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第１編 序論 

第１章 総合計画の概要 

１．総合計画について 

本町では、「総合計画」を町の最上位計画に位置づけ、「長南町第４次総合計画」（以下、「第

４次計画」という。）を平成 23 年度（2011）に策定し、令和２年度（2020）までの 10 年間を計画

期間として、その指針に沿ってまちづくりを進めてきました。 

その間も、本町の人口減少・少子高齢化は進行し、地域社会の担い手不足をはじめとする

様々な問題が一層深刻化しています。また、全国的に高度情報化に伴う行政サービスの効率

化や簡素化、スマート自治体への転換等、価値観やニーズの多様化、地方創生の推進により、

地域の実情を踏まえたまちづくりが求められています。 

平成 26 年（2014）に「まち・ひと・しごと創生法」が施行され、本町では平成 27 年度（2015）

からの５年間を計画期間とする「（第１期）長南町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下、「第１

期総合戦略」という。）を策定し、人口減少への課題や地域活性化に向けた各種の施策を講じて

きました。 

さらに、平成 27 年（2015）９月の国連サミットにおいて、「地球上の誰一人取り残さない」持続

可能な社会の実現に向けた持続可能な開発目標である「ＳＤＧｓ」（Sustainable Development 

Goals）が採択され、国のＳＤＧｓ推進本部が令和元年度（2019）に決定した「ＳＤＧｓ実施指針改

定版」では、地方自治体の各種計画にＳＤＧｓの要素を反映することが奨励されています。 

こうした社会構造の変化に的確に対応するため、住民との連携・協働を図りながら、地域の人

材、資源を活かしたまちづくりを推進していく必要があります。 

このような情勢を踏まえながら、向こう 10年間のまちづくりの指針となる「長南町第５次総合計

画」（以下、「本計画」という。）を策定します。 
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２．総合計画の構成 

（１）位置づけ 

本計画は、本町の取組むまちづくり全分野の方向性を定めるものであり、産業、福祉、教育、

都市基盤整備など、多岐にわたる個別の行政計画を統括するものです。 

個別の計画との整合性を図りながら、まちづくり全体の方向性や重点的に取組むべき課題な

ど、分野間の横断的な視点をもって、本町の今後の政策を定め明らかにします。 

 

（２）計画の構成 

総合計画の意義のひとつとして、本町が取組む一つひとつの事業の視点だけでは見えない

中長期的なビジョンを示すことがあります。 

本計画においても第４次計画と同様に、基本構想、基本計画、実施計画の３層構造により、

本町の事業の目指すところを示すものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総 合 計 画 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

総合計画の根幹として、本町が実現を目

指すべき将来像を示すとともに、その実現

に向けた基本理念を明らかにします。 

基本理念に基づき、推進すべき施策を

体系的に示します。基本計画の計画期間

は、社会環境の変化などに的確に対応す

るため、前期５年間の基本計画終了後に

見直しをかけ、後期５年間の基本計画を

定めます。 

基本計画に示す施策に基づく具体的な

事業内容を示す事業計画です。実施計画

は、令和３年度を初年度として３年間ごと

に計画を策定します。ただし、基本計画の

見直しにあわせて実施計画も見直すこと

とします。 
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（３）主な計画との関連性 

「第２期長南町まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、人口減少対策・地域活性化を目的とし

て、まちづくりにかかるすべての分野から、横断連携的な視点で施策を位置づけており、総合計

画の重点施策といえます。 

また、「長南町都市計画マスタープラン」は、土地利用における総合計画ともいうべきもので

す。 

「国土強靭化地域合同計画」も、近年多発している大規模災害を踏まえて住民の安全・安

心のために策定した計画として、まちづくりにおいては重要な位置を占めます。 

本計画の策定にあたり、これらの計画と整合と調和を図り、本町として一体的な施策を推進し

ます。加えて、本計画を推進することで、ＳＤＧｓの達成を図るため、ＳＤＧｓの視点を各施策に盛

り込むこととします。 

 

