
 

島根県 邑南町長 石橋良治 

邑南町へようこそ 
～ 攻めと守りの定住プロジェクト ～ 

おおなんちょう 
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島根県の中央部で盆地の多い地形 

標高：１００ｍ～６００ｍ 

面積：４１９.２２k㎡（山林が８６％） 

人口：１１,５６０人（６月２日現在） 

  男：５,４５５人／女：６,１０５人     

    世帯数：５,０３８世帯 

    高齢化率：４１.５％ 

    主な産業：農林業 

邑南町はどんなまち？ 

島根県中央部の山間にある自然豊かな町 

出典：（一財）邑南町観光協会ＨＰ http://www.ohnan-kanko.com/ 
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平成１６年１０月１日町村合併 今年で合併10周年 

邑南町はどんなまち？ 

さだまさしアルバム 

第二楽章（2014年9月10日発売） 

邑南町イメージソング 

がアルバムに収録されました！ 

石見地域 

瑞穂地域 
羽須美地域 

邑南町は『豊かな自然とそこから生まれる
人のつながりと家族の温もり』が誇りです 

 さだまさしさんを通じて 
『邑南町の誇り』を全国にアピール！ 
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本ページについては、著作権の関係上、一部加工して掲載しています。 



邑南町はどんなまち？ 

スイスのような風景 
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プロローグ 

合併後のまちづくり～地域力の醸成 
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≪基本理念≫ 
（１）住民が主役・・・・まちづくり基本条例の制定 
（２）周辺を大切に・・集落が基本単位（216集落） 
             自治会の結成（39自治会） 
             自治会担当職員の設置 情報の共有 

協働のルールづくり 

自立を促す 
☆学びながら地域づくり・・・公民館の配置・職員３名体制 
                  夢づくりプラン 
☆合併後の一体感をどう高めるか 
           ・・・ケーブルテレビの活用（加入率96％）                     

自ら課題抽出→解決 

小学校区に 
12公民館 
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売り出し 

マスコミへのＰＲ～オンリー・ワンのＡ級グルメ 
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１．外からの風を呼び込む 
        ・・・ＵＩターン移住・Ａ級グルメ 
 
２．今いる人も大切に「誰もが主役」 
        ・・・日本一の子育て村構想 
 
 

興味から愛着 

魅力発信 

誇り・愛着 
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メディアも注目！ 

 

 

売り出し～ここからが始まり 7 
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本ページについては、「女性自身」の邑南町関連の記事が掲載され
ていましたが、著作権の関係上、ＨＰで掲載することはできません。 



邑南町の財政状況 8 
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邑南町の財政状況 9 
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ビレッジプライド 

若手職員による地域のカルテ 
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～全集落地域カルテづくり～ 
10 



ビレッジプライド 

市町村の未来人口シナリオ事例（邑南町地区一覧） 
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12地区の人口動態のバランスの良さが特徴・・・一人勝ちや独り沈みがない 

