
平成２８年３月 

熊本県 大津町 

大 津 町 ま ち ・ ひ と ・ し ご と

創 生 総 合 戦 略





目次 

１ 総合戦略の基本的考え方 ........................................................................... 1
（１）はじめに ............................................................................................................ 1
①計画策定の背景 ........................................................................................................... 1 
②国の基本的な考え方.................................................................................................... 1 

（２）計画の位置づけ ................................................................................................. 2
①基本的な位置づけ ....................................................................................................... 2 
②計画期間 ...................................................................................................................... 2 
③大津町振興総合計画との関係 ..................................................................................... 2 

２ 人口の現状及び将来の展望........................................................................ 4
（１）現在の状況と将来の推計から見る課題 .............................................................. 4
（２）目指すべき人口の将来展望 ................................................................................ 7
①国・県の推計の考え方 ................................................................................................ 7 
②大津町の人口の将来展望の考え方 .............................................................................. 7 
③大津町の人口の将来展望 ............................................................................................ 9 

３ 施策の企画・実行にあたっての基本方針 ................................................. 10
（１）まち・ひと・しごとの創生に向けた政策５原則 .............................................. 10
（２）連携による取り組み体制 ................................................................................. 11
①地域間の連携 ............................................................................................................ 11 
②地域一丸となった取り組み ....................................................................................... 11 

（３）政策の検証 ...................................................................................................... 11

４ 基本目標と施策の方向性 ......................................................................... 12

５ 実現に向けた施策 ................................................................................... 15
５－１ 施策の概要及び体系 ..................................................................................... 15
５－２ 具体的な施策・施策毎の重要業績評価指標.................................................. 16
５－２－１『力強く自立した産業の振興と雇用の創出』 .......................................... 16
（１）農業の人材確保と新たな展開 ～魅力ある農業の発展プロジェクト～ ........... 16
（２）地域に根差す企業の振興と新たなビジネスの創出～工業集積№１プロジェクト～

 ................................................................................................................................... 19
５－２－２『大津ブランドの掘り起しによる新たな人の流れの創出』 ..................... 20
（１）地域移住の推進～住んでみて大津プロジェクト～ .......................................... 20



（２）まちの賑わい・人の還流づくり～大津わくわくプロジェクト～ ..................... 23
（３）若者の地域就労の推進 ～地域で働く若者応援プロジェクト～ ..................... 26
５－２－３『未来を拓くふるさとづくり』 ................................................................ 27
（１）結婚・妊娠・出産・子育て支援の充実～地域で育む子ども・子育て支援プロジェ

クト～ ........................................................................................................................ 27
（２）ワーク・ライフ・バランスの実現～女性が輝く社会プロジェクト～ .............. 29
５－２－４『地域に愛着を持つ、魅力的な生活環境づくり』 ................................... 30
（１）持続可能な地域づくり～大津版コンパクトシティプロジェクト～ .................. 30
（２）安心して暮らせる地域づくり～安全・安心プロジェクト～ ............................ 31



- 1 - 

１ 総合戦略の基本的考え方

（１）はじめに

①計画策定の背景

 国は、平成 26年 12月にまち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、若い世代の就労・
結婚・子育ての希望の実現、東京一極集中の歯止めや地域の特性に即した地域課題の解決

の３つの視点を基本に魅力あふれる地方の創生を目指すこととしています。

 大津町においても、国の方針を踏まえ、地域の特色や地域資源を生かしつつ、人口減少

問題に特化した施策の推進に向けて、「大津町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定

を進めます。

②国の基本的な考え方

●「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本的な考え方

人口減少と地域経済縮小の克服 

 地方は、人口減少を契機に、「人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮

小が人口減少を加速させる」という負のスパイラルに陥るリスクが高い。

 人口減少克服・地方創生のためには、３つの基本的視点から取り組むことが重

要

①「東京一極集中」の是正 

②若い世代の就労・結婚・子育ての希望実現 

③地域の特性に即した地域課題の解決 

まち・ひと・しごとの創生の好循環の確立 

「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立

するとともに、その好循環を支える「まち」に活力を取り戻す。

①しごとの創生 

・若い世代が安心して働ける「相応の賃金、安定した雇用形態、やりがいのあ

るしごと」という「雇用の質」を重視した取り組みが重要。 

②ひとの創生 

・地方への新しい人の流れをつくるため、若者の地方での就労を促すとともに、

地方への移住・定着を促進する。 

・安心して結婚・出産・子育てができるよう、切れ目ない支援を実現する。 

③まちの創生 

・地方で安心して暮らせるよう、中山間地域等、地方都市、大都市圏等の各地

域の特性に即して課題を解決する。 
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（２）計画の位置づけ

①基本的な位置づけ

 『大津町まち・ひと・しごと創生総合戦略』は、「まち・ひと・しごと創生法」第

10 条に基づく計画です。 

 人口減少社会の克服を目指し、45年後（2060 年）を見据えた将来展望を示す「人

口ビジョン」と、このビジョンを踏まえた今後 5年間の具体的な戦略を示す「総合

戦略」を一体的に策定します。 

 また、「人口ビジョン」及び「総合戦略」は、『大津町振興総合計画』を実現するた

めの、横断的分野別計画として位置付け、我が国における人口減少克服と地方創生

における政策課題に対応した計画策定を進めます。 

②計画期間

■人口ビジョン 

 国の「長期ビジョン」と整合させ、2060 年とします。 

■総合戦略 

 国の「創生総合戦略」と整合させ、平成 27 年度（2015 年）から平成 31年度（2020

年）までとします。 

③大津町振興総合計画との関係

■大津町振興総合計画の横断的分野計画（戦略プロジェクト）の役割 

 『大津町振興総合計画』は、町として望ましい将来像を描くとともに、目標を達成

するために必要な施策の方向や、具体的方策を定めた計画で、町政全般に及ぶ最上

位の計画となります。 

 この中で、「総合戦略」は、幅広くとらえると町全般の計画となりますが、まち・

ひと・しごと創生に関する対策を、改めて深堀りし、特に重点的に取り組む施策を

検討しまとめる計画となります。 

 このため、「人口ビジョン」及び「総合戦略」は、大津町振興総合計画と一体的に

取組みながら、当該計画の中で実施する「まち・ひと・しごと創生」に関連する施

策を横断的に連携し、相互に連携・融合させる取組みとして、戦略的にまとめます。 

■大津町振興総合計画の深化 

 『大津町振興総合計画』では、「みんなでつくろう 元気 大津 人と自然にやさ

しい 心かよいあう まち」を目指し各施策に取り組んできたところです。 

 そこでは、人口・都市構造の変化、働く場の創出、また地域特性の発揮に向けた施

策を位置づけるなど、地方創生の流れを汲む各種施策を展開してきたところです。

しかし、国の地方創生における人口減少への対応、東京一極集中の是正等の新たな

方向の中で、計画の見直しを進める部分もあります。 
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 そこで、前述の通り「総合戦略」については、大津町振興総合計画の横断的分野計

