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基本的な考え方 
 

■趣旨 

（１）北島町の遠い将来に起こることが懸念される、人口減少・超高齢化と地域経済の縮小の悪循環を断

ち切る 

○国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」）の推計に準拠した方法によると、令和１２年（２０

３０年）まで緩やかに増加を続け、その後減少に転じ、令和２７年（２０４５年）には現在から０．５％

増加、さらに令和４２年（２０６０年）には２，０００人程度減少すると推計されています。また、高齢化

率は、平成２７年で２４．２％であったのが、令和２７年では３１．５％まで増加すると推計されています。 

○人口減少は地域経済の縮小や住民の経済力の低下につながり、地域社会の様々な基盤の維持を困難にしま

す。 

第１期「北島町人口ビジョン・総合戦略」を策定した５年前と比較すると、社人研の推計による北島町

の将来人口は上方修正され、人口のピークは令和２年から令和１２年へと先延ばしされました。 

しかし、国全体及び徳島県の人口が減少し、首都圏への人口集中が続く中、令和２７年あるいはそれ

以降を見ると、周辺自治体が現在抱えている課題と同様の課題を抱えることが予測されます。その結果、

「人口減少によって地域経済が縮小し、さらなる人口減少を招く」という負のスパイラル（悪循環の連鎖）に

陥ることが懸念されます。そのため、今後急増する高齢者に対応するための質と量を兼ね備えた高齢者サー

ビスを持続的に提供できる、安心したまちづくりが求められるとともに、若い世代に対してもまちに対する魅力

を高めることにより若い世代の人口構成比率を維持するなど、健全な人口構成を目指す必要があります。 

そこで引き続き、住民をはじめ、産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体等が一体となって

問題意識を共有し、これまでにない危機感とスピード感を持ち、遠い将来を見渡したうえで、北島町の創生

に取組みます。 

 

（２）北島町におけるまち・ひと・しごとの創生と好循環を確立する 

○人口減少・高齢化の構造的な課題の解決に当たって重要なのは、負のスパイラル（悪循環の連鎖）に歯止め

をかけ、まち・ひと・しごとの好循環を確立する取組みを推進することです。 

このまま移行した場合に懸念されるような悪循環を断ち切るためには、「まち」に「しごと」をつくり、「しごと」が

「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を形成することにより、北島町への新たな人の流れを生み

出し、その好循環により「まち」に活力を生むことが望まれます。北島町に住む全ての人々が安心して生活を

営み、子どもを生み育てられる環境を整えることが急務です。 

第１期総合戦略を策定し、５年間に渡り事業に取り組んできた結果一定の成果を得たところですが、さ

らに安定した人口構成を目指すため第２期総合戦略を策定し、第１期の取組を継続し、「まちの創生」、

「ひとの創生」、「しごとの創生」に一体的に取り組んでいきます。 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

■北島町まち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け 

北島町まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）は、まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法

律第１３６号）に基づき、北島町人口ビジョンを踏まえ、まち・ひと・しごと創生法第１０条の規定により、北島町の

「まち・ひと・しごとの創生」に向け、北島町第５次振興計画と連動しながら、人口増加にむけた目標や施策の基本的

方向、具体的な施策をまとめたものです。第 1 期は平成２７年度（２０１５年度）を初年度とする５カ年計画、第

2 期は令和２年度（２０２０年度）を初年度とする５カ年計画です。 

 

（１）国・県の計画との関係 

○北島町総合戦略では、国において策定された「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（令和元年度改訂版）」及

び令和２年度を初年とする５カ年計画の第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」、県において策定された「とく

しま人口ビジョン（２０２０年策定版）」、「ｖｓ東京『とくしま回帰』～未知の世界への挑戦～」をふまえ、こ

れらと調和のとれた事業内容とします。 

 

（２）北島町振興計画との関係 

○北島町総合戦略は、北島町における「まちの創生」、「ひとの創生」、「しごとの創生」による、将来の人口減少の

克服と北島町の創生を目的としていますが、北島町振興計画は、これらを含む北島町の総合的な振興・発展

を目的とした計画です。 

○第 2 期総合戦略の策定に際しては、平成２８年度より１０カ年計画の北島町第５次振興計画をふまえ、

「まちの創生」、「ひとの創生」、「しごとの創生」に関係する分野について、より具体的内容について設定します。 

 

