
各目標ごとの町内での取組み整理

基本目標1　私たちは地域の仕事（ちから）を輝かせます

【凡例】
黒字：第1期戦略から変更がない事項
青字：第2期戦略での変更点
赤字：前回会議からの変更点
オレンジ：事務局で調整中の事項

事業

【掲載・新規掲載事業について】
第2期戦略への掲載内容

KPI 現状値（H30） 目標値（R6）

事業継続 掲載 1次産業従事希望者への国・県等の支援事業等の紹介 相談件数 20件（累計） 20件（累計） 農林業振興係 政策２施策２－２基本事業②事業１４

新規 代替新規 水産加工業における外国人労働者同士の交流の場を設ける 参加人数 ― 300人（累計） 水産業振興係 新規事業のため該当する計画はなし

町内産業の見える化推進 事業継続 掲載
・産業フェア等のイベントと連携した、町内企業の事業紹介
・関係機関と連携した、企業（団体）のミッション・ビジョンの明文化や発信力強化のための支
援・協力、機運醸成

産業PRブース出展数 52社（累計） 60社（累計） 商工業立地推進係 政策２施策２－６基本事業①事業１１

事業継続 掲載
町内の中学校出身者が高校・大学卒業後、町内企業に就職した際、就職者に対し給付金を
支給

町内新卒者就職者数
（給付対象）

18人（累計） 16人（累計） 商工業立地推進係 政策２施策２－６基本事業③事業０２

事業継続 掲載 U・Iターン者が町内企業に就職した際、就職者に対し給付金を支給
U・Iターン者就職者数

（給付対象）
13人（累計） 10人（累計） 商工業立地推進係 政策2施策２－６基本事業①事業１２

新規 新規 求人サイト設置等企業が求人に要した費用の2分の１を補助。（上限３０万） 補助金交付件数 ― 10件（累計） 商工業立地推進係 新規事業のため該当する計画はなし

新規 新規
【総合計画からの提案】
　『就業体験推進事業』
　町内の小中高校生に職業体験をさせ、働く意欲を育む

事業の継続 ― ― 商工業立地推進係 政策２施策２－６基本事業③事業０２

事業継続 掲載 求人・求職の受付と斡旋（月・水・金）
相談件数

就職決定者数
601件（年間）
77人（年間）

500件（年間）
70人（年間）

商工業立地推進係 政策２施策２－６基本事業①事業０２

事業継続 掲載 ホームページ等への求人情報の掲載 町HP求人情報閲覧数 9,079件（年間） 6,000件（年間） 商工業立地推進係 政策２施策２－６基本事業①事業０２

地元企業の支援 新規 新規
【総合計画からの提案】
　『企業立地奨励事業』
　企業の育成と誘致に必要な措置をし、産業の進行と雇用の拡大を図る

事業の継続 ― ― 商工業立地推進係 政策２施策２－４基本事業②事業０１

事業継続 掲載 交流人口拡大に向けたプラットフォーム機能の構築、情報発信の強化 観光入込客数 144万人（年間） 120万人（年間） 観光振興係 政策２施策２－５基本事業②事業０１

事業継続 掲載 教育旅行誘致に伴う受け入れ態勢整備 教育旅行受入人数 4,535人（年間） 4,500人（年間） 観光振興係 政策２施策２－５基本事業②事業０１

新規 新規

【総合計画からの提案】
　『都市公園事業（南三陸震災復興記念公園等）』
　震災を記憶し、復興の歩みを後世に伝え、犠牲者の慰霊と住民への励まし、世界的規模
での連帯による復興の意義をアピールする

