
【第２期】 山江村 まち・ひと・しごと創生総合戦略
（概要版）

２.山江村の現状

（１）本村の人口：3,449人（令和2年2月末住民基本台帳による）

（２）自然増減及び社会増減（2015年～2019年の5ヵ年）

①自然増減 ▲118人（※出生数と死亡数による増減）

合計特殊出生率：2.00（山江村は全国第24位、国平均：1.42 県平均1.64）

②社会増減 ▲132人（※転入者数と転出者数による増減）

主な転出先は熊本県内、また転出年齢は、 15歳から24歳の若年層が主

出生数と合計特殊出生率の推移
自然増減・社会増減のどち
らも減少傾向だね。
合計特殊出生率は、全国
的に見ても良い方。
でも、山江村は過去に
2.03（全国9位）だったこと
があるよ！

まだまだ上位
をめざせるね。

ピーク時の6,766人と
比較すると、約50％に減
少してるね。
進学や仕事で、若い世
代の人たちが都会に行っ
てしまう傾向にあるから、
ふるさと「山江村」に戻っ
てきてもらえる取り組み
が必要だね！

山江村では、平成27年に「まち・ひと・しごと創生法第10条」に基づき、「山江村人口ビジョン」並びに「山
江村まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015～2019年）」を策定しました。

策定から５ヵ年が経過し、現状に合った人口ビジョンの時点修正を行うとともに、事業の進捗や効果を
検証して見直しを行い「第２期山江村まち・ひと・しごと創生総合戦略（2020～2024年）」を新たに改定した
ものです。それでは “やまえくり平”君と一緒に概要を説明していきます。

１.はじめに

３.村内人口の推移と今後の推計

本村は、人口がピークを向かえていた1955（昭30）年が6,766人であったことに対し、2015（平27）年10月に行
われた国勢調査では3,422人でした。このことは高度経済成長期における大幅な人口流出による急激な人口減
少に加え、近年では、進学や就職により若年層が東京圏を中心とした大都市への転出、いわゆる「一極集中
化」によるものと考えらます。国立社会保障・人口問題研究所が2018（平30）年に公表した推計によると、本村の
人口は、2060（令42）年に1,201人まで減少するとの推計がなされており、今後も人口減少に歯止めがかからな
い厳しい減少傾向にあることを示しています。



山江村の目指す将来人口の展望

≪定義≫
【第1段階】・・・老年人口増加、年少・生産年齢人口減少
【第2段階】・・・老年人口維持・微減、年少・生産年齢人口減少
【第3段階】・・・老年人口減少、年少・生産年齢人口減少

・「日本の地域別将来推計人口」（社人研）より作成

社人研の推計によれば、
2025年以降は全ての年齢
層で急激な人口減少が始
まって、2060年には現在
の半分以下の人口に…

人口が激減してしまうと、
村政にいろんな影響が出て

しまいます。

○域内・村内の消費と生産が衰え、地域経済の規模が縮小してしまう恐れ

○基幹産業を含む産業の担い手不足による規模縮小や社会インフラの維持管理が困難になる恐れ
○医療や介護等、社会保障に対する財政負担の増加と、超高齢化による通院等困難者の増加の恐れ
○学校において学年ごとのクラス編成が困難に、学習・スポーツ分野のどちらにも影響がでる恐れ
○地域の伝統行事や伝統芸能が継承困難になり、地域文化の存続が困難になる恐れ
○行政区ごとの活動や災害時の弱者支援等、コミュニティ機能が低下し地域の存続が困難になる恐れ

★山江村の目指す将来に向けた方向性★
１．むらの活力につながる雇用づくり
２．移住・定住の促進
３．結婚・出産・子育ての希望をかなえ、笑顔のたえないむらづくり
４．安心な暮らしを実現するむらづくり

将来にわたって
山江村が存続し
ていくため、
４つの基本目標
を定めたよ！

４つの基本目標に沿った村づくりを進めることで、以
下のような将来の展望が仮定できます。
★合計特殊出生率（現在2.00）を『up↑ ＆keep→』

2025（令和7年）までに2.13へ上昇（up）
2035（令和17年）までに2.20へ上昇（up）
2060（令和42年）までに2.34へ上昇（up）
以後、2.34前後を保つ（keep）