画として、施策の連携を図るとともに、国等の方向性、「人口ビジョン」等による

新たな課題を踏まえ、施策の深化を進めます。 

■次期計画との連携・整合 

 『大津町振興総合計画（第 5次）』は、平成 18年 4 月から平成 28 年 3 月を計画年

次としていましたが、現在計画期間の変更（平成 30 年 3 月）等を進めている所で

す。 

 このため、それぞれの計画において、計画対象期間のズレが発生するものとなりま

すが、各取り組みの連携・整合を図るとともに、次期（第 6次）大津町振興総合計

画の策定にあたって、方向性の整合を進めます。 

図：大津町振興総合計画と大津町まち・ひと・しごと創生総合戦略との関係 

図：大津町振興総合計画と大津町まち・ひと・しごと創生総合戦略の計画対象期間 

大津町振興総合計画 
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●基本構想（平成18年度～30年度）
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 ・平成 31 年度（2020 年）までの 5 ヵ

年計画 
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 ＊基本的方向 
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２ 人口の現状及び将来の展望

（１）現在の状況と将来の推計から見る課題

 ※本項は、「大津町人口ビジョン」における大津町の人口の現況及び将来展望とともに、

大津町町民アンケート調査結果を整理

 大津町は、自然動態、社会動態ともにプラスを示し、昭和 50年以降人口は増加して
います。特に社会動態は、男女ともに若者の転入が多く（20～24歳から 25～29歳に
なるときに転入超過）、その他地域とは大きく違った傾向です。（他地域では、20～24
歳から 25～29歳になるときに転出超過 ※若者の流出が顕著）しかし、これら若者の
転入超過の傾向は、企業誘致、美咲野の住宅開発等により生じたもので、企業誘致が収

束する現在では、将来的に若者の流入は一定程度減少することが予想されます。

 人口推計シミュレーション結果においても、合計特殊出生率が 2.1、移動無しの平成
72年（2060年）の将来人口は 36,911人となり、移動率が社人研に準拠（※1）する場
合の 30,201人に比べて約 6,700人の差が生じています。
 このため、大津町の人口・活力を維持していくためには、若者の流入を維持する事が

求められます。特に、今後は、現在の企業の集積特性を活かしながら、継続して大津町

の企業と若者を繋ぐ取り組みや、地域特性を活かした新たな産業を創出する事などによ

り、若者の移住・定住を維持・誘導していく事が必要です。

●大津町は、熊本県の産業拠点・働く場として重要な役割を担い、これによる若者の流入も

多く、本町の人口増加の要因となっています。このため、将来も産業拠点としての機能と

大津町の活力を維持していくためには、若者の流入を維持・誘導するとともに、若者をはじ

め、大津で働く人、大津に住む人が将来にわたって、大津に住まう事が出来る・住みたく

なる地域づくりが求められます。 

※1：移動に関する仮定 

原則として、平成 17(2005)～22(2010)年の国勢調査（実績）に基づいて算出された純移

動率が、平成27(2015)～32(2020)年までに定率で0.5倍に縮小し、その後はその値を平

成 47(2035)～52(2040)年まで一定と仮定。 
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 本町の主要産業となる製造業は、比較的若い世代が多く占める一方で、もう一つの主

要産業となる農業・林業は、60歳以上が 6割近くとなり、従業者の高齢化、担い手不
足が大きな課題となっています。「からいも」をはじめとする農産物は、大津の特産品

として、6次産業への展開、観光との連携など、新たな人の流れを生み出す資源となり
ます。これら、先人により育まれてきた大津の豊かな田園風景、営農環境を守り、受け

継いでいくためにも、大津の地域特性を活かし、農業等の活性化を進める事が必要です。

 また、大津の若者アンケートでは、大津町での定住意向は、「大津町以外に住みたい」

「どちらとも言えない」の割合が、進学・就職者ともに半数以上を超えています。流入

人口が多い一方で、若者の地域での就職、定住は低く、今後、人口減少に拍車をかける

原因になると考えられます。

このため、地域特性を活かした農業の振興、新たな産業を創出する事などにより、地

域で働く場を生み出していく事が必要です。特に、新たな就業環境については、一度地

域を離れた人が、将来は大津で働きたいと思えるような環境を整えて行く事が重要とな

ります。

●先人から受け継がれる大津の文化や歴史を活かしつつ、新たな産業を生みだすことで、

大津の新たな活力や賑わいを創出する事が求められます。このため、これまで育まれてき

た大津の生業＝農業を守り、受け継いでいく事が必要です。加えて、現在大津に住む若

者が将来にわたって、働ける場を創出していく事が必要です。 
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平成 20年～平成 24年の大津町の合計特殊出生率は 1.83で、県平均 1.61、全国平均
1.41より高い値を示しています。しかし、人口置換水準である 2.07（人口を長期的に
一定に保てる水準で、国の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」で定める将来の目

標値）に比べて低い値となります。

また、アンケート調査等による既婚者・独身者の「理想子ども数」や独身者の「結婚

希望率」は、県のそれに比べて低く、結婚しやすい環境、子どもを産み、育てやすい環

境等において課題があると考えられます。特に、保育園や幼稚園の環境の満足度が低く

なっています。

このため、若い世代、子育て世代が安心して、結婚・妊娠・出産・育児をしやすい環

境づくりを進める事が求められます。

●若者の流入が多く、人口が増加している一方で、「既婚者及び独身者の理想子ども数」や

「独身者の結婚希望率」は県平均より低い値を示しています。このため、若い世代、子育

て世代が安心して、結婚・妊娠・出産・育児をしやすい環境づくりを進める事が求められま

す。 

※理想子ども数（既婚者） 

理想子ども数 資料 

大津町 2.54 
「結婚・出産・子育てアンケート（H27.11）」 
・大津町に住む 18～39 歳の女性に尋ねた「理想子ど
も数」（既婚者の結果） 

熊本県 2.65 
「第 14回出生動向調査（社人研）（2010 年）」 
・妻の年齢が 50歳未満の夫婦に尋ねた理想的な子
供の数（九州） 

国 2.07 
「第 14回出生動向調査（社人研）（2010 年）」 
・妻の年齢が 50歳未満の夫婦に尋ねた理想的な子
供の数（全国） 

※希望子ども数（独身者） 

理想子ども数 資料 

大津町 1.96 
「結婚・出産・子育てアンケート（H27.11）」 
・大津町に住む 18～39 歳の女性に尋ねた「希望子ど
も数」（独身者の結果） 

熊本県 2.26 
「第 14回出生動向調査（社人研）（2010 年）」 
・18～34歳の独身者（女性）のうち、「いずれ結婚する
つもり」と答えた者の平均希望子ども数（九州） 