（３）施策目標設定と施策検証の枠組み 

○施策の基本目標については、第 1 期北島町人口ビジョンの基本目標を継続し、実現すべき成果（アウトカム）

を重視した数値目標を設定します。 

○基本目標ごとに、講ずべき施策の基本的方向と具体的な施策を盛り込むとともに、具体的な施策ごとに客観的

な重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定します。 

○設定した数値目標等をもとに、実施した施策・事業の効果を外部有識者等の参画により検証し、必要に応じて

北島町総合戦略の改訂を行うことにより、ＰＤＣＡサイクルを確立します。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）：Ｋｅｙ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｉｎｄｉ

ｃａｔｏｒの略称 

事業ごとの進捗状況を検証するために設定する指標 

 

■計画期間 

総合戦略の対象期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。 

 

  



 

 

 

 

１．施策の企画・実行にあたっての基本方針 

 

緩やかな人口トレンド（２万３千人）を維持するための施策の推進 

（人口・人口構造を将来にわたり安定化させるための施策の推進） 

 

社人研で推計されているような、２０３０年ごろから人口が減少していく社会ではなく、地域経済や人々の交流のさ

らなる活性化により、人口のピークが来るのを予測よりさらに遅らせるとともに、人口２万３千人規模をできるだけ遠い将

来（２０６０年ごろ）まで維持させることにより、北島町が将来にわたって活力ある地域であり続けられるような施策を

実施していきます。 

そのため、第２期総合戦略の策定にあたっては、北島町人口ビジョンを踏まえつつ、第１期総合戦略を継続し、次の

４つを基本方針としています。 

 

○基本方針 

（１）個性ある住宅都市としての「北島ブランド」の確立 

（２）企業の創業支援と企業誘致による、強い町内経済・雇用の場の確立 

（３）若い世代が安心して子育てできる環境の確立 

（４）地の利を活かした、利便性の高い持続可能な住宅都市の確立 

 

  



 

 

 

 

２．今後の施策の方向 

国の第２期「総合戦略」における新たな視点を勘案しつつ、第 1 期総合戦略の流れを引き継いだ４つの政策分野

を設定するとともに、北島町の実情をふまえた、政策分野ごとの５年後の基本目標を次のように設定します。 

また、基本目標を達成するために、取り組む施策の基本的方向と主な事業、及びその重要業績評価指標（ＫＰ

Ｉ）を各基本目標の施策ごとに設定します。 

 

基本目標① 安定した雇用を創出する 

将来にわたり人口を安定化させるためには、まちに「しごと」をつくり、住民の就労機会の増加を図ることが必要

です。そのためには、町内の産業基盤の強化を図ることで、税収による本町の行政基盤の安定化のみならず、

町内に流通するマネー増大による住民の所得の安定化を目指します。 

数値目標 新規創業企業数：５年間で５件 

 

≪基本的方向≫ 

○町内において他都市に負けない強い経済基盤を確立するため、町内の基幹産業の創業支援や基幹産業のサプライ

チェーン（原材料調達から販売まで行う）企業を誘致するとともに、規模の大小にかかわらず新規創業事業者の積

極的な支援を行います。 

○企業数の増加に伴う雇用の増大のみに期待することなく、北島町ブランドの開発や働く場所と人のマッチングなど、地

域の魅力向上により、積極的な地域内雇用の創出に努めます。 

 

○ 新規創業数を増やす    ○ 都市間競争力を高める    ○ 企業誘致を継続する 

 

 

具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

○新規創業数を増やす 

（ア）創業・新分野進出等の支援 

町内の企業・事業所が、創業、事業革新、新分野進出など活発な経営展開を図っていくものについて支援

を行う。 

【担当：まちみらい課】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

２０２５年３月目標  新規支援件数 １５件（企業・事業所への支援件数 ３件／年） 

（具体的な取組） 

・ 企業活動支援事業 

 

  



 

 

 

 

○都市間競争力を高める 

（イ）企業の競争力強化支援 

町内中小企業等の国内外への販路開拓に向け、関係機関と連携しながら各種支援策を講じ、事業の発展

を促進する。 

【担当：まちみらい課】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

２０２５年３月目標  支援件数 ２５件（支援件数 ５件／年） 

（具体的な取組） 

・ 販路開拓支援事業 

 

（ウ）地域ブランドの育成 

北島町のＰＲに資すると認められる商品を「きたじまブランド」として認定して、産業の発展と共に町のイ

メージアップを図る。 

【担当：まちみらい課】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

２０２５年３月目標  指定件数 ５件（ブランド指定件数 １件／年） 

（具体的な取組） 

・ きたじまブランド戦略事業 

 