事業の継続 ― ― 企画情報係 政策１施策1－1基本事業①事業０６

訪日外国人誘致の促進 事業継続 掲載
プロモーション活動、おもてなしセミナー開催、手差し会話マニュアルなどの多言語化対応、
おもてなしセミナー開催、他

訪日外国人受入泊数 ― 1,300泊（年間） 観光振興係 政策２施策２－５基本事業①事業０２

地域交流拠点形成の推進 事業継続 掲載 道の駅、商店街、公共交通拠点の整備による観光・交流の促進（地域交流拠点の形成）
令和2年度制度設計
令和3年度事業開始

予定
… …

地方創生・官民連携推進室／
企画情報係

令和2年度制度設計のため、該当する計画は
なし

事業継続 掲載
起業支援補助金として、起業化計画の認定を受けた事業者に対し、300万円を限度に補助
対象事業費の1/2を補助

創業件数 18件（累計） 25件（累計） 商工業立地推進係 政策２施策２－６基本事業④事業０１

新規 新規

【総合計画からの提案】
　『異業種連携事業』
　市民講座などを通じてさまざまな職種経験のなかでディスカッションを行い、新たな資源利
用について提言をいただきプロジェクトを遂行するような取り組みを実践する。

事業の継続 ― ― 水産業振興係 政策２施策２－３基本事業⑤事業０２

総合計画における位置づけ

KPI

担当課

観光・体験・交流の促進

施策1-3
新たなしごとをつくる

南三陸町創業支援

施策1-2
観光・交流を促進する

区分

第1期戦略での掲載
内容および新規提案

内容
（検討事業一覧）

具体的な取り組み

施策

施策1-1
まちのしごとを輝かせる

第1次産業の就業支援

雇用促進の奨励

無料職業紹介の充実
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参考資料1　新事業体系表



各目標ごとの町内での取組み整理

基本目標2　私たちはともに未来を拓く人々が集う家（まち）をつくります

【凡例】
黒字：第1期戦略から変更がない事項
青字：第2期戦略での変更点
赤字：前回会議からの変更点
オレンジ：事務局で調整中の事項

事業

【掲載・新規掲載事業について】
第2期戦略への掲載内容

KPI 現状値（H30） 目標値（R6）

事業継続 掲載 移住者座談会、創業支援や職業紹介との連携
移住関連イベント参加

人数
ー 100人（年間） 地方創生・官民連携推進室 政策５施策５－１基本事業①事業０１

事業継続 掲載
お試し移住に関する情報発信等を行うとともに、関係機関と連携し、移住希望者への紹介を
実施

お試し移住者数 ― 20人（年間） 地方創生・官民連携推進室
総合計画策定後に新設された事業のた

め、該当する計画はなし

事業継続 掲載 空き家バンク制度の利用促進 空き家登録件数 ― 20件（累計） 地方創生・官民連携推進室 政策５施策５－１基本事業①事業１３

事業継続 掲載 定住促進住宅の維持・運用 事業の継続 ― ― 公営住宅管理係 政策３施策３－８基本事業①事業０４

事業継続 掲載 住環境が整うまでの、移住者向け家賃補助 制度利用者数 22人（累計） 30人（累計） 地方創生・官民連携推進室 政策５施策５－１基本事業①事業１２

事業継続 掲載 空き家改修費の補助 制度利用者数 8人（累計） 50人（累計） 地方創生・官民連携推進室 政策５施策５－１基本事業①事業１３

事業継続 掲載 公営住宅の有効活用
入居可能になってか
ら、3ヶ月以内の入居

率
― 80% 建設総務係 政策５施策５－１基本事業①事業１４

新規 代替新規
若者（対象：世帯主及びその配偶者の年齢が４０歳未満）の定住促進のため、新築住宅取
得時の経済的支援

制度利用者数 ― 15件（累計） 建設総務係 政策５施策５－１基本事業①事業１４

地域おこし協力隊受入れ 事業継続 掲載
都市地域から過疎地域等に住民票を移動し、一定期間、地域に居住して地域おこしに関す
る活動をする者を地域おこし協力隊員として任命

協力隊受入数 11人（累計） 15人（累計） 地方創生・官民連携推進室 政策２施策２－５基本事業③事業１１

南三陸ファンクラブ 新規 代替新規 南三陸に関わる人々と町民を結ぶ交流プログラムである「南三陸ファンクラブ」を運営
南三陸ファンメルマガ

購読者数
― 5,000件（累計） 観光振興係 新規事業のため該当する計画はなし

ふるさと納税の推進 新規 新規

【総合計画からの提案】
　『ふるさと納税の推進』
　ふるさと納税を通じて本町への関心と理解を高め、支援・応援をしていただける方を増やす
ことで、交流人口の拡大や、それによる経済効果により、財源確保を図る。

