白石町人口ビジョン

白石町人口ビジョン・総合戦略（概要版）

人口の分析

～ 農業と人情のまち“しろいし”が輝き続けるために ～

・本町の総人口は今後、減少を続ける
・平成 22 年(2010 年)～平成 52 年(2040 年)に 20 歳～59 歳の若年女性の人口が 50％以下に減少する
消滅可能性都市であると指摘されている
・合計特殊出生率が回復しない場合、または人口流出が止まらないと今後は加速度的に人口減少が進む
目指すべき将来の方向

白石町では、平成２７年度に白石町人口ビジョン、白石町まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定しました。
策定に当たっては「しろいしの未来を語ろう会」などでの住民の皆様からの意見を参考に、産官学金労言と
公募委員から組織される「白石町まち・ひと・しごと創生推進会議」で協議していただきました。
白石町人口ビジョン
急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、それぞれの地域で住みよい

１）周辺の市や県外の主要都市への流出を止め、

環境を確保して、将来にわたって活力ある地域社会を維持していくことが喫緊の課題となっています。

人口流出に歯止めをかける

白石町では、こうした国の指針に基づき人口の現状と将来の姿を示し、人口問題に関する住民の認識の共有を

２）「出生率」のさらなる向上に向けて出産、子

図るとともに、今後目指すべき将来の方向と人口の将来展望を提示する「白石町人口ビジョン」を策定しました。

育て、教育環境の向上により人口増加に取り

白石町まち・ひと・しごと創生総合戦略 ～農業と人情のまち“しろいし”が輝き続けるために～

組む

本計画は、白石町人口ビジョンでの人口の将来展望等を踏まえ、今後行うべき具体的な施策を「白石町まち・ひと

３）長期的かつ総合的な視点から有効な施策・事

・しごと創生総合戦略」として策定し、人口減少問題に取り組んでいくものです。

業を実施する

この白石町まち・ひと・しごと創生総合戦略は、第２次白石町総合計画の下位の人口問題等に関する個別計画

４）魅力的なまちの向上や情報発信等により新た

として位置付けられます。

な人口流入に取り組む
５）高齢者が活躍し、かつ、安心して暮らせるま
ちに取り組む

計画対象期間
人口の将来展望

人口減少を悲観せず、様々な施策により人口減少のスピードを抑える

○人口ビジョン：平成 72 年（2060 年）まで

・目標人口

○総合戦略：平成２７年度（２０１５年度）～平成３１年度（２０１９年度）の５年間

平成 52 年(2040 年)：18,475 人、平成 72 年(2060 年)：15,025 人
・合計特殊出生率

今後の取り組み

平成 52 年(2040 年)：1.8、平成 72 年(2060 年)：2.0(1980 年代の白石町実績値)
社人研推計

独自推計

26,000

○改善を重ねる仕組みＰＤＣＡ（Ｐｌａｎ（計画）・Ｄｏ（実行）・Ｃｈｅｃｋ（評価）・Ａｃｔｉｏｎ（改善））サイクルを確立します。
○独自（白石町）推計
・合計特殊出生率：2012（H24）

24,000

○効果的な施策の追加が必要な場合などは、改訂し、推進会議及び議会に報告します。

1.60 を 2040(H52)までに 1.8、
2060（H72）までに 2.0 に上げた
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場合。
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・純移動率：2015(H27)～2020
○社人研（国立社会保障・人口

18,475

問題研究所）推計

し、その後はその値を 2035(H47)

・合計特殊出生率：2020（H32）：

～2040(H52)まで一定と仮定。

1.49、2030（H42）：1.47、2040

16,000

(H32)までに定率で 0.5 倍に縮小

問い合わせ先
白石町役場 企画財政課

政策推進係

住所 〒849-1192

佐賀県杵島郡白石町大字福田 1247 番地 1

電話 ：0952-84-7112 FAX：0952-84-6611

17,711

15,025

（H52）：1.47
・純移動率：2015(H27)～2020

14,000

(H32)までに定率で 0.5 倍に縮小
し、その後はその値を 2035(H47)

12,000

～2040(H52)まで一定と仮定。

平成 52 年
社人研との差
+約 800 人

白石町人口ビジョン、白石町まち・ひと・しごと創生総合戦略及び概要版は、
平成 72 年
社人研との差
+約 2,100 人

白石町ホームページでもご覧いただけます。
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白石町まち・ひと・しごと創生

