を進めていきます。
特に、帰還人口の規模や、復興関連事業への地元参画意向が、今後の復興再生への大きな原動力となる（逆にうまくいかなければ壁にもなり得る）ことから、帰還開始までの「帰還意欲の喚起につながる有効な取組みへのチャレ
ンジ」や、帰還開始時における「小さくても魅力あふれる村の魅力の発信」が図れるよう、重点プロジェクト毎のプロジェクトチーム（復興委員会の分科会等）を立ち上げ、
「具体的な復興への取組みの実践」を強力に推し進めてい
きます。
なお、放射能対策の進捗や復旧・復興支援等に係る環境変化、住民・地元企業・関係団体等の事業参画意向等を踏まえつつ、緊急性・必要性・有効性等の高い施策については、柔軟に事業内容・事業時期等の見直しを進めていき
ます。

実施年度
取り組み

①-1
低線量宅地の確
保

①-2
リスクコミュニケ
ーションツール

場所

落合地区

・落合地区でのモデル
検討（森林除染、再
除染）

他地区

・他地区での実施

②居住環境の整
備

③医療・福祉施
設の整備

主な事業内容

H26

・森林除染モデルの検証
・体制構築、線量低減対策
・間伐（伐採、運び出し）、土のう運搬
作業（有償）等
・体制構築、線量低減対策
・間伐（伐採、運び出し）、土のう運搬
作業（有償）等

H27

実現に向けての課題など

・間伐した木材の置場の確保
（環境省の仮置場を使えない）

随時計画・実施

村、地元組織

・間伐した木材の置場の確保
（環境省の仮置場を使えない）

村、地元組織、村民

・住民参加型のわかりやすいシステムづくりが必要

村、地元組織、村民

・村民のニーズを踏まえた学習機会づくりが必要

・放射能学習

・放射能学習会（放射能への理解の醸
成）
・村民のリーダーの育成

・村営住宅の復旧事
業

・住宅の改修、取壊し（廃止）

改修
廃止

未利用地等

・高齢者住宅の整備

・各区の中心への集住支援
・高齢者の共同住宅の検討
（新築、空き家）
・高齢者住宅改修の補助事業導入

事業化検討・事業

学校跡地等

・一時居住施設の整
備

・一時居住施設の計画設計、整備

未利用地等

・帰還用住宅

・帰還準備支援のための中心への居
住環境の整備

三春町

・復興公営住宅

村全域

・空き家バンク

診療所
地域福祉セン
ターみどり荘
健康増進セン
ター
介護施設

事業主体

H29
以降

村、地元組織

・農産品、空間線量の測定
・データベース化、マップ化、公表

村全域

H28

随時計画・実施

・放射線測定
・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化
・放射能学習

村営住宅

（１）中心
部拠点
整備

目的

ｼｽﾃﾑ
構築

随時実施

随時実施

事業化
検討

村

拡大検討

村

・独居高齢者世帯等、新しい住まい方のニーズの検討
・支え合い、共同で作業するコミュニティづくり
・村営住宅を廃止した跡地（公有地）の活用を検討
・独居の後期高齢者の世帯数により計画検討すること
が必要
・独居高齢者世帯等、新しい住まい方のニーズの検討
・支え合い、共同で作業するコミュニティづくり

村

・村民の帰還ニーズを踏まえて検討することが必要

事業化検討・事業

村

・利用終了時の転用、公共施設の一時転用等の検討
が必要
・村民の帰還ニーズを踏まえて検討することが必要

事業化検討・事業

村

・居住意向を踏まえて検討することが必要

村

・空き家活用の検討

・医師の体制強化が課題
・社会福祉協議会の２地域サービスに係る体制支援が
必要

計画・設計、事業

・災害復旧

・帰還困難区域・居住制限区域、子育
て世帯の居住環境の整備
・空き家バンク
・活用可能な空き家の調査
・空き家情報の発信、受入れ体制づく
り
・移住促進
・内科・歯科診療所の復旧工事

復旧

村

・災害復旧

・みどり荘の復旧工事

復旧

村

・災害復旧

・健康増進センターの復旧工事

復旧

村

・利用促進方策の検討も必要

・要介護者への村内
サービス体制の確保

・介護施設（特別養護老人ホーム、グ
ループホーム、サービス付高齢者住
宅等）の誘致・整備

村、民間

・高齢者ニーズ、高齢者住宅整備、中心部への人口定
着動向、周辺市町整備状況等を踏まえた事業化検討
が必要

事業化検討・事業

拡大検
討

導入可能性検討、事業計画・設計、
事業
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実施年度
取り組み