国 2.12 
「第 14回出生動向調査（社人研）（2010 年）」 
・18～34歳の独身者（女性）のうち、「いずれ結婚する
つもり」と答えた者の平均希望子ども数（全国） 
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（２）目指すべき人口の将来展望

①国・県の推計の考え方

国の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」では、合計特殊出生率は、平成 32年(2020
年)1.6、平成 42年(2030年)1.8、平成 52年(2040年) 2.07（人口置換水準）とすることが
位置付けられています。

また、県の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」では、国の動向を踏まえ、合計特

殊出生率は、平成 42年(2030年)2.0、平成 52年(2040年)2.1とすることが位置付けられ
ています。加えて、人口移動は、現在の社会減が平成 32年（2020年）までに半分程度縮
小し、その後は均衡することを位置付けています。

大津町においても、国や県の位置づけや考え等を踏まえ、合計特殊出生率、移動率の設

定を行い、人口の将来展望を行います。

表：国・県の人口の将来展望の設定の考え（合計特殊出生率及び移動率の設定） 

平成 22年

（2010 年）

平成 32年 

(2020 年) 

平成 42年 

(2030 年) 

平成 52年 

(2040 年) 

合計特殊

出生率 

国 1.4 1.6 1.8 2.1

熊本県 1.6 2.0 2.1

移動率 

国  ― ― 

熊本県
 平成32年までに

社会減が半減 

平成 32以降は均衡 

②大津町の人口の将来展望の考え方

大津町においては、「２（１）現在の状況と将来の推計から見る課題(P4)」で整理した
人口動向等の課題に対し、本計画をはじめ、今後その対策を講じていくことで、現在の一

定の人口の流入を維持し、若い世代の結婚、出産、子育ての希望が実現されると仮定し、

人口の将来展望を行います。

（ⅰ）合計特殊出生率は、2030年までに 1.93、2040年までに 2.1へ上昇することを
目指す

前述の通り、国や県の合計特殊出生率の設定の考え、少子高齢化対策施策等と連携す

るともに、町独自の取組みを推進する事で、合計特殊出生率を 2030年までに 1.93（※
１）、2040年までに 2.1（※２）へ上昇することを目指します。

※1：町民理想出生率より設定 

・国民希望出生率の考え方に準じて、有配偶者及び独身者の割合については国勢調

査のデータ、理想子ども数については、アンケート調査結果を用いて、町独自に算定

したもの。 

※２：国・県の設定を踏襲 

・国及び県の人口ビジョンを踏まえ、2040 年までに合計特殊出生率を 2.1 へ上昇するこ

とを目指す。 
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（ⅱ）人口移動は、平成 17(2005)～22(2010)年の国勢調査（実績）に基づいて算出さ
れた純移動率が、平成 27(2015)～32(2020)年までに定率で 0.5倍に縮小し、そ
の後はその値を平成 47(2035)～52(2040)年まで一定（現在の若者の定住を一定
程度維持）

大津町の社会動態は、これまでの大規模な企業誘致、美咲野の住宅開発等により若者

の転入が多く、人口増加を示していました。しかし、今後は、開発等が収束することか

らも、将来的に若者の流入は一定程度減少することが予想されます。

このため、大津の人口や活力を維持していくため、既存産業の維持、新たな産業の創

出、また定住の促進及び住みよい地域づくりを進める事で、現在の若者等の定住を一定

程度維持していく事を目指します。そこで、人口移動は、平成 17(2005)～22(2010)年
の国勢調査（実績）に基づいて算出された純移動率が、平成 27(2015)～32(2020)年ま
でに定率で 0.5倍に縮小し、その後はその値を平成 47(2035)～52(2040)年まで一定と仮
定します。

数値設定について 

・予定子ども数（町民理想出生率）：「町民アンケート調査（2015）」における 18歳～39歳

（女性）のうち、既婚者に尋ねた「理想的な子どもの人数」 

・予定子ども数（町民予定出生率）：「町民アンケート調査（2015）」における 18歳～39歳

（女性）のうち、既婚者に尋ねた「予定している子どもの人数」 

・独身者の希望子ども数（大津町）：「町民アンケート調査（2015）」における 18歳～39歳

（女性）のうち、独身者に尋ねた「理想的な子どもの人数」 

①有配偶者割合 ②予定子ども数
③独身者割合
（1-①）

④独身者のうち
結婚希望者割合

⑤独身者の希望
子ども数

⑥離死別再婚効
果係数

国民希望出生率
（①*②+③*④*
⑤）*⑥

（％） （人） （％） （％） （人） （人）

46(%) 2.54(人) 54(%) 84(%) 1.96(人) 0.938

(2010国勢調
査：大津町・女性
15～39歳）

(町民アンケート：
女性19～39歳)

-
(町民アンケート：
女性19～39歳)

(町民アンケート：
女性19～39歳)

（全国）

34(%) 2.07(人) 66(%) 89(%) 2.12(人) 0.938

(2010国勢調
査：全国・女性
18～34歳）

(出生動向調査：
全国・夫婦50歳
未満)

-
（出生動向調査：
全国・女性18～
34歳）

（出生動向調査：
全国・女性18～
34歳）

（全国）

35(%) 2.33(人) 65(%) 89(%) 2.26(人) 0.938

(2010国勢調査
熊本県・女性18
～34歳）

(出生動向調査：
九州・夫婦50歳
未満)

-
（出生動向調査：
全国・女性18～
34歳）

（出生動向調査：
九州・女性18～
34歳）

（全国）

35(%) 2.65(人) 66(%) 89(%) 2.26(人) 0.938

(2010国勢調査
熊本県・女性18
～34歳）

(出生動向調査：
九州・夫婦50歳
未満)