総合計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【用語の解説】 

※１：第２期長南町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

町の人口について現状と将来推計を分析し、まちづくりにかかるすべての分野から、人口減少対策や地域

活性化に向けた５か年の施策をまとめた計画書 

※２：都市計画マスタープラン 

土地利用や都市機能施設の配置及び交通体系等の観点から総合的なまちづくりを進めていく計画書 

※３：国土強靭化地域合同計画 

大規模自然災害等に備えるため、事前防災・減災と迅速な復旧・復興に対応する強靭な地域を作り上げる

ための計画書 

総合計画（最上位計画） 

ＳＤＧｓ※４ 

重点施策として 
整合 

土地利用・都市整備 
の面で整合及び 
地域の強靭化推進 

個別計画 

まちづくり全般についての計画 

「誰一人取り残さない」視点で施策推進 

第２期長南町 

まち・ひと・しごと創生総合戦略※１ 

都市計画マスタープラン※２ 

国土強靭化地域合同計画※３ 
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※４：SDGs（関連：41頁、42頁） 

2015 年９月の国連総会で採択された開発目標で、「地球上の誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包

摂性のある社会の実現のために、2030年までに達成すべき 17の目標項目が設定されている 

 

 

（４）計画の期間 

本計画の目標年次は令和 12 年度（2030）とし、基本構想、基本計画、実施計画それぞれ

の計画期間を、次のとおりとします。また、本計画と連携する「第２期長南町まち・ひと・しごと創

生総合戦略」は、効果的に事業を推進するため、計画期間を本計画の前期基本計画と同じく、

令和３年度から令和７年度までの５年間とます。 

 
 

第５次総合計画 
第２期まち・ひと・しごと 

創生総合戦略 

◇基本構想  
令和３年度～令和 12 年度 

（2021～2030） 
（10 年） 

令和３年度～ 
令和７年度 

（毎年度検証） 
（５年） ◇基本計画 

前期 
令和３年度～令和７年度 

（2021～2025） 
（５年） 

後期 
令和８年度～令和 12 年度 

（2026～2030） 
（５年） 

◇実施計画  ３年ごとに策定 （３年） 

 
 

年度 R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R10 R11 R12 

基本 

構想 

          
基 本 構 想（10 年） 

          
基本 

計画 

          
前期基本計画（５年） 後期基本計画（５年） 

          
重点 

施策 

          
第 2 期まち・ひと・しごと創生総合戦略（5 年） 第３期まち・ひと・しごと創生総合戦略（5 年） 

          

実施 

計画 
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高 

低 
高 低 

満

足

度 

重 要 度 

重要改善項目 

基本方針２ 活力と賑わいにあふれたまち（産業・雇用・地域活性化） 

施策１ 農林業の振興 

現状と課題 

・農業の担い手の確保の必要性 

農業は本町の基幹産業であり、特に米と蓮根の名産地として知られています。 

平成７年（1995）に 1,187戸であった販売農家数は、平成 27年（2015）には 541戸となり、20年間で半

数以下に減少し、農業就業者のうち 65 歳以上の高齢者は 77.9％と高い割合になっています。一定の生産

力のある大規模農家が本町の農業を維持している産業構造となっており、今後も高齢化の進行により、さら

に担い手が不足し生産力が急減することが懸念されます。 

 

・人と農地の問題（全農家参加型農業） 

担い手の減少に伴い、耕作放棄地も増加するため、周辺農地の荒廃や有害鳥獣増加の温床になるなど

のリスクも懸念されます。本町では、独自の考え方である「全農家参加型農業」を掲げ、ＪＡ長生と連携しなが

ら農地の流動化、集積・集約化に取組むとともに、農地のあり方を地域で考え、決定していくため、「人・農地

プラン」の策定にも継続的に取組んでいます。また、地域の共同作業を促進するため、多面的機能支払を実

施しています。 

また、令和３年度（2021）から国は、「スマート農業に対応した農地整備」を展開することとしており、動向を

見据え、本町ではロボット技術等を活用して超省力・高品質生産を可能にする取組を行う団体等に対する補

助事業をスタートさせました。 

有害獣に対しては、柵による防護や罠による捕獲に取組んでおり、被害は減少していますが、近年では鳥

（カモ）による被害も増加しており、今後も継続的な有害鳥獣対策が必要です。 

 