寄付件数 ― 2,000件（年間） 企画情報係 政策５施策５－４基本事業②事業02

施策2-2
繋がりを築き

関係人口を増やす

担当課施策
第1期戦略での掲載
内容および新規提案

内容
（検討事業一覧）

具体的な取り組み

住宅確保の推進

移住・定住総合窓口の設
置等

施策2-1
移住・定住を促進する

区分

KPI

総合計画における位置づけ
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各目標ごとの町内での取組み整理

基本目標3　私たちは豊かな自然のなかでともに支えあい世代（いのち）をつなぎます

【凡例】
黒字：第1期戦略から変更がない事項
青字：第2期戦略での変更点
赤字：前回会議からの変更点
オレンジ：事務局で調整中の事項

事業

【掲載・新規掲載事業について】
第2期戦略への掲載内容

KPI 現状値（H30） 目標値（R6）

施策3-1
若い世代の結婚したいを

実現する
結婚活動支援の充実 事業継続 掲載 南三陸町内の結婚を希望する独身男女に対し、結婚相手紹介サービスの利用料を補助。 成婚数 ― 7件（年間） 地方創生・官民連携推進室

総合計画策定後に新設された事業のた
め、該当する計画はなし

事業継続（仮） 掲載（仮） 教育・保育サービス、放課後児童健全育成事業の実施（※）
予想受け入れ人数確

保数
ー

５７人（R2）
５８人（R3）
５８人（R4）
５７人（R5）
５６人（R6）

子育て支援係 （想定）政策３施策３－１基本事業②

事業継続（仮） 掲載（仮） 子育て支援センター事業の実施（※）
予想受け入れ人数確

保数
ー

2,677人（R2）
2,477人（R3）
2,362人（R4）
2,262人（R5）
2,176人（R6）

子育て支援係 （想定）政策３施策３－１基本事業②

新規 新規

【総合計画からの提案】
　『子ども・子育て会議事業』
　南三陸町子ども・子育て会議開催（年2～3回）、子ども・子育て支援事業計画の点検、検
討、見直しを行う

事業の継続 ― ― 子育て支援係 政策３施策３－５基本事業②事業０２

事業継続 掲載
育児休業制度等の取得促進など子育てにやさしい職場環境づくりの実現へ向けた町内企業
への働きかけ（※）

事業の継続 ― ― 商工業立地推進係 （想定）政策３施策３－１基本事業②

子ども医療費助成 事業継続 掲載 １８歳までの医療費無償化（所得制限の撤廃） 事業の継続 ― ― 医療給付係 政策３施策３－５基本事業④事業０１

子育てクーポン券の配布 事業継続 掲載
子どもが生まれた時や小学校入学時の子育てにおける経済的負担を軽減するため、町内で
使えるクーポン券を配布

事業の継続 ― ― 子育て支援係 政策３施策３－５基本事業②事業１２

修学資金の貸付制度 事業継続 掲載 看護・介護学生等に対する修学資金の無利子貸付 検討中 ○○ 検討中 社会福祉係 政策３施策３－２基本事業①事業１２

地域を学ぶ・地域で学ぶ
人材育成

事業継続 掲載
土曜塾等での学力向上や地域資源を用いた町内小・中学校の学習支援、志津川高校の特
色ある教育支援、地域連携教育の枠組みづくり

学習支援センター（志
翔学舎）利用者延べ

人数
2,567人（年間） 3,000人（年間）

地方創生・官民連携推進室
教育総務係
生涯学習課

ネイチャーセンター

政策４施策４－１基本事業④事業１１

※「子育て支援計画」（Ｒ２～Ｒ６）に合わせた事業計画とする。
　　具体的設計は今年度末（３月）に決まるので、決まり次第掲載とする。
　　具体的ＫＰＩと目標値についても同様