-
（出生動向調査：
全国・女性18～
34歳）

（出生動向調査：
九州・女性18～
34歳）

（全国）

大津町
（町民理想出生率）

1.93

全国 1.83

1.99
熊本県

（県民希望出生率）

熊本県
（県民理想出生率）

2.12
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③大津町の人口の将来展望

 ②の結果、2060 年大津町の人口は、36,392 人となります。

 今後、町民の理想の子ども数の達成、それに向けた結婚・出産・子育て環境の改善、ま

た、大津で住み働く人を維持・増加してくための整備を進めていく必要があります。しか

し、人口減少対策には、長期的な視点からの取り組みが必要となります。

 そのため、本計画に位置付ける総合戦略の取り組みを継続的に実施し、人口の将来展望

の達成を進めます。

31,233 

35,159 
34,572 

35,666

36,392

35,454 35,944

27,000

29,000

31,000

33,000

35,000

37,000

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

パターン１（社人研）

パターン３（町独自）

パターン４（国出生率）

（人）
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３ 施策の企画・実行にあたっての基本方針

（１）まち・ひと・しごとの創生に向けた政策５原則

 国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」においては、従来の政策の弊害を排除し、人

口減少の克服と地方創生を確実にするため、今後の政策を検討するにあたっての原則を定

め、その原則に基づき、関連施策を展開するとされています。

 本町においても、その５原則を踏まえ、総合戦略に沿って施策を展開します。

まち・ひと・しごとの創生に向けた政策５原則を踏まえる 

①自立性 

・各施策を一過性の対症療法的なものにとどめず、構造的な問題に対処し、地

域・事業者・個人等の自立につなげる。また、地域内外の有用な人材の積極

的な確保・育成を図る。 

②将来性 

・地域において、自主的かつ主体的に、夢を持って前向きに取り組むことを、

支援する施策に重点を置く。活力ある地域産業の維持・創出、中山間地域等

において、地域の絆の中で心豊かに生活できる環境を実現する仕組み等も含

む。 

③地域性 

・画一的手法や「縦割り」的な支援ではなく、各地域の実態に合った施策を展

開する。客観的データに基づき、地域の実情や将来の分析を踏まえた施策と

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、ひとの移転・しご

との創出やまちづくりを直接的に支援する施策に取り組む。また多様な主体

の連携を促し、政策の効果を高める。 

⑤結果重視 

・明確な PDCA メカニズムのもと、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、必要な改善を進める。 
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（２）連携による取り組み体制

①地域間の連携

 国、県の地域連携施策を活用しつつ、近隣自治体をはじめ地域間の広域連携を積極

的に進めます。 

②地域一丸となった取り組み

 「総合戦略」における施策の展開にあたっては、複数の分野・主体の連携が重要と

なります。特に、「総合戦略」が、横断的分野計画（戦略プロジェクト）の役割を

担うことからも、各分野・主体が連携する仕組みを構築しながら施策を推進します。 

 地方創生は、大津町のみならず、地域及び本町に関係する様々な企業や団体と連携

して取り組む事が重要です。このため、町民や産官学金労言の各主体の協力を得な

がら、地域一丸となって地方創生の取組みを推進できる体制を構築します。 

（３）政策の検証

 地域課題に基づく適切な政策目標を設定し、「総合戦略」の進捗を検証し、改善する

PDCA サイクルの確立を進めます。このため、大津町の特性（現況や課題）を的確に把握

するとともに、庁内推進体制のほか、産業界や行政機関、学識経験者、金融機関、住民団

体等で構成する「大津町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会」を設置し、本組織

による定期的な点検・検証を行い、必要に応じて施策や事業の追加・見直し等を行います。
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４ 基本目標と施策の方向性

 「大津町まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、「まち・ひと・しごと創生」が目指

す、「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立するとと

もに、その好循環を支える「まち」に活力を取り戻すため、「大津町人口ビジョン」及び

国や県の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を踏まえ、次の「基本目標」を設定します。

～安定した雇用の創出～ 

力強く自立した産業の振興と雇用の創出 

・県及び九州圏を支える、産業拠点としての機能を維持・強化し、今ある仕事

の安定と向上を図ります。 

・豊かな自然の恵みにより育まれた農林業の発展や、新たな展開による付加価

値の創出など、魅力ある雇用の創出を図ります。 

・既存及び新規産業の振興とともに、産業と地域が共生するまちづくりにより、

地域（人）も産業も元気になる取り組みを進めます。 

～新しい人の流れをつくる～ 

大津ブランドの掘り起しによる新たな人の流れの創出 

・空き家を活用した移住・定住の促進、また農業、田舎暮らし、子育て世代の

定住等を求める人とのマッチングなど、大津で住み働く人の流れをつくりま

す。（定住） 

・大津ならではの体験・滞在型観光、スポーツのまちづくりなど、豊かな自然、

食材、特徴を掘り起こし、新たな人の流れをつくります。（観光・交流） 

・上記にあげる、大津での新たな住まい方、働き方を生み出すための、新たな

産業、雇用の創出、それを生み出す支援の充実により、地域で働く流れをつ

くります。 
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～若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる～ 

未来を拓くふるさとづくり 

・若い世代が安心して結婚・妊娠・出産・育児をしやすい社会をつくり、若者

の希望の実現を目指します。 

・結婚・出産・子育て環境については、社会全体を取り巻く環境も重要である

ことから、国や県等における取り組みとの歩調をあわせ、連携しながら取り

組みます。 

～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結ぶ～ 

地域に愛着を持つ、魅力的な生活環境づくり 

・地域で住み・働きたいと望む若者を増やしていくため、地域に愛着が持てる

取り組みを推進します。そのため、人と人との交流、地域と人との交流、地

域コミュニティの活性化を目指します。 

・「しごと」と「ひと」の好循環は、それを支える「まち」が魅力的であるこ

とが重要です。そのため、子どもや高齢者等が住みやすい、やさしいまちづ

くりを進めます。 
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参考：国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標 

＜基本目標①＞ 地方における安定した雇用を創出する 

＜基本目標②＞ 地方への新しいひとの流れをつくる 

＜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 

＜基本目標④＞ 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、 

        地域と地域を連携する 

参考：「熊本県まち・ひと・しごと創生総合戦略（仮称）」（素案）の基本目標（H27.8） 

＜基本目標①＞ 熊本の発展を支える産業と、魅力ある雇用を創出する 

＜基本目標②＞ 熊本への人の流れを創るとともに、人材の流出を抑制する 

＜基本目標③＞ 県民の結婚・出産・子育ての希望を実現する 

＜基本目標④＞ 県民が誇りを持ち安心して暮らし続ける地域を創る 
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５ 実現に向けた施策

５－１ 施策の概要及び体系

 「大津町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の達成に向けて、『４．基本目標と施策の方向性』に掲げた、４つの基本目標の達成に向けて、各施策の実施を進めます。

