
【飯山市総合戦略】目標達成のためのロードマップ（重点項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 若者定住・移住定住推進 

若者の夢が実現するまち飯山での、魅力ある暮

らしを提案・発信 

【総合戦略目標値（指標）】 

成婚組数(市調査) 計画期間平均  １２０組 

転出・転入の差（人口動態）   ▲１２５人 

 

・人口  ２０１６年（平成２８年度末）  国勢調査推計人口 20,699人 

（男性１０，０４４人  女性１０，６５５人） 

平成２７年度 

Ⅰ 地域経済活性化・雇用創出 

新幹線開業効果で地域に元気を創出 

【総合戦略目標値（指標）】 

観光入込客数（日帰り＋宿泊）  １６０万人 

飯山駅乗者数（新幹線） 一日平均１３００人 

【実績】 
観光入込客数 
１０３万人 

 
飯山駅乗車数（新幹線） 
一日平均 

 ５１９人＋α 

2８年度(201６)実績 飯山市総合戦略（４つの柱） 

２９年度 施策・事業 ３０年度

～３１年度 

Ⅲ 子育て支援・次世代育成 

「子育てするなら飯山市」の実現 

【総合戦略目標値（指標）】 

合計特殊出生率(市調査) １．６ 

新型交付金等 

○全国学力等テスト  97.8 

○ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ指定校  ４校 

○ICT 活用学校    １校 

Ⅳ いつまでも安心して暮らせる地域づくり 

雪国の暮らしをより明るく快適に 

【総合戦略目標値（指標）】  

活性化センター  １０地区の維持 公共交通運行事業 

地域おこし協力隊事業 

集落サロン実施 

農福連携推進事業 

保育拡充対応事業 

仮称｢飯山市子ども館｣整備事業 

医師招聘推進事業 

こうのとり支援事業 

かるがも支援事業 

愛（i）ナビ推進事業 

農産物販売推進事業 

菜の花公園地域観光資源創生事業 

新規就農総合支援事業 

企業誘致対策事業 

起業支援ﾈｯﾄﾜｰｸ推進事業 

地域おこし企業人交流事業 

移住定住促進住宅整備事業 

高齢者等玄関先除雪支援事業 

観光施設整備事業 

誘客宣伝観光振興事業 

広域観光推進事業 

自然ｴﾈﾙｷﾞｰ活用事業(雪利用研究等) 

姉妹都市・観光都市交流事業 

まちなか観光推進事業 

二次交通展開事業 

街灯 LED 化補助事業 

住宅屋根克雪化事業 
自主防災会育成強化 

わかる授業･確かな学力育成事業 

学力向上総合対策事業 

小学校 ICT 教育推進事業 

ふるさと寄付金推進事業 

経営体育成支援事業 

元気な農業づくり支援事業

委 

スローライフフォーラム 
若者会議提言事業化 

空き家対策推進事業 移住･定住推進事業 

定住支援事業 

【実績】 
成婚組数 
１０５組 

 
転出・転入の差 
▲２７９人 

【実績】 

合計特殊出生率(市調査) 

１．２５ 

【実績】 

活性化センター１０地区 

農業振興対策事業 

インバウンド推進事業 

二次交通展開事業 桜広場交流施設拡張整備事業 

宿泊施設等整備補助事業 

都市交流推進事業 

イベント用テント購入事業 

まち並整備事業 

正受庵周辺環境整備事業 

過疎地域活性化事業 

ﾍﾙｽﾂｰﾘｽﾞﾑ推進事業 

新型交付金等 

移住支援事業 

子どもｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ予防接種事業 

ふるさと寄付金 

英語教育推進事業 

中学校国際交流事業 

生活困窮世帯子ども学習支援事業 

小中保育園等整備事業 

総合教育推進事業 

飯山市ピロリ菌検査補助事業 寒川等水辺空間整備事業 

かわまちづくり事業 

医療給付事業（拡大） 

斑尾線バス購入事業 

新防災行政無線ｼｽﾃﾑ整備事業 

生活困窮者自立支援事業 

さわやか婚活応援事業 

国調人口 

（10.1 現在） 

20,500 人 

 

 

 

 

【指標目標値】 

観光入込客数 

１６０万人 

 

飯山駅乗車数 

１３００人 

 

成婚組数  

１２０組 

 

転出・転入差 

▲１２５人 

（２割改善） 

 

合計特殊出生率 

１．６ 

 

31 年度 

目標数値 

（2019 年度） 

資料１ 



 

 Ⅰ 地域経済活性化・雇用創出 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 若者定住・移住定住推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（KPI 項目） 2７年度 ２８年度 
評
価 2９年度 31 年度 

新規就農者数 ２人 ０人 △ ９人 累計 30 人 

既存企業支援等による雇用者増加数 ５５人 ２１人 △ ７６人 累計 300 人 

人材育成塾参加者数 １１人 １１人 ◎ ３２人 累計 50 人 

土産品開発等による商品化件数 ６件 ４件 △ ３０件 累計 100 件 

 