④商店再生

（１）中心
部拠点
整備

⑤シンボル環境
整備

場所

目的

商業ゾーン等

・既存商店等の再生
・中心部のにぎわい拠
点づくり

落合地区

花見山づくり

葛尾川、国道
399 号、浪江
三春線等

・健康散策ルートづく
り
・桜、ヤマボウシの植
栽等

・計画検討
・苗木づくり
・植栽

落合地区

・自然・エネルギー循
環村づくりの拠点施
設の整備

・公共施設群への太陽光発電システム
・木質バイオマス実験施設整備等の検
討（せせらぎ荘への主な熱供給）
・情報発信・学習空間の整備

小学校・中学
校

・学校の再編

・学校の再編（小・中学校）
・学校再開、跡地利用

再編
計画・
設計

幼稚園

・災害復旧事業

・災害復旧
・保育機能の強化（子ども園の整備）

再編
計画・
設計

優良農地

・ほ場整備

⑥子育て支援環
境の充実

①-1
ほ場・基盤整備
①-2
畜産の再建
①-3
観光交流

・畜産の再建
・農業畜産体験観光

②-1
試験栽培
（2）安心
農業基
盤・体制
の強化

（３）安心
基盤・体
制の確
保

主な事業内容
・既存商店等の再生支援
・物販・飲食・交流等で賑わう拠点施設
（地域物産品直売所、農家レストラ
ン、多目的イベント広場、交流サロ
ン、村の情報発信基地等）の整備
・花見山公園の計画
・苗木づくり
・森林除染、植栽

H26

H27

導入可能性検討、
事業計画・設計、
事業

村、地元組織

・間伐した木材の置場の確保
（環境省の仮置場を使えない）

苗木

随時実施

拡大検
討

村、地元組織

・村民意向を踏まえた施策検討が必要

拡大

村、地元組織

・モデル実証展開も含めて村内外への取り組みの機運
や関心を高めていくことが必要

段階的な実施検討

村

・村内での学校再開時期を検討する必要

段階的な実施検討

村

・村内での幼稚園再開時期を検討する必要

随時検討・計画・実施

村

・適切な仮置き場対策と、拠点形成・経営強化への理
解醸成が必要

随時計画・実施

・ほ場整備を実施する地区の選定
・農地の大規模化
・水路整備
・畜産再開の支援
・畜産共同管理の組織化
・地域資源を活用した付加価値づくり
・体験プログラムづくり

随時検討・計画・実施
随時計画・実施

・放射能の風評被害
等に強い農業体制

導入
可能性
検討

③-1
集落営農体制整
備

・集落営農体制の構
築

・農地の集積化
・放棄地活用
・法人化等の経営体制強化（中山間地
直接支払制度組織の活用）
・6 次産業化の検討・集落営農の支援
・試験栽培、放射能風評被害の払拭

導入
可能性
検討

③-2
人材育成

・人材育成

・リーダー育成講座

・高齢者等の移動を支 ・バス輸送の最適化
援する公共交通サー ・有償ボランティアタクシー等や需要供
ビスの確保
給のマッチングシステム・体制の導入

・既存店舗等の帰還・事業参画意向や、農畜産業振
興・周辺拠点施設整備動向等を踏まえた拠点整備の
事業化検討が必要

拡大検
討

・ハウス栽培再開支援
・次世代施設園芸拠点整備事業
・放射能の影響を受けない作物への転
作促進
・バイオ燃料栽培実験

村全域

村、商業者（民間）

随時実施

・試験栽培の実施、拡大
・農作物の線量測定

①-1
公共交通

事業拡大

実現に向けての課題など

計画
苗木

・試験栽培

②-2
新作物

事業主体

H29
以降

H28

村、地元組織

・再建ニーズを踏まえつつ組織体制強化も検討していく
ことが必要
・村民や都市部ニーズを踏まえた有効な施策検討が必
要

村、地元組織、村民

・人的体制の強化や、安全性の有効なＰＲ強化の検討
が必要

随時計画・実施

村、地元組織

・営農者等のニーズや先進事例等を踏まえた有効な施
策検討が必要

随時計画・実施

村、農業協同組合、地元組織

・既存組織・人材等の有効活用と（仮称）かつらお復興
活動センターとの連携が必要

村、地元組織

・営農者等のニーズを踏まえた有効な施策検討が必要

村、地元組織

・公共交通利用ニーズや事業参画意向等を踏まえたシ
ステム・体制等の事業化検討が必要

随時計画・実施

随時計画・実施

導入可能性検討、
事業計画、事業
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農業協同組合、地元組織