※『田園回帰の現状と戦略～第2分科会「都市から地方への人の流れの創出」』島根県中山間地域研究センター 研究統括監 藤山浩氏 資料 

シナリオ１ 

このままで推移すれば・・・ 

シナリオ２ 

毎年 ４８ 組の定住を実現！ 

2013 2023 
子連れ 
ターン 
増加組数 

若 者 
ターン 
増加組数 

定 年 
ターン 
増加組数 

2023（改善）     

                  対２０１３     

人口 
人口増
減率 

高齢化率 小学生 
小学生
増減数 

人口 高齢化率 小学生 人口 増減率 高齢化率 小学生 

阿須那 835 △ 16.0 52.1  29 -4 580 56.9 19 阿須那 2 2 2 742 △ 11.2 47.2 32 

井 原 718 △ 9.9 40.1  28 -8 597 47.3 15 井 原 2 2 2 746 3.9 40.5 24 

口 羽 815 △ 10.4 54.0  22 -8 616 57.1 20 口 羽 1 1 1 703 △ 13.7 51.3 27 

高 原 958 △ 7.2 43.2  42 -7 787 46.5 33 高 原 1 1 1 872 △ 9.0 43.0 38 

市 木 479 △ 6.3 41.8  20 1 432 33.8 39 市 木 0 0 0 432 △ 9.8 33.8 39 

出 羽 826 △ 6.2 37.7  38 0 795 39.5 37 出 羽 1 1 1 879 △ 5.0 36.8 42 

中 野 1,599 △ 2.0 36.0  64 -10 1,482 47.7 38 中 野 3 3 3 1,713 7.2 43.0 52 

田 所 1,863 △ 4.7 42.1  87 1 1,642 44.8 73 田 所 2 2 2 1,809 △ 2.9 41.8 85 

日 貫 543 △ 12.7 44.6  19 -7 416 50.5 9 日 貫 1 1 1 498 △ 8.4 44.2 14 

日 和 439 △ 8.9 43.5  12 -5 366 47.6 15 日 和 1 1 1 452 2.9 40.8 20 

布 施 220 △ 10.9 52.3  8 -2 183 60.4 4 布 施 1 1 1 255 15.9 47.1 9 

矢 上 2,285 △ 6.7 32.0  141 -9 2,077 34.2 120 矢 上 1 1 1 2,166 △ 5.2 33.2 127 

合 計 11,580 △ 8.5 519.4 510 -58 9,973 47.2  422 合 計 16 16 16 11,267 △ 2.9 41.9 509 

12組×３世代＝48組・１１２人（人口の１％）の定住増加で人口、高齢化率、子供数の安定を達成！ 
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子育て支援の充実 
学校教育の充実 
高齢者・障がい者福祉 
         の充実 
生活環境の充実 
下水道普及率 ９１％ 
救急医療 
ＣＡＴＶ加入率 ９５％ 

邑南町民の生活満足度 ８４．１％ （全国平均値６４．１％※） 

※平成23年度国民生活選好度調査結果（内閣府） 

7.0  

36.7  

40.4  

10.7  

2.4  
0.9  0.2  1.7  

とても満足 
満足 
どちらかといえば満足 
どちらかといえば不満 
不満 
とても不満 
その他 
無回答 

町民の満足度 ～ビレッジプライド アンケート結果 

邑南町の思い 
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 邑南町の人数 【人口推移】 （国勢調査）・国立社会保障人口問題研究所 
17,919

16,659
15,734 15,795 15,117 14,456 13,866

12,944
11,959

1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年

合併 

2014年6月2日現在 11,560人 

邑南町はどんなまち？ 

平成25（2013）年の国立社会保障・人口問題研究所の予測値 

2015年推計値    11,031人 

が緩やかに 
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危機感 
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（１） “攻め”のＡ級グルメ構想 
 
 
（２） “守り“の日本一の子育て村を目指して 

 
（３） 徹底した移住者ケア 

攻めと守りの定住プロジェクト（平成２３年度～） 

５年間 

14 

１０年間 

「A級グルメのまち」 商標登録  
「食」と「農」を切り口にした町づくりを推進する邑南町のキャッチフレーズとして「A級グルメのまち」を2011年３月
に商標登録。優れた食材や生産者への誇りも込めたネーミングで町全体をブランド化し、認知度やイメージの
向上につなげています。 
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Ａ級グルメによる町づくりの目的 

邑南町の「Ａ級＝永久」のイメージを発信 

定住促進 
↓ 

邑南町の活性化 

数値目標 （平成27年度末） 
・食と農に関する５名の起業家輩出 
・定住人口２００名の確保 
・観光入り込み客数１００万人の実現 

平成２３年３月 
全国初の農林商工等連携ビジョンの策定 

（１）“攻め”のＡ級グルメ構想 

誇り 

92万人 
128名 

24名 

23・24・25実績 

100年先の子どもたちに伝えられる 

邑南町の食文化 
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耕すシェフ 

地域おこし協力隊 ・ 地元矢上高校生徒の力を町の活力に！ 

地元の人と触れ合うこと 
「勉強→自信→ 定住」の入口 

自信 

町営レストランajikura 

矢上高校産業技術科 
スイーツ甲子園出場 

総務省 
「地域おこし協力隊」 

活用 

矢上高校生 

若者の力 
運営スタッフ 

雇用創出 
起業家育成 

参画 
商品開発 

若者の力 
ブランド力 
雇用創出 

起業家育成 

16 （１）“攻め”のＡ級グルメ構想 ～持続可能な町を目指して 

16 



17 （１）“攻め”のＡ級グルメ構想 
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 定住者：町内       １８名 
      研修中     １４名 
      研修修了後定住  ４名 
 