施策3－2
出産・子育てがしやすいま

ちづくり

施策3－3
「学びたい」を実現する

子ども・子育て支援の充実

担当課施策
第1期戦略での掲載
内容および新規提案

内容
（検討事業一覧）

具体的な取り組み

区分

KPI

総合計画における位置づけ
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各目標ごとの町内での取組み整理

横断的な目標　官民連携で南三陸町らしさを実現します

【凡例】
黒字：第1期戦略から変更がない事項
青字：第2期戦略での変更点
赤字：前回会議からの変更点
オレンジ：事務局で調整中の事項

事業

【掲載・新規掲載事業について】
第2期戦略への掲載内容

KPI 現状値（H30） 目標値（R6）

官民連携の推進 事業継続 掲載
官民連携による地域課題への取り組み定着のための総合相談窓口の設置　（民間活動をサ
ポートし、地域課題に立ち向かうための機運醸成、聞き取り、話し合いの機会提供等）

相談件数（地方創生
関連のみ）

3件（年間） 10件（年間） 地方創生・官民連携推進室 政策５施策５－４基本事業④事業０１

企業版ふるさと納税 新規 新規 企業版ふるさと納税制度を活用した官民連携による地方創生 寄附額 ― 5,000万円（累計） 地方創生・官民連携推進室 新規事業のため該当する計画はなし

事業継続 掲載
地域資源プラットフォームを核とした森・里・海・ひとに関する南三陸ブランドの育成と管理
（フォレストック、FSC、ASC、バイオマス産業都市構想等）

ブランド基準策定件数
（ブランド基準策定事

業とリンク）
― 1件（年間） 地方創生・官民連携推進室 LP③事業11

新規 新規

【総合計画からの提案】
　『グリーン・ツーリズム農業体験推進事業』
　町民と都市住民が農業体験を通じた交流を促進することで、農業者の所得向上と生きが
いを創出

事業の継続 ― ― 農林業振興係 政策２施策２－２事業③事業02

新規 新規
【総合計画からの提案】
　『地産地消推進事業】
　地産地消を推進し、地元農林水産業の活性化を図る

支援件数 ― 5件（年間） 農林業振興係 政策２施策２－２事業③事業03

新規 新規
【総合計画からの提案】
　『南三陸材利用促進事業』
　地元木材の普及、建主への補助

建設戸数 14件（年間） 15件（年間） 農林業振興係 政策２施策２－２事業④事業01

新規 新規
【総合計画からの提案】
　『FSC認証事業』
　ブランドの発信、付加価値を付け取引価格を上昇させることで良好な森林経営を持続

認証林面積 2,468ｈａ 3,000ｈａ 農林業振興係 政策２施策２－２事業④事業04

事業継続 掲載 自然環境活用センターにおける、地域資源の調査・研究、人材育成、交流、情報発信 センター利用者数 ― 4,500人（累計） 水産業振興係 政策２施策２－２基本事業②事業１１

新規 代替新規
【農林水産物のブランド開発支援】【水産物の販路拡大事業】の方向性を同じくする総合計
画記載事業と合わせ、南三陸の水産物のブランド基準策定事業

ブランド基準策定数 ― 1件（年間） 水産業振興係
政策２施策２－３基本事業③事業０３
政策２施策２－３基本事業④事業０１

施策LPー０３事業０１

新規 新規

【総合計画からの提案】
　『資源循環型社会形成事業』
　循環型社会の形成によるまちづくりの意識向上を図り、観光客等の交流者に環境保全を呼
び掛けられるようにする

事業の継続 ― ― 廃棄物対策係 政策２施策２－７基本事業①事業11

新規 新規
【総合計画からの提案】
　『3Rの推進』
　生ごみ・可燃ごみの収集及び処理体制の検討

事業の継続 ― ― 廃棄物対策係 政策３施策３－７基本事業②事業04

新規 新規
【住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業】
地球温暖化防止（CO の削減）と自然エネルギーの活用、災害時にも各家庭において必要