起業支援による起業件数 ２件 ６件 ◎ １３件 累計 25 件 

農業算出額（飯山市調査） ７２億円 集計中 － ７5 億 80 億円 

食味ｺﾝｸｰﾙ国際大会入賞者 ６人 １人 △ ５人 8 人 

空き店舗等解消・活用件数 0 件 ２件＋α △ ７件 累計 20 件 

企業誘致・本社機能移転・市外流出抑制 ２社 ２社 ◎ ５社 累計 5 社 

 

観光入込客数 
115 万人 

(宿泊 85 万人) 

1０３万人 

(宿泊７3 万人) 
△ 

1４5 万人 

(宿泊９３万人) 

160 万人 

(宿泊 95 万人) 

外国人宿泊者数 7000 人/泊 7717 人/泊 △ 
１９０００人 

/泊 
30,000 人/泊 

菜の花公園来場者数 4.7 万人 4.0 万人 ○ 4.6 万人 6.0 万人 

（KPI 項目） 2７年度 ２８年度 評
価 

2９年度 31 年度 

若者定住のための住宅整備（支援） ５件 ８件 ◎ ２８件 累計 37 件 

地域おこし協力隊員数 １人 ３人 ◎ ４人 5 人 

不妊治療の補助対象件数 ９件 １３件 ◎ ２７件 累計 20 件 

婚活事業での成婚組数 １組 ０組 ◎ ４組 累計 10 組 

若者会議提案事業実現件数 ０件 １件 △ ４件 累計 10 件 

 

三世代同居支援件数 15 件 ６件 ○ ２９件 累計 45 件 

空き家あっせん件数 14 件 ８件 △ ４７件 累計 100 件 

市の支援を通じた移住件数 22 件 ７１件 ◎ １５３件 累計 275 件 

移住者住宅建設支援件数 8 件 １４件 ○ ３７件 累計 65 件 

○全国学力等テスト  97.8 

○ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ指定校  ４校 

○ICT 活用学校    １校 

○全国学力等テスト  97.8 

○ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ指定校  ４校 

○ICT 活用学校    １校 

飯山市総合戦略推進２９年度事業一覧 

2９年度具体的事業内容 

新規就農総合支援 1680 万：新規就農者給付金（国・市単）ﾞ拡充 

起業支援ﾈｯﾄﾜｰｸ推進 165 万：人材育成塾、起業研究商品開発 ふるさと寄付金推進８億８２００万：返礼品による商品開発・販売等 

地域おこし協力隊 1400 万：活動経費（人件費等）４名予定 こうのとり支援 272 万：不妊治療に係る医療費助成 

さわやか婚活応援 129 万：未婚の男女の出会いの場提供（ii 活実行委員会補助、PR 等） 

若者活動支援：逸村逸品市開催 移住定住促進住宅整備 9170 万：促進住宅住戸・駐車場整備、雇用促進住宅取得 

定住支援 646 万：三世代住宅建設等支援、新卒者通勤補助、奨学生就職償還補助 

移住･定住推進 645 万：現地見学ツアー、ふるさと回帰支援 C 相談委託、セミナー参加旅費等 

移住支援 1010 万：住宅関連（新築・増築・中古）補助、空家活用補助 

起業支援ﾈｯﾄﾜｰｸ推進 6084 万：「あすちゃれ」整備・運営・起業支援補助等 

企業誘致対策 510 万：企業誘致推進員活動、企業訪問等 

農業振興対策 262 万：有料堆肥購入助成等 

農産物販売推進 315 万：農産物 PR・販売促進・食味ｺﾝｸｰﾙ支援等 

地域おこし企業人交流 783 万：起業支援のための企業人派遣 
元気な農業づくり支援 840 万：基幹作物・新規作物導入支援等 

観光施設整備 6112 万：森の家環境整備、人形館別館整備、湯滝環境整備等 

菜の花の里づくり 997 万：菜の花まつり開催補助、公園整備等 

誘客宣伝観光振興 2476 万：DC 関連、二次交通関連等 

菜の花公園地域観光資源創生１５９１万：幸せの鐘設置、イベント企画等 

桜広場交流施設拡張整備 6050 万：用地取得・設計・工事 

ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ推進 393 万：台湾/ｵｰｽﾄﾗﾘｱｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ等 

宿泊施設整備補助 500 万：改修等経費の補助 

まちなか観光推進 145 万：マップ作成、ガイド委託等 

Wi-Fi 整備 5４万：公共施設への Wi-Fi 設置 

富倉ふるさと C 整備 1600 万：施設整備経費 経営体育成支援 300 万：農業用機械導入支援（県補助） 

農福連携推進 510 万：ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ謝金、施設整備補助 

小菅交流拠点施設整備 2127 万：用地取得・設計・古民家改修 

◆２９年度の 

累計値の目標数値 

◆２９年度の 

累計値の目標数値 

◆評価は目標値が類計数値の場合については、目標値を５年分割した数値で判定します。 

評価 ◎：目標を達成  ○：目標値の７割以上達成  △：目標値の達成は５割未満 

農業振興対策 262 万：有料堆肥購入助成等 

元気な農業づくり支援 840 万：基幹作物・新規作物導入支援等 

富倉ふるさと C 整備 1600 万：施設整備経費 

農産物販売推進 315 万：農産物 PR・販売促進・食味ｺﾝｸｰﾙ支援等 

農福連携推進 510 万：ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ謝金、施設整備補助 



Ⅲ 子育て支援・次世代育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ いつでも安心して暮らせる地域づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（KPI 項目） 2７年度 ２８年度 評
価 