 転出者：町外        ３名 
      県内       ２名 
      県外       １名 

  参画者：地域おこし協力隊 ２１名 

地域おこし協力隊の受入・定住状況（平成24年度～） 

持続可能なまちを目指す 作戦 総務省「地域おこし協力隊」の力を活用！ 18 

18 



持続可能なまちを目指す 作戦 総務省「地域おこし協力隊」の力を活用！ 

 素材香房ajikuraにて料理研修＋ajikura農園にて農業研修 

 道の駅の「産直亭」を拠点に「食の起業家」を目指す 

４０歳代男性 広島市 

 香木の森公園で栽培及び収穫、販路開拓に携わる 

３０歳代女性 広島市 

３０歳代男性 広島市 

 産直市にて店舗サポート・ミニ観光案内所の運営に携わる 

３０歳代男性 東京都 

 香木の森公園にてガーデニングの企画に携わる 

５０歳代女性 東京都 

 就農に向けた技術・経営感覚を磨き、地域との良好な関係の構築を図る 

２０歳代男性 東京都  ２０歳代男性 奈良県 
３０歳代男性 広島市  ４０歳代男性 大阪府 

耕すシェフ 

耕すシェフ 

アグリ女子隊 

ガーデンプロデューサー 

アグサポ隊 

耕すあきんど 

 映像クリエーターとして情報発信業務に携わる 地域クリエーター 

２０歳代女性 神奈川県  ３０歳代女性 大阪府   ３０歳代女性 広島市 
２０歳代男性 広島市    １０歳代男性 埼玉県草加市 
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地域の担い手 

就農準備期間 
（１法人で長期研修も可能） 

レンタルパイプハウスでの栽培実習 
＋ 

農業法人等での研修 

レンタルパイプハウスでの栽培実習 

持続可能なまちを目指す 作戦 総務省「地域おこし協力隊」の力を活用！ 

「おーなんアグサポ隊」の研修について 

３年間のスケジュール 

１年目 

２年目 

３年目 

※栽培技術の習得＋農業法人と研修生とのマッチング期間 

研修後 
ステップ 
アップ 

ステップ 
アップ 

ステップ 
アップ 

20 
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持続可能なまちを目指す 作戦 総務省「地域おこし協力隊」の力を活用！ 

今後の展開 ～ 多種多様な研修制度の活用 ～ 

林業・畜産 

農林業の活性化が重要＝担い手の養成 

「都市から地方へ」を継続・強化する 

21 

キーワード 

連携 
21 



平成２６年７月１７日 

学校法人華学園との包括的連携
に関する協定書に調印 

は な が く え ん 

連携その１ 華学園との連携 22 
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平成２６年７月１０日付 中国新聞 

「島根大学 邑南サテライトラボラトリー」 
邑南町役場内に開設 

連携その２ 島根大学との連携 23 
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平成２６年８月１日付 中国新聞 平成２６年８月１日付 山陰中央新報 