図：施策の体系 

～安定した雇用の創出～ 

１．力強く自立した産業の振興と魅

力ある雇用の創出 

（１）農業の人材確保と新たな展開 

～魅力ある農業の発展プロジェクト～ 

（２）地域に根差す企業の振興と新たなビジ

ネスの創出 

～工業集積№１プロジェクト～ 

①農業の発展と魅力ある農業を創造する
多様なひとづくり 

・若手農業者の確保や農業従事者への支援 
・農業の安定的な経営を支える仕組みづくり 

②地域ブランド力の創出 
・大津農産物による新たな魅力創出や６次産業化 
・「からいも」を活用した新たな商品開発や販売促進 

③地域に根ざす企業の振興と地域と企
業の連携 

・工業集積特性を活かし、産官学金等との連携による企業への操業支援 
・地域で働く人材の確保に向けた企業支援、若者が働く場の創出 

～新しい人の流れをつくる～ 

２．大津ブランドの掘り起しによる

新たな人の流れの創出 

（２）まちの賑わい・人の還流づくり 

～大津わくわくプロジェクト～ 

（１）地域移住の推進 

～住んでみて大津プロジェクト～ 

（３）若者の地域就労の推進 

～地域で働く若者応援プロジェクト～ 

④移住・定住の促進 
・空き家を活用した移住・定住促進 
・若い世代が住みたくなる住宅の確保に向けた、大津版リノベーション技術の 
 育成 

⑤大津版ツーリズムの創出（地域滞在型観
光の振興） 

・おおづ触れ合い体験事業（各種ツーリズムの展開） 

⑥まちおこし人材育成・活用 
大津 Next Stage プロジェクト 

・「からいも」を活用した新たな商品開発や販売促進 
・若い世代が住みたくなる住宅の確保等に向けた、大津版リノベーション技術
の育成 
・大津まちおこし大学 

⑦スポーツ振興（大津サッカー）による地域
活性化の推進 

・地域スポーツコンベンションへの活動支援 

⑧若者の地域定着支援 
・地域（県内）就職支援の充実と人材育成 

・大学等との連携による研究開発、インターンシップ等の推進 

～若い世代の結婚・出産・子育ての希

望をかなえる～ 

３．未来を拓くふるさとづくり 

（１）結婚・妊娠・出産・子育て支援の充実

（２）ワーク・ライフ・バランスの実現 

～女性が輝く社会プロジェクト～ 

⑨子供を安心して生み育てられる地域づく
り 

・結婚・妊娠・出産への支援充実 
・地域における子育ての支援の充実（※） 

⑩女性が輝き、誰もが活躍する社会の実現
・女性が働きやすい社会づくり 
・働きやすい環境をつくるための取組みを実施 

（１）持続可能な地域づくり 

～大津版コンパクトシティプロジェクト～ 

（２）安心して暮らせる地域づくり 

～安全・安心プロジェクト～

～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結ぶ～ 

４．地域に愛着を持つ、魅力的な生

活環境づくり 

⑪大津版コンパクトシティの形成 
・大津版コンパクトシティの実現に向けた各種計画づくり 
・既存ストックのマネジメント強化 

⑫災害に負けないまちづくり ・自助・共助・公助による地域防災力の向上 

⑬地域への愛着づくり（地域コミュニティ
形成の推進） 

・地域コミュニティの維持 
・地域の伝統・文化・自然の継承及び発信 

施策 具体の内容 
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５－２ 具体的な施策・施策毎の重要業績評価指標

５－２－１『力強く自立した産業の振興と雇用の創出』

（１）農業の人材確保と新たな展開 ～魅力ある農業の発展プロジェクト～

【施策①】 農業の発展と魅力ある農業を創造する多様なひとづくり 

基本的な 

方向性 

・ 本町の基幹産業の一つとなる、農業の振興を図ります。 

・ 農業従事者の高齢化や後継者不足等が大きな課題となっているた

め、次世代を担う若手農業者の確保、大津の農業を支える人材の

創出に向けた取り組みを進めます。 

・ 若い世代等が農業に従事したいと思えるよう、農業の安定的な経

営を支える仕組みづくりを進めます。 

・ 新規就労者に対する支援・サポートを地域と連携して取り組むな

ど、継続的に農業に従事できる環境、農業の担い手の創出、育成

を図ります。 

・ また、農家所得向上に向けて、新たな販売方法やその環境づくり

に向けた取り組みを進めます。 

想定される 

施策の内容 

○ 農業人材育成プログラム 

○ 認定農業者等の経営や技術研修等の開催 

○ 新規就農者支援体制の整備 

○ 家族協定の締結の推進 

○ 地域の担い手として集落営農等組織の支援 

○ 生産グループ、生産部会組織活動の支援 

○ 農地集積支援 

● 6 次産業化支援 

数値目標 

指標 基準値 目標値（H31） 

認定農業者数（人） 164 180

新規就農者数（人） 2 15

集落営農法人設立数 2 4

家族経営協定の締結数 28 35

※●は、他の事業との連携分（再掲）
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【施策②】 地域ブランド力の創出 

基本的な 

方向性 

・ 大津の農業の魅力アップ、観光やその他産業との連携による農業

の振興や販売促進に向けて、地域農産物ブランド PR 事業や６次産

業化を図ります。 

・ 販売促進や PRの実施においては、様々なメディアや媒体、イベン

ト等を活用し情報の発信や販売経路の拡大を進めます。また、６

次産業化、地域農産物のブランド化にあたっては、地域住民や学

校、関係機関との連携による取り組みを推進します。 

・ 特に、「からいも」は大津を代表する特産品であるため、国内外に

向けた PRや販売経路（流通）の拡大に向けた取り組みを進めます。

・ 「からいも」の海外販売経路等の推進においては、農産物の PR に

とどまらず、観光との連携によりインバウンドへも繋げて行きま

す。 

・ これら、特産品の開発、PR 等については、『大津町 Next Stage プ

ロジェクト』『地域で働く若者応援プロジェクト（県内大学等と地

域企業との連携による地域雇用の創出）』との連携を通じ、雇用の

創出から新たな人の流れの創出へ展開します。 

想定される 

施策の内容 

○ 海外販路拡大等推進事業 

○ 農産物 PR事業（マルシェ、販促会の開催） 

● 6 次産業化支援 

● 大津の食文化創出プロジェクト（新商品開発）

数値目標 

指標 基準値 目標値（H31） 

からいもを活用した特産品

の数（品） 
― 10

農産物ＰＲイベント開催 ― 5

海外販路確定数（件） ― 2

※●は、他の事業との連携分（再掲）
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図：からいもを活用した地域ブランドの創出に関する取り組みイメージ 

（各施策との関連図） 

商品開発

販売経路

の拡大 

（海外）

販売促進

（空き家

活用） 

販売促進

（大津の

PR） 
からいもを活用した

地域ブランドの創出

プロモー

ション活

動 

（効果） 
・地域プロデュースなど、魅力ある新たな雇用の創出
・大津町の PR 
・PR を通じたインバウンド（観光客の増加） 
・観光農業の創出と既存農業の発展 

空き家リ

ノベーシ

ョン 

大学・高校

との連携

展開

展開

展開

展開

連携

連携

連携

連携
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（２）地域に根差す企業の振興と新たなビジネスの創出～工業集積№１プロジェ

クト～

【施策③】 地域に根ざす企業の振興と地域と企業の連携 

基本的な 

方向性 

・ 本町には、自動車関連企業をはじめ、多くの企業が進出し創業し

ています。これら、工業集積特性を活かし、地域で働く人材を継

続的に確保します。 

・ 特に、集積特性を活かして、本社機能の移転を誘致するなど、今

後も熊本県、九州の産業拠点としての役割を達成します。 

・ 加えて、大津に住む若者が大津で働く事が出来る環境を整えるこ

とも重要であり、起業支援、地域及び県内学生と企業を結ぶ取り

組みを進めます。 

想定される 

施策の内容 

○ 本社機能移転支援 

○ 産官学金の連携体制及び研究開発構築支援 

○ 起業支援 

○ 起業セミナーの開催 

○ 大津町工場等振興奨励事業等

数値目標 

指標 基準値 目標値（H31） 

工場等の新設・立地協定 

件数（件） 

2 10
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５－２－２『大津ブランドの掘り起しによる新たな人の流れの創出』