小限の電力確保ができる
補助件数 ― 50件（年間） 環境政策係 政策２施策２－７基本事業②事業03

集うまちを発信・共有する 事業継続 掲載 移住促進施策や地域コミュニティ活動等の情報発信・共有の仕組みを強化
民間ホームページ閲

覧数
28,172件（年間） 20,000件（年間） 地方創生・官民連携推進室 政策５施策５－５基本情報①事業１７

まちの子育て・教育環境を
発信・共有する

事業継続 掲載
子育てハンドブックをはじめとする子育て支援情報や特色ある地域教育等の情報発信・共有
の仕組みを強化

ハンドブック発行数 700部（年間） 700部（年間） 子育て支援係 政策５施策５－５事業①事業１８

総合計画における位置づけ

10件（年間）14件（年間）採択件数

まちの魅力を発信・共有す
る

事業継続 掲載 まちの魅力をわかりやすく発信するため、各種イベント等を動画で掲載する。

住民有志やボランティア団体等の非営利団体が企画・実施する公益活動、集いと賑わい創
出事業等に対し、補助金を交付／平成２８年度から総合戦略に寄与する事業の新設による
民間活力の導入

企画情報係掲載事業継続

資源循環型社会形成の推
進

企画情報係 政策５施策５－５基本事業①事業１４

政策１施策１－５基本事業①事業０１

2,000回（年間）―ユーチューブビュー数

施策4-1
民間活動をサポートする

おらほのまちづくり補助金

施策4－2
南三陸ブランドを輝かせる

南三陸ブランドの育成と管
理

地域資源の研究・共有

施策4－3
情報発信・共有の仕組み

を強化する

（第1期戦略で各目標に
分かれていたものを統合）

施策

具体的な取り組み

担当課
第1期戦略での掲載
内容および新規提案

内容
（検討事業一覧）

区分

KPI
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事業

【掲載・新規掲載事業について】
第2期戦略への掲載内容

KPI 現状値（H30） 目標値（R6）
総合計画における位置づけ施策

具体的な取り組み

担当課
第1期戦略での掲載
内容および新規提案

内容
（検討事業一覧）

区分

KPI

新規 新規

【国の第2期戦略を受けた事務局からの提案】
　RPAの取り組み推進
　注）Robotic Process Automation（ロボティック・プロセス・オートメーション）の略
　　ホワイトカラーのデスクワーク（主に定型作業）を、ルールエンジンやAI（人工知能）などの
技術を備えたソフトウェアのロボットが代行・自動化する概念

次年度以降制度設計
予定

… … 企画情報係 新規事業のため該当する計画はなし

新規 新規
【国の第2期戦略を受けた事務局からの提案】
　新たなモビリティ（さんさん館、いりやど）の導入の推進

モビリティ利用者 ― 30人（Ｒ2年度） 企画情報係 新規事業のため該当する計画はなし

新規 新規

【総合計画からの提案】
　『芸術文化団体育成支援事業』
　町民自ら芸術活動に参加することで若い世代への文化継承、担い手創出、情報発信を図
る

事業の継続 ― ― 生涯学習係 政策４施策４－４基本事業①事業03

新規 新規
【総合計画からの提案】
　『町民文化祭』
　町民が文化活動に参加し成果を発表することにより、地域生活文化の向上を図る

事業の継続 ― ― 生涯学習係 政策４施策４－４基本事業①事業02

新規 新規
【総合計画からの提案】
　『各種プロスポーツ等の招致』
　スポーツ観戦や選手との交流により町民の心身をリフレッシュする

事業の継続 ― ― スポーツ振興係 政策４施策４－３基本事業①事業02

新規 新規
【総合計画からの提案】
　『各種講習会・大会の開催』
　大会を通した町民の交流

事業の継続 ― ― スポーツ振興係 政策４施策４－３基本事業①事業０３

施策4－4
新しい時代の流れを力に

する

未来技術を活用した地域
課題の解決

スポーツの推進

施策4－5
多様な人材の活躍を推進

する

歴史・文化の継承
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