連携その３ 浜田市との食の連携 24 

24 



ちよだいちば 
（特産品販売） 

Fune 
（全国の特産品を活用するレストラン） 

邑南町東京サテライトオフィスアドバイザー 
石原 隆司 氏 

連携その４ 都市部との連携 

千代田フードバレー構想 
全国でがんばる地方自治体が東京千代田区神田に出店 

25 

スカウトマン 

25 



日本一の子育て村を目指して ～子育てするなら邑南町で～ 

◆身近で安心な医療体制 
・産婦人科、小児科機能充実 
・２４時間救急受付（365日） 
・ドクターヘリ緊急搬送 など 

◆子ども医療費の無料 
（中学校卒業まで） 
◇予防接種費用全額助成 
◇不妊治療費助成 

◆保育料無料（第２子目から） 

◆保育所完全給食 
◇放課後児童クラブ 
◇病児保育・延長保育 
  ・一時預保育・障害児保育 

◇新規就農支援 
◇無料職業紹介所 
◇起業家支援事業 

◇出会いのサポーター 

◇奨学金制度（医療・農林業・一般） 
◇笑顔キラキラ事業（学習支援員等の配置） 
◇ふるさとまるごと博物館 
◇学校図書館司書の全校配置 

◆定住コーディネーターの配置 
◆定住促進支援員の配置 

(1)情 報 ◇ケーブルＴＶの活用 
(2)住まい ◇住宅・空き家改修補助 
(3)上下水道 ◇上下水道整備 
(4)公共交通 ◇通学費助成 
(5)道 路 ◇生活道路整備 

地域で子育て 

○高速インターネット環境 
○町内通話料無料（ＩＴ電話） 
○高速道路ＩＣ（広島まで1時間） 

１,６６０人(H２２) １,８００人(Ｈ３３) １,７００人(Ｈ２８) 

若者定住 

医療 

主な生活情報 

結婚 

就労 

福祉 保健 

定住支援 

教育 
生活環境 

10年後 

26 （２）“守り”の日本一の子育て村を目指して 

０～１８歳人口 
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町内保育所・小学校・中学校の存続と発展 

 

  ■安心して子育てできる環境づくり 
       

    ・保育料２子目から無料（負担軽減） 

    ・保育所完全給食（負担軽減＋地産地消） 

    ・病児保育（病中・回復期のケア） 

    ・延長保育（働く世代のケア） 

       

保 育 

９園 ８校 ３校 

27 （２）“守り”の日本一の子育て村を目指して 
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保育所完全給食 

3歳以上児は主食が国の補

助事業から外れていたため
米飯持参であったが、夏場
の衛生管理や冬場の冷たい
弁当など課題があったため、
Ｈ23.11から地産地消として、

顔の見える地元の農家から
コシヒカリを購入し完全給食
を実施 
（対象3歳以上児延べ2,810
人、3,709,200円/年） 

（２）“守り”の日本一の子育て村を目指して 28 

28 



保育所完全給食 
現場からの声 

○しっかり食べるようになってきた。 
 ♪おいしいという思いに併せ自分で盛る
ことによって量の加減もできるようになっ
ている。 
  
○当番（米とぎ）をすることによって感謝の
気持ちや自覚、自主性が育ってきている。 
 ♪家庭でも手伝いをするようになった。
保育園の出来事としての話題が増えた。
登園時間が早くなった。 
  
○炊き込みなどのメニューが増え喜んで
食べるようになった。 
 ♪栗など自分たちで収穫したものを入れ
ることによって食への関心度も増した。 
  
○茶碗を持って食べることが上手になって
きた。 
  
○生産者が見えるという安心感がある。 
 （邑南町内の生産者との直接契約） 

羽釜で炊飯することに
よって、炊飯を実感で
きるとともに、火の大
切さや怖さの学習もで
きる。 

年長児は、当番制でお米
研ぎやごはんを茶碗によ
そうことを保育所で日常
的に経験しています。 
自宅でお手伝いの習慣に
なる子もいます。 

お母さんは 
大変なんだなぁ 

煙たいよう（泣） 

（２）“守り”の日本一の子育て村を目指して 29 
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町内保育所・小学校・中学校の存続と発展 

■世界へも羽ばたける力 
・公民館の充実（１２公民館全て３人体制） 

・地域学校（地域の良さを学び伝える） 

・奨学金制度（医療、農林業、一般） 

・笑顔キラキラ事業（全ての小中学校に配置） 

・図書館司書の配置（全ての小中学校に配置） 

・矢上高校支援（バス、施設整備＝魅力化指導） 

教 育 

９園 ８校 ３校 

30 （２）“守り”の日本一の子育て村を目指して 

全校舎耐震化済 

30 



（２）“守り”の日本一の子育て村を目指して 31 
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子育て支援ポイント付与制度 新規
施策 