○企業誘致を継続する 

（エ）工場・オフィス等の誘致 

町税負担の優遇措置を活用して北島町への企業進出を促進し、雇用機会の拡大とその安定を進める。 

【担当：まちみらい課】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

２０２５年３月目標  新規誘致企業件数 ５件（新規誘致企業件数 １件／年） 

（具体的な取組） 

・企業誘致促進事業 

 

（オ）サテライトオフィスの誘致 

本町内にある空き家等をサテライトオフィスとして活用を進め、雇用の創出と経済循環の活性化を図る。 

【担当：まちみらい課】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

２０２５年３月目標  サテライトオフィス誘致件数 １０件（誘致件数 ２件／年） 

（具体的な取組） 

・ サテライトオフィス等誘致促進事業 

 



 

 

 

 

基本目標② 北島町への新しい人の流れをつくる 

本町はこれまでに若い世帯を中心とする転入が続き、転出数を上回ることにより、人口が増加してきました。

新たな住宅地の造成も進んでいることから、よりまちの強みを活かし、引き続き若い世帯を中心とする転入を促

します。一方、家庭を持つ前の若い方の転出が多いことから、本町出身者であることの誇りを持っていただき、で

きるだけ本町で生活していただけるような環境を整えます。 

数値目標 社会増減数：２５０人増（年平均５０人増） 

 

≪基本的方向≫ 

○適正な人口構成比率を維持するため、若いファミリー層を中心に本町に転入してもらうための施策を展開するとともに、

幼少期から地域への愛着を高める教育や体験を通じ、地元就職率を高めるなど転出抑制のための施策を展開しま

す。 

○交付金を活用し東京２３区からの移住者の増大を図る他、町内の空き家情報を移住希望者に提供し、移住しや

すい環境を整えます。 

 

○ 若い世代（世帯）の更なる転入数を増やす ○ 大都市圏からの定住・交流人口数を増やす 

○ 新卒者の地元就職率を高める       ○ シビックプライドを醸成する 

 

 

具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

○若い世代（世帯）のさらなる転入数を増やす 

（ア）若者移住のための地元ＰＲ 

北島町の魅力を県内外へ発信し、北島町への移住・転入者を増やす。また、移住・転入を進めることで、町

内の産業・教育・文化などの活性化を図る。 

【担当：まちみらい課】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

２０２５年３月目標  若者世代（２０～３９歳）の転入者の維持 ６５０人／年 

（具体的な取組） 

・ 北島町への移住転入促進事業 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

○大都市圏からの定住・交流人口数を増やす 

（イ）住宅情報の提供支援 

町内にある空き家等を住宅やシェアハウスとして活用し、町外から移住しやすい環境を整える。 

【担当：まちみらい課】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

２０２５年３月目標  空き家情報提供件数  ５０件（１０件／年） 

（具体的な取組） 

・ 空き家バンク整備事業 

 

（ウ）大都市圏からの移住促進 

徳島わくわく移住支援事業費補助金を活用し、移住・定住と雇用の安定を図る。 

【担当：まちみらい課】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

２０２５年３月目標  徳島わくわく移住支援事業補助金補助件数 ５件（１件／年） 

（具体的な取組） 

・ 徳島わくわく移住支援事業 

 

○新卒者の地元就職率を高める 

（エ）若い農業の担い手支援 

新規就農者や後継者など、将来本町で農業の担い手となる人材を支援する。 

【担当：まちみらい課】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

２０２５年３月目標  新規就農従事者数 ５人（１人／年） 

（具体的な取組） 

・ 新規就農・経営継承総合支援事業 

 

○シビックプライド（地域への誇り）の醸成 

（オ）地域への誇りや愛着を育てる教育 

町の未来を支えていく人材を育成するため、民間の人及び企業のちからを借りてより実践的な活動に取

り組む。 

【担当：まちみらい課】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

２０２５年３月目標  地方創生推進人材研修参加者数 １００人（２０人／年） 

（具体的な取組） 

・ 地方創生を継続推進する人材育成事業 



 

 

 

 

基本目標③ 北島町で若い世代の結婚・妊娠・出産・子育ての希望を

かなえる 

本町はこれまでに若い世帯を中心とする転入により、人口構成比率からみて比較的高齢化率が低くなってい

ました。しかし、本町の直近の合計特殊出生率は１．５４と決して高くありません。このような状況の中、本町

で結婚し、子どもを産み育てやすい環境を整備することにより、合計特殊出生率の値を改善し、安定した自然

増の状態を保てるように努めます。 

数値目標 北島町の出生数 １，２５０人（年平均２５０人） 

 