・継続的な森林管理 

本町の総面積 6,551ha のうち、森林面積は 3,063ha（46.8％）です。木材の生産が盛んであるわけではあ

りませんが、森林には水源の涵養や土砂流出の防止などの重要な機能があるため、林業だけでなく森林管

理の観点からも、あり方を検討する必要があります。 

現状では、森林における下草刈りや間伐、果樹等の植林による里山管理と自然観察や体験、遊びの提供

など、森林資源利用に取組む活動組織を支援しています。 

 

住民評価（ＣＳ分析） 

① 農業に対する振興支援策 

② 集落営農リーダーの確保・育成 

③ 有害鳥獣対策 

④ 林業に対する振興支援策 

 

 

① ② 
④ ③ 
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取組方針 

本町の農業基盤を維持するため、担い手不足の改善と耕作放棄地の増加の課題に対して、今後も重点

的に取組みます。令和２年６月に施行された「特定地域づくり事業推進法」は、都市から過疎地域に移り住む

若者の定着を後押しする施策であり、農林水産省でも農村の活性化につなげるために推進していることから、

このような新しい仕組みを積極的に活用し、人材を確保します。 

また、全農家参加型農業を推進する考え方のもと、地域のリーダーとなる認定農業者の育成や集落営農

組織づくりを進めるとともに、安定した農業所得の確保に向けて農産物直売所の活用や農産物の魅力向上、

６次産業化、有害鳥獣対策にも継続的に取組みます。森林については、公益的機能や多面的機能の維持、

観光資源やアクティビティなど、様々な観点から、森林資源の利用を支援します。 

 

指標 

 

■主要施策１ 全農家参加型農業の推進 

主な事業 

◎営農推進事業 地域農業の育成  〇担い手確保・経営継承の推進   

〇人・農地プランの策定 ◎経営規模拡大農地集積奨励事業 ◎次世代人材投資事業 

◎スマート農業の推進  〇ほ場整備事業  〇改善センターの運営管理 

 

 

  関連計画 

計画名 計画期間 

長南町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 平成 26 年度（2014）～ 

長南町人・農地プラン 平成 26 年度（2014）～ 

第２次地域農業整備事業計画 
平成 29 年度（2017）～ 

令和３年度（2021） 

県営長南東部土地改良事業計画 
平成 31 年度（2019）～ 

令和６年度（2024） 

長南町農業振興地域整備計画書 平成８年度（1996）～ 

 

  

指標名 現状値（Ｒ１） 方向性 総合戦略 

営農組合数 ８組合 向上 Ｐ.44 

農用地区域内基盤整備済みの水田の集積面積 349ha 向上 Ｐ.44 

新規就農者数（I ターン・U ターン含む） ４人 向上 Ｐ.44 

長南産コシヒカリＰＲ回数 11 回 維持 Ｐ.45 

有害鳥獣被害の面積 142a 抑制 Ｐ.46 

有害鳥獣被害の金額 1,931 千円 抑制 Ｐ.46 
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■主要施策２ 農産物の魅力向上と情報発信 

主な事業 

◎長南産米コシヒカリのＰＲ促進   ◎６次産業化の取組促進 

◎地域特産品の魅力発信    ◎農産物直売所の開設 

 

■主要施策３ 有害鳥獣対策 

主な事業 

◎鳥獣被害防止総合対策事業 

 

関連計画 

計画名 計画期間 

長南町鳥獣被害防止計画 令和３年度（2021）～ 

 

■主要施策４ 森林管理の支援 

主な事業 

〇森林の適切な保全管理 

 

  関連計画 

計画名 計画期間 

長南町森林整備計画 
平成 30 年度（2018）～ 

令和９年度（2027） 

 