★社会増減（現在、年間約30人程度減）を均衡へ
2025（令和7年）までに均衡（±0）
以後、均衡を保つ（keep）

人口減
を抑制

山江村が目指す将来人口は、 2060年に ３，０００人

５.人口減少が与える影響

６.人口減少を緩やかにする取組みの方向性

４.人口減少率及び人口減少段階

2060（令42）年の本村の人口（1,201人）は、2015（平27）年の人口（3,422人）と比較して、約64.9％も減少すると推
計されています。人口減少の段階は、下記にある定義を参照すると、本村の人口減少段階は、「第1段階」に該当し、
今後2025（令7）年以降に第2段階を経ず、一気に「第3段階」に進むことが予想されます。



基本目標と具体的な施策

２．企業誘致の推進
◆用地取得、社会資本の整備
◆企業誘致連絡協議会と連携した誘致活動
◆進出企業への優遇措置の整備
◆起業希望者の支援

３．観光資源の磨き上げ
◆日本遺産を活用した観光ルートの構築
◆観光マップの作成
◆伝統建造物や未指定文化財の学術的調査の実施
◆既存の観光施設の効果的な利活用の検討
◆イベントの開催
◆山江温泉「ほたる」の経営安定に対する支援
◆ボンネットバスの有効活用の検討
◆観光案内人の育成

１．稼げる「しごとづくり」の実現
◆農業生産法人組織設立・運営支援
◆新規農業認定者や担い手の確保
◆学校給食食材への村内生産物利用拡大
◆農地、作付作物のデータベース化
◆新規作物の試験栽培の実施
◆「やまえ栗」の生産力・ブランド力の向上
◆林業再生への環境整備
◆地域材利活用の促進
◆林業従事者への支援
◆有害鳥獣対策の強化、捕獲隊の育成及び支援
◆特用林産物の生産拡大及び販路開拓の展開
◆ヤマメ養殖事業の新商品開発や販路開拓の展開
◆「くまもと県南フードバレー構想」による市場開拓
◆ＩＣＴを活用した情報の一元化と雇用創出
◆「地域づくり研究所」を活用した住民参画の推進

基本目標１．むらの活力につながる雇用づくり
（数値目標：2024までの新規雇用・就業者数・・・20人）

１．空き家の整備
◆空き家の調査実施、移住希望者への情報提供
◆空き家改修への支援
◆空き家・土地バンク活用によるマッチング支援

２．宅地分譲地整備
◆宅地分譲に伴う造成地の整備
◆民間主導によるマンション等の有効活用

３．移住・定住者への支援、情報提供

◆空き家・土地バンクへの登録推進
◆ＨＰ・ＰＲ動画を活用した情報提供
◆移住定住相談会等への積極的な参加
◆自然エネルギーを活用した地域循環共生圏の創造

基本目標２．移住・定住の促進

（数値目標：2024までに社会人口増減数・・・0人）

１．結婚・出産・子育てに対する切れ目のない支援
◆不妊・不育に対する相談窓口の設置
◆「すこやか子ども医療費助成」の拡充検討
◆「こんにちは赤ちゃん祝い金」の拡充検討
◆延長・一時預かり・病後児保育などの事業実施

２．結婚を希望する若者への支援
◆出会いの場の提供等マッチング支援
◆イベント開催の情報提供

３．ＩＣＴ教育をはじめとする教育環境の整備
◆地域に開かれた学校と「ふるさと教育」の展開

◆ＩＣＴツールを活用した学力の向上
◆電子黒板やタブレット活用によるＩＣＴ教育の深化
◆スクールソーシャルワーカーの雇用
◆いじめ・不登校問題へのきめ細かな支援・対策
◆給食費、就学祝い金等の支援環境充実
◆「やまええほんの森」等、親子ふれあいの場の提供
◆「わいわい公民館事業」の充実
◆子供たちへのスポーツ機会提供
◆中学校生徒の英検取得率向上