子育てサービスを利用するだけで、ポイントが貯まります。 
貯まったポイントは、１ポイント＝１円として町内のお店で買い物に利用できます。 

有料保育サービス 利用料金100円１P 
・病児保育（＠2000円） 
・一時預かり（＠1500円～2300円） 

無料サービス 来場ごとに１０P～２０P 
・両親学級 
・乳児検診 
・離乳食教室 
・保育所（歯科・食育）教室 
・子育て講座、子育てサロン 

  

○４ヶ月健診を受けると２０ポイント（夫婦で行くと４０ポイント） 
 １歳６ヶ月健診、３歳児健診、４歳児健診でもポイント付与 
○子育てサロンに、行くと１０ポイント、周５日で５０ポイント 

（２）“守り”の日本一の子育て村を目指して 32 
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財源対応 

日本一の子育て村構想のための財源 

過疎対策事業債（過疎ソフト事業）を活用 
 平成２２年 過疎地域自立促進特別措置法改正 

     →６年間の期間延長（～H２８年３月３１日） 

  ・創意工夫に富んだソフト事業に充当 

  ・地方債を有効に使い、一般財源の支出を振替 

     →向こう５年間の財源確保 

邑南町日本一の子育て村推進基金を造成 
 平成２３年度 条例制定 過疎法終了後の財源確保 

    ２億５千万円を積立 （平成２５年度末現在高：約３億１３０万円） 

33 
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公的不動産の有効活用等による新たな収入源の確保  

民間住宅建設 

固定資産評価額程度の借地料 
10年間 

建設費の1/2 
最大500万円の助成 

無償 
譲渡 

邑南町版ＰＦＩ 

遊休町有地 
の活用 

空き家バンクだけでない ー 移住者向け住宅確保へ 

34 （２）“守り”の日本一の子育て村を目指して ～住宅対策   

メリット 

家賃は35000円
（一戸建て） 
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ＵＩターン者の悩み 

・移住したくても「住むところが無い」 
・地域の「しきたり」になじめない 
・相談相手がいなくて「孤立」する 
・希望する「就職先が無い」 など 

    定住促進支援員 
       人望が厚く地域の状況に精通している人 

移住前・移住後のＵＩターン者が地域になじめるように相談窓口 

定住支援コーディネーター 

ＵＩターン者ケア 

35 （３） 徹底した移住者ケア 
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ＵＩターン者は不慣れな土地
で戸惑うことが少なくない 

「おせっかいを焼くのが
自分の仕事。」 
困ったことはないかと話し
かけ、「愚痴を聞いて回る
こと」が大切 

自身もＩターン者 
「実体験を生かし、 
移住者の立場に 
立って」を心情に 

周囲の方の支え
がうれしいです 

空き家の利活用 
「元は茅葺きの家だったのを
大家さんが改修されました。」 
「間取りは４ＤＫで家賃は月２
万５千円です。」 

地元の方の好意 
「好きなように畑を
使っていいよ」 
 
 
 
 
 
「最近野菜も米も
買ってない
なぁ・・・」 

定住支援コーディネーターの声 

定住者の声 

36 （３） 徹底した移住者ケア 
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行政と民間の協働による 
活発な婚活イベント 

テレビ局との婚活企画 

観光協会との婚活企画 

平成26年度実績 
5組のカップル成立 

成約率約３割 

２０１２年（平成２４年）５月８日 ２時間  
「もてもてナインティナイン  
 邑南町の花嫁 お見合い大作戦SP」  

邑南町の男性21名に、女性31人
の見合い企画。 
これまで放送された中で、最高の
16組のカップル成立 

37 

37 
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人口動態の推移 

邑南町の思い ～移住生活の実態 38 
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２０－３９歳女性に占める「主に仕事」の比率（％） 