2９年度 31 年度 

日曜・祝日保育実施保育園 ２園 ２園 ◎ ２園 ２園 

保育料の軽減率 47.6％ 45.4% △ ― 65％ 

市内小児科診療所・病院数 5 箇所 ５箇所 ◎ ５箇所 5 箇所維持 

子育て環境満足度 不明 ― － ― 50％ 

 

全国学力テスト 97.8 101.5 ◎ 100 以上 100 以上 

コミュニティスクール指定校 ４校 ９校 ◎ ９校 ９校 

小中学校での ICT 活用 １校 ３校 ◎ ６校 ９校 

（KPI 項目） 2７年度 ２８年度 評
価 

2９年度 31 年度 

自主防災会等組織集落 98 集落 98 集落 ○ 100 集落 全集落 

消防団協力事業所数 15 社 １６社 ○ １８社 19 社 

集落サロン実施箇所数 51 箇所 53 箇所 ○ 60 箇所 70 箇所 

市内公共交通路線数 13 路線 13 路線 ◎ 13 路線 13 路線維持 

 

広域観光連携会議を核とした 

広域観光事業推進 
 推進 ◎ 推進 推進 

北信地域定住自立圏における連携  計画策定 ◎ 継続 
29 年度以降

も継続 

観光交流イベント参加回数 14 回 18 回 ○ 20 回 20 回 

ひとり親等支援 234 万：自立支援用教育訓練給付費等 

仮称｢飯山市子ども館｣整備 4 億 4798 万：用地取得・建設・管理費用；児童館等・子育て支援 C・病後児保育・放課後デイ 

愛（i）ナビ推進 43 万：スマホアプリによる情報発信ツール 

医師招聘推進 2120 万：日赤の産科・小児科等の勤務医不足に対する貸付金・研究資金・奨学金等 

かるがも支援 75 万：ママサポ委託、育児・家事援助 

わかる授業･確かな学力育成 350 万：学力テストにより児童生徒の学力を把握し学力向上を図る。年２回実施 

生活困窮世帯子ども学習支援 111 万：不登校小中学生居場所づくり、不登校高校生通信教育支援 

総合教育推進 350 万：ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ・ふるさと学習支援等 

小学校 ICT 教育推進 1950 万：小学校３校にタブレット端末等を整備 

街灯 LED 化補助 527 万：区所有の街灯の LED 化に対する補助 

住宅屋根克雪化事業 600 万：住宅屋根融雪・落雪化への支援 

自主防災会育成強化 100 万：自主防災会組織化の推進及び組織の育成強化 

集落サロン実施 

公共交通運行事業 8761 万：公共交通（バス等）の運行 拡充 

広域観光推進 2862 万：広域観光案内･DMO 業務委託料、ニューツーリズム企画、広域負担金、アクティビティイベント開催負担金他 

二次交通展開 970 万：ハブ機能充実のため、飯山駅と観光拠点を結ぶバス運行 

姉妹都市・観光交流都市・友好都市交流 256 万：大阪市及び観光交流都市との交流、29 年度より国分寺市と友好姉妹都市締結 

定住自立圏共生ビジョン推進（H29～H33） 

観光交流 C・ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ C 運営 4199 万：飯山駅内 C 運営経費 

子ども未来基金１７0万 

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ予防接種補助 550 万：１歳～中３までの予防接種補助 

学力向上総合対策 1130 万：学習支援員の配置、小中高連携の充実 

医療給付事業 拡大 120 万：15～18 歳の入院無料化 ふるさと基金 1 億 5900 万 

子ども未来基金 620 万 

英語教育推進 1607 万：ALT 配置、英語検定受検補助 

高齢者玄関先除雪支援 400 万：けだしの除雪支援員派遣補助他 

斑尾線バス購入 2799 万：斑尾線バス１台増強（中型 60 人定員） 

新防災行政無線システム整備 100 万：基本設計 

寒川等水辺空間整備 500 万：設計・地元補助 

◆２９年度の 

累計値の目標数値 

◆２９年度の 

累計値の目標数値 

ふるさと基金 1 億 2295 万 

医療給付事業 拡大 120 万：15～18 歳の入院無料化 

かわまちづくり 140 万：千曲川活用広域まちづくり計画策定 

◆評価は目標値が類計数値の場合については、目標値を５年分割した数値で判定します。 

評価 ◎：目標を達成  ○：目標値の７割以上達成  △：目標値の達成は５割未満 