基本目標３．結婚・出産・子育ての希望をかなえ、笑顔のたえないむらづくり
（数値目標：安心して結婚・妊娠・出産・子育てができるむらの満足度・・・80％）

１．安心・安全な環境整備
◆地域防災コーディネーターを継続して配置
◆地域版防災マップ活用と地域版防災計画策定
◆誰もが使用しやすい消火栓への更新
◆地域防災リーダーの養成
◆避難行動要支援者への対応強化
◆公営住宅、上下水道施設の環境維持
◆山江村情報アプリの製作

２．住んでよかった、住み続けたいと思えるむらづくり
◆地域自ら課題解決へ取り組む事業への支援

◆「まるおか号」の利便性の向上
◆村民一体となった健康づくり（歯の健康づくり）実施
◆住民健診の受診促進と介護予防事業の拡充
◆健康教室等の開催
◆伝統芸能文化を後世に引き継ぐ取組み

３．次世代を担う人材の育成
◆地域活動を推進する人材の育成・確保
◆「100人委員会」の活動支援
◆住民主導型の村づくり推進

基本目標４．安心な暮らしを実現するむらづくり

（数値目標：山江村に住み続けたい人の割合・・・75％）



重要業績評価指標（ＫＰＩ）一覧表

具体的な施策 重要業績評価指標（KPI)
計画当初

(令和元年度まで)
次期目標値
５ヵ年

稼げる「しごとづくり」
の実現

新規就農者数（5年間の新規増） 4人 4人

新規林業従事者数 2人 2人

学校給食への村内産物の利用率 25% 40%

やまえ栗の生産量（年間） 102ｔ 250ｔ

有害鳥獣被害額 6,907千円 6,200千円

農業総生産額（H28年度村民所得推計調査） 311,794千円 373,200千円

林業総生産額（H28年度村民所得推計調査） 282,913千円 330,000千円

企業誘致の推進

企業誘致数（5年計） 0件 3件

新規起業者数（5年計） 0名 2名

企業訪問・相談（5年計） 10件 20件

誘致企業等による村民雇用者数 2名 6名

観光資源の磨き上げ
観光入込客数（県観光統計より） 212,000人 226,000人

未指定文化財等の調査 65.70% 100%

空き家の整備 空き家利用率 - 10%

宅地分譲地整備 山江村への転入者数（5年計） 478人 500人

移住・定住の希望者への情
報提供

空き家・土地バンクの登録（5年計） - 20件

HP閲覧件数（アクセス実件数） 6,437件 10,000件

妊娠・出産・子育てに対する
切れ目のない支援

出生数（5年計） 133人 150人

待機児童数 0人 現状維持

結婚を希望する
若者への支援

マッチングイベントの開催（5年計） 4回 10回

ICT教育をはじめとする
教育環境の整備

年少人口数（0才～14才） 552人 520人

いじめ・不登校児 8人 0人

わいわい公民館参加者数 30人/回 50人/回

全国学力・学習状況調査結果 全国平均を上回る
全国平均を

１０ポイント上回
る

中学３年生英検３級以上取得率 26% 60%

安心・安全な環境整備

コーディネーターの継続配置 1名 1名

地区別防災計画の策定 0地区 16地区

住んでよかった、住み続けた
いと思えるむらづくり

地域自立支援事業の実施 16地区 16地区

むし歯保有率（1歳半、3歳歯科検診5年間平均） 18.90% 15％以下

医療費適正化 443,000円/人 408,000円/人

特定健診受診率 68.70% 73.00%

介護予防事業参加者数（実人数） 384人 450人

次代を担う人材の育成 山江村未来塾100人委員会・会員数（延べ人数） 103人 150人

●「山江村総合戦略検証委員会」において課題の共有を図り、上記の目標値で
効果検証を行いながらに進捗状況を示していきます。
●総合戦略に掲げた施策と熊本県の取組みが相乗効果を生み出せるよう方向
性を共有し、より一層連携しながら地方創生の実現に取組みます。