（１）地域移住の推進～住んでみて大津プロジェクト～

【施策④】 移住・定住の促進 

基本的な 

方向性 

・ 町の南部、北部地域で農業をしたい人、田舎暮らしをしたい人、

子育てのため広い住宅に住みたい人など、ターゲットを絞り、戦

略的に移住・定住を誘導します。 

・ 大津に分布する空き家等を活用し、ターゲットに応じた空き家リ

ノベーションを行うなど、魅力的な住まい環境の創出を図ります。

これらの取組みについては、『大津町 Next Stage プロジェクト』

との連携を通じ、雇用の創出から新たな人の流れの創出へ展開し

ます。 

・ 大津で住み・働く事をはじめとする情報をすぐに手に入れられる

環境を整備し、移住希望者に対するおもてなしの向上を図るため、

ワンストップ窓口の整備や関係団体とのネットワーク体制を構築

します。 

・ 大津においても日本版ＣＣＲＣを推進するため、大都市圏からの

移住・定住を促進するための取組みを進めます。 

想定される 

施策の内容 

○ 移住ワンストップ窓口整備 

○ 移住促進ネットワークの設立 

○ 空き家・空き地調査の実施 

● 空き家リノベーション事業 

○ 空き家・空き地バンク（情報発信） 

● リノベーション技術者育成事業 

○ 都市圏での移住・定住情報発信

数値目標 

指標 基準値 目標値（H31） 

空き家活用件数（件） ― 3

移住・定住に関する問い合

わせ数（件/年） 

― 10

※●は、他の事業との連携分（再掲）
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図：若者の定住意向（資料：大津町に住む若者に対するアンケート調査結果（H27）） 

図：企業で働く人（大津以外に住む人）アンケート結果（資料：アンケート調査結果

（H27）） 

【進学希望者：79 人】 【就職希望者：38 人】

・ 「どちらともいえない」の意見
が高い。 

・ 「大津町以外に住みたい理
由」（進学希望）は、「大津
町に希望する就職先がな
い（56％）」「大津町に住む
特別な理由がない
（37.5％）」 

⇒若者が働きたいと感じる、魅
了的な雇用の場を創出する
事が必要 

⇒定住促進においては、地域
への愛着も重要な視点。地
域と若者を結ぶ取り組みも
重要（※アンケートにおい
て、大津町が「好き」と答え
た割合は 70.8％） 

件数

9

4

2

4

0

2

4

6

3

0

計 34

3.大津町に魅力を感じないから

4.大津町に愛着がないから（大津町である必
要がない）
5.予定している進学先の地域に実家がある
または親戚がいるから

6.他に気に入っているまちがある

2.予定している進学先のほうが暮らすのに便
利そうだから

7.実家を離れたい

8.大津町に住む特別な理由はない

9.その他

選択肢

1.大津町に希望する就職先がないから

無回答

56.3%

25.0%

12.5%

25.0%

0.0%

12.5%

25.0%

37.5%

18.8%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

・ 大津の工業集積地で働く人で、大津以外に住む人の
居住特性は以下の通り 

住む場所：1位熊本市（42％）、2 位菊陽町（17％）、
合志市（17％） 

世帯構成：2 世帯が 71％ 

住宅種類：持ち家が 70％、共同住宅 22％ 

・ 住まいを選ぶ時、重要視したもの 

1 位：買い物が便利 

2 位：小・中学校や高校が近くにある 

3 位：交通が便利 

・ 住まいを選ぶ時、大津町を検討したかについては、「検
討していない（56％）」「検討した（12％）」 

⇒ファミリー層（持ち家）をターゲットとした住宅施策 

⇒大津の住まいに関する情報発信が重要 

⇒住みよい居住環境の創出（買物利便性、交通利便性、
街の雰囲気の充実）が重要 
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図：移住・定住促進に向けた関係機関との連携イメージ 

（各施策との関連図） 

情報
発信

連携

大津町 

企業（事業所）

農業関係者 

地域 

移住経験者 

地域おこし協力

隊等（NPO等）

移住希望者 

受け入れ体

制（地域ネ

ットワー

ク） 

受け入れ体

制（就農支

援） 

移住者ネッ

トワーク
連携

雇用創出

（継続）

情報
発信

移住支援

・空き家活用 

・情報発信 

・移住・定住パンフレット 
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（２）まちの賑わい・人の還流づくり～大津わくわくプロジェクト～

【施策⑤】 大津版ツーリズムの創出（地域滞在型観光の振興） 

基本的な 

方向性 

・ 大津へ訪れる人（交流人口）の拡大を図るため、地域特性を活か

した各種ツーリズムを展開します。 

・ 農業体験、民泊など大津の農業や自然と触れ合えるグリーンツー

リズムを推進します。 

・ 阿蘇を望むまち、豊かな森林や水、また美しい田園環境を活かし、

サイクリングやフットパスなど、新たな観光の創出やヘルスツー

リズムの展開など、大津の魅力を高めます。 

・ これら、観光客、ツーリズムの参加者の誘致に向けては、『大津町

Next Stage プロジェクト』との連携を通じ、空き家を活用するな

ど、雇用の創出へ展開します。また、滞在型観光を通じて、大津

で住む人を生み出すなど、『住んでみて大津プロジェクト』との連

携も進めます。 

想定される 

施策の内容 

○ 農業体験 

● 空き家リノベーション事業 

○ フットパス事業 

○ 各種観光マップ・パンフレット作成

数値目標 

指標 基準値 目標値（H31） 

体験事業実施回数（回/年） ― 2

観光客数（人） 1,930,000 2,000,000

民泊可能施設数(件) ― 3

※●は、他の事業との連携分（再掲）

図：移住希望者（農業従事）に対する大津町の取り組みと効果

移住希望者（農業） 

農業への従事を希望す

る人（町内・町外） 

大津町 

農業の後継者不足が

問題化する大津町 

・情報発信 
・体験移住（民泊） 
（グリーンツーリズム） 
・空き家バンク 
・農業支援 

（効果） 
移住・定住の促進 
農業従事者の増加 

・農業就労支援体制の構築
・空き家活用（民泊） 
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【施策⑥】 まちおこし人材育成・活用 