検索

白石町まち・ひと・しごと創生総合戦略 ～農業と人情のまち“しろいし”が輝き続けるために～
基本目標

主な施策

基本目標①

本気！やる気！元気！しろいし！
～若者が安心して働ける場をつくる～
・新規就農者数 ５年間で１７０人
・新規雇用者数 ５年間で７５人

基本目標②

来てよか、見てよか、食べてよか、住んでよか、
しろいし！
～白石への新しいひとの流れをつくる～
・観光入込客数（道の駅来店者を除く）
平成２６年 ２８６，６００人/年
→平成３１年 ３１５，２００人/年
・移住者数
５年間で３０人

基本目標③

出会いに感謝！
目指せ子宝のまち、しろいし！
～若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる～
・合計特殊出生率

１．６０（H24）→１．６５（H31）

・婚活サポート事業による成婚数

５年間で２０組

基本目標④

くらしに豊かさを、地域に絆を、
人の温もりを感じるまち、しろいし！
～まちに活力をもたらし、
地域をみんなで盛り上げる～
・地域づくり協議会設置 ５年間で８か所

重要業績評価指標（KPI）

１ 企業や教育機関、公共的機関の移転の誘致による雇用の確保
（１）女性にやさしい空間づくり、（２）公共的機関の誘致
（３）教育・研究開発機関の誘致と連携、（４）白石町に合う企業の誘致
２ 新規就農者及び農業後継者の育成・確保
（１）新規農業就業者対策支援、（２）しろいし農業塾
（３）農業従事者（被雇用者）確保対策
３ 新しいことへ挑戦する人への積極支援
（１）白石町創業者支援制度、（２）儲かる農産物の開発
（３）６次産業化の推進、（４）商工業者などへの支援
４ ふるさとで活躍する人材の育成
（１）“ふるさと学”の推進、（２）地元定着の促進

女性従業員数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５年間で１５人
公共的期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５年間で１機関
企業の誘致数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５年間で２事業所
新規農業従事者数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５年間で１５０人
しろいし農業塾卒業者の農業従事者数 ・・・・・５年間で２０人
農業従事者（被雇用者）数 ・・・・・・・・・・・・・・・５年間で２５人
起業・創業者数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５年間で５人
６次産品開発件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５年間で４６件
新規農産物数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５年間で３品
U ターン者数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５年間で２５人

１ 白石町の魅力発信
（１）道の駅整備事業、（２）がばいよかとこ発信事業
２ 定住促進、移住支援
（１）農村型新興分譲宅地の創設、（２）空き家・空き地バンク、お試し移住
（３）県外への通勤者への駐車場代の助成
３ 地域観光資源の再発見
（１）広域的なグリーンツーリズム、（２）杵島山系歴史散策コースの設定
（３）交通手段の拡充（観光客の利便性の向上）、
（４）地域資源活用観光振興事業での計画事業の実施

道の駅来店者数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０万人/年間
町ホームページアクセス件数 ・・・・・・・・・・・・・平成２６年 １９７，７００件/年
↓
平成３１年 ２３７，２００件/年
空き家バンク登録件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５年間で２０件
移住者数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５年間で３０人
観光入込客数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成２６年 ２８６，６００人/年
↓
平成３１年 ３１５，２００人/年
観光ルート数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５年間で３本

１ 結婚推進対策の充実
（１）婚活サポート事業の拡充
２ 出産支援
（１）不妊治療制度の拡充、（２）多子世帯への助成
３ 子育て支援
（１）病児・病後児保育の実施、（２）一時預かり事業等の充実、
（３）子育て支援の情報発信強化、
（４）子育てに関するワンストップ相談体制の整備、
（５）公園施設の充実、（６）切れ目のない子育て支援の実施
４ 教育環境の整備
（１）コミュニティ・スクールの導入
１ 町民協働によるまちづくり
（１）地域づくり協議会の設立支援、（２）ＮＰＯ法人・ＣＳＯ活動の支援
２ 安全・安心で快適な住みよいまちづくり
（１）自主防災組織の組織化推進
３ 誰もが活躍できるまちづくり
（１）生涯現役としての活躍促進、（２）女性活躍の推進
（３）地域団体によるつながり強化

婚活サポート事業による成婚数 ・・・・・・・・・・・・５年間で２０組
町内での病児・病後児保育施設数 ・・・・・・・・・５年間で１施設
コミュニティ・スクール導入学校数 ・・・・・・・・・・５年間で１１校

地域づくり協議会の設立数 ・・・・・・・・・・・・・・・・５年間で８か所
NPO 法人の設立数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５年間で３件
自主防災組織の組織率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５年後に５０％
シルバー人材センター年間登録者数 ・・・・・・・・５年後に１２０人

※各基本目標における数値目標や重要業績評価指標（KPI）は、白石町まち・ひと・しごと創生総合戦略における具体的な施策の実行により達成すべき目標を記載しています。
したがいまして、民間企業や個人による雇用（新規雇用者数、女性従業員数）など、町で捕捉できないものは対象外となります。