２０～３９歳女性の就業率と出生率（２０１０年・４７都道府県比較） 

39 邑南町の思い 

邑南町の特徴 
・共稼ぎが多い 

・女性の就業率が多い 

参考数値：2010人口動態調査・2010国勢調査 

邑南町平成２４年度 
合計特殊出生率 

２．６５ 出生率も高く 
就業率も高い 

出生率も低く 
就業率も低い 
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邑南町の思い 

日本創成会議が描く悲観的な未来 
2040年、20～39歳の女性が50％の市町村で半減！ 

2010年 
総人口 

2010年 
20～39歳女性 

2040年 
総人口 

2040年 
20～39歳女性 

若年女性人口変化率 
（2010～2040） 

１１，９５９ ８０１ ６，７８１ ３３４ ▲５８．４％ 

邑南町 

40 

40 



予測に対して実際は… 

39.5  
39.8  

40.6  

41.2  
41.7  

42.1  

39.5  
39.8  40.0  

39.4  
39.9  

40.8  

H20 H21 H22 H23 H24 H25

予測値 実測値 

2014年 
現在人口 

現在 
20～39歳女性 

若年女性人口変化率 
（2010～2014） 

１１，５６０ ８１４ １０１．７％ 

邑南町の高齢化率推移 

ところが邑南町は「しこたえております」 

20歳～39
歳女性の
人口は！ 

2010年から

13人増 
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年齢（歳） コーホート変化率（％） 
Ｈ21．4 Ｈ26．4 男 女 計 
0～4 → 5～9 4.5 5.6 5.0 
5～9 → 10～14 ▲0.5 0.0 ▲0.2 

10～14 → 15～19 ▲8.5 ▲12.4 ▲10.4 
15～19 → 20～24 ▲27.5 ▲38.5 ▲33.3 
20～24 → 25～29 ▲7.6 ▲9.5 ▲8.5 
25～29 → 30～34 4.9 11.2 7.9 
30～34 → 35～39 0.0 4.8 2.2 
35～39 → 40～44 1.7 1.1 1.4 
40～44 → 45～49 4.3 0.4 2.4 
45～49 → 50～54 1.0 ▲0.7 0.2 
50～54 → 55～59 0.8 1.9 1.3 
55～59 → 60～64 3.1 1.5 2.3 
60～64 → 65～69 ▲3.4 0.4 ▲1.6 
65～69 → 70～74 ▲6.6 ▲3.9 ▲5.2 
25～34 → 30～39 2.0 7.5 4.6 

邑南町の年齢層別コーホート変化率 
資料：住民基本台帳人口 

邑南町の思い 42 
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43 邑南町の思い ～国の支援 

邑南町から国への提言 

1. 移住促進センターの設置 
 
２．①自由度の高い交付金制度の確立 
      検証が必要   効果が無ければ 
                      ペナルティーがあっても良い 
 
   ②民間からの人材派遣 
  
３．地域おこし協力隊 研修修了後のフォロー 
               起業・就業に向けて 
 
４．地域貢献型の学習ツーリズムの推進 
   首都圏の大学生を学習として 
    地方へ呼び込む仕組みづくり  （大学への支援）                           

 

ただし 結果 
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邑南町の思い 

今後の展開 

44 

１．町内に女性の起業支援センターを設立（人材確保） 
     
２．民間企業との協働による 
        “さらなる”邑南町ブランド力ＵＰ 
 
３．一流の人材育成 
  ☆地域をみつめ世界へ羽ばたく教育力（小・中・高）UP 
  ☆地域課題解決型、他流試合 
 
４．新たな就業スタイルの創造 

タイアップ 
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Ａ級の町を目指して 
～新たな就業スタイルの創造～ 

「おおなんスタイル」の就業スタイルを地方から提案する 

食 

農業 
（基盤） 

レジャー業 

販売 

林業 

デザイン 

教育 

医療・介護 

情報技術 

半農半 Ｘ のすすめ 

45 

必要な年収 
 独  身：２５０～３００万円 
 夫婦世帯：４５０～５００万円 

特技・技能 

邑南町の思い ～今後の展開 

・生活の豊かさ 
・可処分所得 

価値観の転換 

45 
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