大津町Next Stage プロジェクト 

基本的な 

方向性 

・ 「からいも」他、大津の特産品を活用した新商品開発から、マル

シェなどの実施や新たな店舗の出店など、新たな流入人口創出の

ための取組みを加速化します。 

・ 空き家を活用するため、今年度確立する空き家リノベーション大

津スタイルを実践に移し、町内での実績を作ります。 

・ これらの実施にあたっては、『地域で働く若者応援プロジェクト』

など、高校、大学等との連携を図り、大津で働く事の魅力の発信、

大津で起業したりする若者の育成、地域の資源を活用した仕事の

面白さや、学ぶ機会の創出を図ります。 

また、『安全・安心プロジェクト』における地域への愛着づくりな

ど、大津町のまつりやイベント、多世代交流など、地域コミュニ

ティの維持・創出と連携した取り組みを進めます。 

想定される 

施策の内容 

○ まちおこし大学実践研究科事業（人材育成） 

○ インバウント対策 

● 6 次産業化支援 

● 大津の食文化創出プロジェクト（新商品開発） 

● 空き家リノベーション事業 

● リノベーション技術者育成事業

数値目標 

指標 基準値 目標値（H31） 

からいもを活用した特産品

の数（品）※再掲 
― 10

空き家活用件数（件） 

※再掲 

― 3

外国人宿泊者数（人/年） 18,738 20,000

  ※●は、他の事業との連携分（再掲）
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【施策⑦】 スポーツ振興による地域活性化の推進 

基本的な 

方向性 

・ 大津町は、サッカーをはじめとして、スポーツで高い知名度を持

っています。加えて、大津町運動公園及び総合体育館では様々な

スポーツ大会が開催されるなど、「観るスポーツ」「支えるスポー

ツ」で、地域の魅力発信にもつながっています。 

・ 加えて、阿蘇を望む豊かな自然を活かしたランニング、ウォーキ

ング、サイクリング及びフットパスなど、「するスポーツ」でも大

津町は高い潜在能力を持っています。 

・ 大津町で開催されるスポーツイベント等について、各種媒体と連

携しながらＰＲ活動を推進します。 

・ 2019 年ラグビーワールドカップ、2020 年東京オリンピックへ向け

て、合宿等のスポーツコンベンションを誘致することで、大津へ

訪れる人（交流人口）の拡大を図り、経済効果を高めると共に、

民泊により交流を深めることを検討します。 

想定される 

施策の内容 

○ スポーツイベントの誘致・開催・広報

○ 民泊事業の推進

数値目標 

指標 基準値 目標値（H31） 

スポーツコンベンション誘

致数（件） 
2 10

スポーツ施設利用者の町内

宿泊者数（人/年） 
9,306 10,000
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（３）若者の地域就労の推進 ～地域で働く若者応援プロジェクト～

【施策⑧】 若者の地域定着支援 

基本的な 

方向性 

・ 大津に住む若者が大津で働く事が出来る環境を整えるため、起業

支援、地域及び県内学生と企業を結ぶ取り組みを進めます。（再掲）

・ 大津の基幹産業となる製造業では、町、事業者、大学や高校等と

連携し、地域雇用の創出を図ります。 

・ 加えて、農業についても、『地域ブランドの創出』等との取り組み

と連携するなど、商業、観光分野の各産業との連携を通じた６次

産業等を推進し、農業の新たな魅力を高めるなど、若い人が働き

たくなる環境整備に努めます。 

・ そのため、本計画で創出を目指す新たな産業等については、地域

の若者が積極的に働けるよう、検討段階から地域の人材と連携し

た取り組みを進めます。 

想定される 

施策の内容 

○ 地元企業・産業の情報発信 

○ 地元企業へのインターンシップ 

○ 地元企業と県内若者のマッチング

● 大津の食文化創出プロジェクト（新商品開発）

数値目標 

指標 基準値 目標値（H31） 

新規学卒（高校）就職者の

町内就職希望の割合（％） 
18 28

※●は、他の事業との連携分（再掲）

図：就職を希望する地域（資料：大津町に住む若者に対するアンケート調査結果（H27）） 

【就職予定：38 人】

・ 就職を希望する地域を選んだ理由（複数回答） 

1 位：その地域に希望する就職先の企業があるから
（68.4％） 

2 位：実家から就職先の企業・職場に通勤できるから
（28.9％） 

3 位：知らないまちで自分の力を試してみたいから
（13.2％） 

・ 大津町を選ばなかった理由（複数回答） 

1 位：希望する就職先がないから（65.2％） 

2 位：ほかの地域を知ってみたいから（39.1％） 

3 位：他の地域の方が交通機関や買い物など、生活す
るのに便利だから（21.7％） 
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５－２－３『未来を拓くふるさとづくり』

（１）結婚・妊娠・出産・子育て支援の充実～地域で育む子ども・子育て支援プ

ロジェクト～

【施策⑨】 子供を安心して生み育てられる地域づくり 

基本的な 

方向性 

・ 将来を担う子どもたちと子育て世代が住み・学びやすい環境づく

りのため、地域と連携し多様なニーズに応じた子育てを応援する

環境をつくります。 

・ 子育ての環境づくりや、待機児童ゼロに向けた保育園等の充実に

取り組み、安心して子どもを産み、育てられる環境を整えます。 

・ また、核家族の増加や地域とのつながりの希薄化などを背景に、

育児不安を抱えながら地域から孤立した子育て家庭が増えたり、

親・子どものマナーやしつけに対する問題があげられています。

そのため、『地域コミュニティ形成の推進』と連携しながら、多世

代交流、地域における子育て力の向上を目指します。 

想定される 

施策の内容 

○ 保育サービスの充実 

○ 子育て支援拠点事業 

○ 放課後児童健全育成事業 

○ 病児病後児保育事業、地域サポーター養成講座

数値目標 

指標 基準値 目標値（H31） 

子育てしやすい町だと思

う・おおむねそう思う人の

割合（％） 

69 80

待機児童数（人） 31 0

図：結婚・出産・子育てに対するアンケート調査結果（H27）※19～39 歳女 

問７で「1 結婚している」「2 結婚していた」を選択・・・ 225人

件数

45

70
31
32
13
26
13
27
38
49
0

25
4

5

12

56

446

選択肢

1.家計の収入が不安定であること
2.子育てや教育にお金がかかりすぎること
3.自分の仕事に差し支えること
4.産休・育休・職場復帰に関すること
5.非正規の職員(派遣・嘱託・契約社員)のため将来の雇用に不安があること

計

8.高齢出産に関すること
9.育児の心理的・肉体的な負担に関すること
10.保育所など子どもの預け先に関すること
11.医療機関や医師の不足に関すること
12.育児・家事の協力者がいないこと
13.悩みを相談する相手が少ないこと
14.子どもはほしいがパートナーの同意が得られないこと

15.その他

7.不妊症・不育症に関すること

無回答

6.産前・産後の体調変化に関すること

20.0%
31.1%

13.8%
14.2%

5.8%
11.6%

5.8%
12.0%

16.9%
21.8%

0.0%
11.1%

1.8%
2.2%
5.3%

24.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

・ 理想の子どもの数より、実際にこどもをもうけた数が少ない要因は、「子育てや教
育に対するお金がかかること」「保育所などの子どもの預け先に関すること」が大
きな課題 