実施年度
取り組み

①-2
道路整備

（３）安心
基盤・体
制の確
保

（４）再生
可能エネ
ルギー・
地域活
性化

②安心見守りシ
ステムの構築

国道、県道

目的

主な事業内容

・村内外を結ぶ幹線道
路網の強化

・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

設計・事業

・高齢者や周辺地域
の暮らしの安心や便
利さの増進

・ＩＣＴシステム整備（安否確認、遠隔医
療、宅配・移動支援等）及び、指導員
育成と村民学習機会拡大

・各地区の暮らしの安
心や元気を支え合う
体制の強化

・各地区の維持・再生に係る活動を支
援する共助組織（仮称・かつらお復興
活動センター）の導入

・葛尾村の維持・再生
を支援する多様な体
制の確保・充実

・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ター制
度の導入

H26

H27

H28

事業主体

H29
以降

実現に向けての課題など

国・県

・大幅な拡幅等については関係者との協議調整が必要

導入可能性検討、
事業計画、事業

村、村民

・村民の情報利用や指導員参加ニーズ等を踏まえた
ICT システム・体制等の事業化検討が必要

導入可能性検討、
事業計画、事業

地元組織

・各地区の維持・再生に係る重要課題や事業参画ニー
ズ等を踏まえつつ、身近な雇用機会の創出にもつな
がる新たな組織・体制等の事業化検討が必要

村全域

③支援体制の強
化

村内外

①-1
太陽光

モデル地区

①-1
バイオマス等

モデル地区

②-1
環境共生

モデル地区

②-2
地中熱

・太陽光発電展開に
資するモデル整備
・木質バイオマス・小
水力・風力発電の施
策展開
・環境共生・学習の環
境づくりと理解醸成

・モデル事業の構築
（中心部、農業拠点等）
・モデル事業の構築
（中心部、農業拠点等）

モデル地区

・地中熱利用展開に
資するモデル整備

モデル地区

・計画立案
・候補地の選定

導入可能性検討、
事業計画、事業

地元組織

導入可能性検討、
事業計画・設計、事業

・〔仮称〕かつらお復興活動センターとの連携に留意し
つつ、村民だけでは実現できない新たな村の活性化
（UIJ ターンや一時宿泊促進、観光交流人口増大、イ
ベント参加、地域産品購入等）も視野に新たな組織・
体制・事業等の事業化検討が必要
・関係者の事業参画意向、電力会社意向等を踏まえた
事業化検討が必要

拡大

村、地元関係団体

導入可能性検討、事業計画・設計、
事業

村、地元関係団体

・関係者の事業参画意向、電力会社意向、除染状況等
を踏まえた事業化検討が必要

学習・理解醸成、モデル事業
計画・設計、事業

拡大

村

・村民・関係者の事業参画意欲の喚起や理解醸成（リ
ーダー育成含む）のための取り組み強化が必要

・モデル事業の構築
（中心部公共施設、住宅等）

導入可能性検討、事業計
画・設計、事業

拡大

村、地元関係団体

・関係者の事業参画意向、井戸掘削状況等を踏まえた
事業化検討が必要

・広域的な環境に係る
研究等の拠点施設
の誘致

・〔仮称〕自然保護センター（エコミュー
ジアム）事業の構築検討
・誘致検討
・研究・体験等を通じた人材育成

導入可能性検討、事業計画・設計、
事業

村、他

・落合丘陵地開発地区、東部地域等を対象に、導入適
地の調整が必要
・広域的施設の誘致に係る関係機関等との検討調整
が必要

①-1
感謝祭

・感謝祭の実施

・感謝祭の企画、実施

随時計画・実施

村、地元組織、村民

・村民意向を踏まえた施策検討が必要

①-2
交流イベント

・四季折々のイベント
（芋煮会、盆踊り等）

・一時帰還交流イベントの企画、実施

随時計画・実施

村、地元組織、村民

・村民意向を踏まえた施策検討が必要

①-3
シンボルグッズ、
ロゴマーク等

・復興を対外的にアピ
ール

随時計画・実施

村、地元組織、村民

・村民意向を踏まえた施策検討が必要

①-4
チャレンジ制度

・村民主体の動き
・外部との交流

随時計画・実施

村、地元組織、村民

・村民意向を踏まえた施策検討が必要

実施

村、地元組織、村民

・村民意向を踏まえた施策検討が必要

村、地元組織、村民

・村民意向を踏まえた施策検討が必要

③広域研究等拠
点

（５）絆強
化イベン
ト

場所

①-5
復興シンボル拠
点（花見山）

落合地区

・花見山づくり（再掲）

②新たな魅力の
創造発信

村全域

・村内ツアー
・健幸まちづくり

・キャッチコピー、シンボルグッズ、ロゴ
マークの制作
・上記を活用した広報・ブランド戦略
・村民主体の動きの支援（チャレンジ提
案制度）
・外部の若者（大学生等）との交流
・花見山公園の計画
・苗木づくり
・植栽
・体験交流プログラム
・健康散策コース
・健康サロン
・健康イベント
・健康見守りシステム

計画
苗木

計画

8

実施