【理想の子どもの数より、実際にこどもを設けた数が少ない要因】



28 

【理想の子どもの数より、実際に子どもをもうけた数が少ない要因（最も重要なこと）】

件数

22
20
1
6
1
2
3
4
4
6
0
4
0
0
5

78

9.育児の心理的・肉体的な負担に関すること
10.保育所など子どもの預け先に関すること
11.医療機関や医師の不足に関すること
12.育児・家事の協力者がいないこと
13.悩みを相談する相手が少ないこと
14.子どもはほしいがパートナーの同意が得られないこと

15.その他

計

選択肢

1.家計の収入が不安定であること
2.子育てや教育にお金がかかりすぎること
3.自分の仕事に差し支えること
4.産休・育休・職場復帰に関すること
5.非正規の職員(派遣・嘱託・契約社員)のため将来の雇用に不安があること

6.産前・産後の体調変化に関すること
7.不妊症・不育症に関すること
8.高齢出産に関すること

28.2%
25.6%

1.3%
7.7%

1.3%
2.6%
3.8%
5.1%
5.1%
7.7%

0.0%
5.1%

0.0%
0.0%

6.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

【大津町は子育てしやすいまちか】

子育てしやすいと思う理由（複数回答） 

・1 位：医療費等の補助・助成が充実している（79％） 

・2 位：子育て支援が充実している（40％） 

・3 位：教育機関（小中学校・高校）が整っている（32％） 

子育てしやすいと思わない理由（複数回答） 

・1 位：保育園・幼稚園が整っていない（45％） 

・2 位：子どもが安心して遊ぶ環境が整っていない（45％） 

・3 位：子育て支援が充実していない（40％） 

【大津町の子育て支援に関する現状の満足度と今後の重要度】
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（２）ワーク・ライフ・バランスの実現～女性が輝く社会プロジェクト～

【施策⑩】 女性が輝き、誰もが活躍する社会の実現 

基本的な 

方向性 

・ 女性が輝き、働きやすい社会づくりを、地域や企業と連携しなが

ら進めます。 

・ 子育て支援、育休等の制度整備は進んでいますが、アンケート調

査等においても風潮として子育てに優しい社会の達成には至って

いません。 

・ このため、男女共同参画に向けた意識改革を進め、男女ともに個

性と能力を十分発揮できる社会の実現を目指します。 

・ 特に、働くことを希望する女性が、男性とともにその能力を十分

に発揮でき、生き生きと働き続けられるよう、企業経営者等の意

識改革を促進するとともに、企業の環境整備を支援します。 

・ また、子育て世帯等が働きやすい環境として、町内の企業に対し

て、フレックスタイム制やモバイルワークなどの取組みを実施し

ます。 

想定される 

施策の内容 

○ 妊娠・出産・子育てなどのライフイベントの負担軽減 

○ 女性のための就業講座 

○ ワークショップの開催 

○ 専門家による講演等勉強会の開催 

○ 社内の制度づくりのための専門家の派遣

数値目標 

指標 基準値 目標値（H31） 

ワークライフバランスの認

知度（％） 
17 40
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５－２－４『地域に愛着を持つ、魅力的な生活環境づくり』

（１）持続可能な地域づくり～大津版コンパクトシティプロジェクト～

【施策⑪】 大津版コンパクトシティの形成 

基本的な 

方向性 

・ 市街地と集落の連携、効率的・効果的な行財政の運営に向けた公

共施設の維持管理など、持続的なまちづくりに向けて、大津版コ

ンパクトシティの形成を進めます。 

・ 現在大津町は、人口が増加している状況ではありますが、一方で

市街地周辺における開発が進み、新たな公共投資が発生するなど

の問題が生じています。このため、将来の都市像を明らかにし、

大津版コンパクトシティの形成に向けた計画的な土地利用の推進

を図ります。 

・ 市街地の人口増加が進む一方で、周辺集落の人口は減少しており、

今後、人口減少に伴い生活利便性が低下する恐れがあります。こ

のため、各集落の生活利便性を維持するとともに、地域の核とな

る生活拠点の機能を維持・向上していくため、必要な機能の集積

を誘導する取組みを進めます。 

想定される 

施策の内容 

○ 地域公共交通網形成計画 

○ 新たな公共交通の創出 

○ 地域まちづくり計画策定 

○ 「小さな拠点」の整備検討 

○ 公共施設等総合管理計画策定 

数値目標 

指標 基準値 目標値（H31） 

地域公共交通網形成計画 ― 策定

公共施設等総合管理計画策

定 
― 策定
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（２）安心して暮らせる地域づくり～安全・安心プロジェクト～

【施策⑫】 災害に負けないまちづくり 

基本的な 

方向性 

・ 災害から町民の暮らしを守るため、関係機関との連携を図り、町

民の防災意識を高めるとともに、安全・安心の地域づくりを支え

る都市基盤整備や、公共施設の耐震化を図ります。 

・ 犯罪などから町民の暮らしを守るため、住民の協働や警察など関

係機関との連携により、犯罪の起きにくい環境づくりに努めます。

・ これら安全・安心の地域づくりを進めて行くためには、住民との

協働が特に重要になることから、自助・共助・公助による地域づ

くりを推進し、地域コミュニティの連携による地域防災力の向上

を図ります。 

想定される 

施策の内容 

○ 自主防災組織への支援強化 

○ 避難訓練等の実施 

数値目標 

指標 基準値 目標値（H31） 

自主防災組織の設置割合

（％） 
70 100

防災訓練参加者数（人） 4,300 6,800
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【施策⑬】 地域への愛着づくり（地域コミュニティ形成の推進） 

基本的な 

方向性 

・ 社会情勢の変化により、個人の生き方や価値観が多様化するなか、

地域行事への参加者が減り、地域のコミュニティ活動そのものが

衰退しつつあります。 

・ 地域コミュニティの衰退は、地域の防災力・防犯力の低下、地域

活動の低下による活力や賑わいの衰退、また地域の文化（まつり）

等が維持できなくなる恐れもあります。 

・ そこで、地域のコミュニティを維持し、地域の活力や賑わいを創

出します。このため、地域による自主的なまちづくり活動を活性

化していくものとし、各種団体や NPO などによるまちづくり活動

を支援するとともに、これらを有機的に繋ぎ、町民の顔が見える、

笑顔あふれる地域づくりを進めます。 

想定される 

施策の内容 

○ NPO 等の活動支援 

○ 地域づくり活動支援（あいさつ運動、清掃活動） 

数値目標 

指標 基準値 目標値（H31） 

大津町に「ずっと住みたい」

「当分住み続けたい」と思

う人の割合（％） 

83 90