≪基本的方向≫ 

○若い世代が安定して暮らすため、共働き・核家族でも、安心して働けるよう子どもの居場所を確保します。 

○本町の若い世代の結婚支援とともに、子育て世代が安心して子育てできるよう、子育て環境を整えます。 

 

○ 高次教育の実現    ○ 結婚支援の推進   ○ 子育て世代の支援体制の充実   

 

 

具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

○高次教育の実現 

（ア）幼稚園完全２年保育化実施 

町内３幼稚園にて就学前２年間の、完全保育を実施することにより町内待機児童の解消を図るとともに、

小学校入学前の教育も行う。 

【担当：教育委員会】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

２０２５年３月目標  幼稚園完全２年保育の実施    

（具体的な取組） 

・幼稚園完全２年保育化実施 

 

（イ）保育環境の整備 

保育の提供体制を強化し、保育所の待機児童の解消を図る。 

【担当：子育て支援課】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

２０２５年３月目標  保育所待機児童数ゼロ 

（具体的な取組） 

・ 保育環境の整備 

 



 

 

 

 

 

○結婚支援の推進 

（ウ）結婚支援イベントの開催 

婚活パーティの参加者を広く募集し、対象者の結婚と定住の機会を誘導していく。 

【担当：まちみらい課】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

２０２５年３月目標  イベント開催数 ５回（１回／年） 

（具体的な取組） 

・ 婚活支援事業 

 

○子育て世代の支援体制の充実 

（エ）子どもの放課後対策 

保護者が安心して、児童が安全で楽しく過ごすことができる放課後の居場所を確保する。 

 【担当：社会福祉課】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

２０２５年３月目標  児童館待機児童ゼロ 

（具体的な取組） 

・園児教育無償化に向けた段階的取組 

 

（オ）子育て支援体制の整備 

子育て世代の親、子、家族の妊娠期から子育て期にわたるまでの様々な相談に応じ、支援を必要とする方

に手を差し伸べる。 

【担当：子育て支援課】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

２０２５年３月目標  母子検診率 １００％ 

（具体的な取組） 

・ 子育て相談・支援事業  



 

 

 

 

基本目標④ 持続可能な、安心して暮らせるまちをつくる 

ひとが快適に暮らすためには、しごとなどの経済的な安定、買い物や公共交通による移動などの利便性、防

犯・防災上の安全性などが、将来にわたって持続的に担保されていることが必要です。また、まちには子どもから

高齢者まで、多様なライフスタイルを有した方々がおられるため、これらすべての方々に適したまちの整備が求めら

れます。 

数値目標 防災環境の満足度 ６５％               

（２０１９年 まちづくりの効果に関するアンケート結果 ５２％） 

 

≪基本的方向≫ 

○将来的な高齢者の増加をみすえ、高齢者の社会参加を支援し、いきいきと役割をもちながら、安心して住み続けら

れるまちを作ります。 

○南海トラフ地震などに対するハード面での防災対策はもとより、地域住民の方々の力を醸成するため、自主防災組

織活動の支援を強化します。 

○地域住民が生活や通学に使用する道路の安全対策を実施し、交通事故の減少を図ります。 

○低炭素社会の実現と、現在の住まいで安心して長く住み続けられるよう、住宅改修の支援を行います。 

○本町は、徳島東部地域定住自立圏に参画しており、これらの自治体と連携しながら、より本町の住民の方が利便性

を享受し、安心して暮らせるまちを目指していきます。 

 

○ 都市の利便性の向上      ○ 高齢者活躍社会の推進 

 ○ 安心安全なまちづくりの推進  ○ 快適に長く住み続けられる住環境づくり 

○ 広域的な都市連携の推進 

 

 

具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

○都市の利便性の向上 

（ア）交通ネットワークの形成 

コミュニティバスを運用し、住居エリアと商業エリア、医療機関、既存バス・JR 間の交通ネットワークを整備す

る。 

【担当：総務課】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

２０２５年３月目標  コミュニティバス利用者数 平均３，５００名 

（具体的な取組） 

・ コミュニティバス運用事業 

 



 

 

 

 

○高齢者活躍社会の推進 

（イ）元気な高齢者の活躍促進 

高齢者の就労・社会参加について支援し、フレイル防止や健康増進につなげ、健康寿命の延伸を図るととも

に、元気な高齢者が活躍できる社会づくりを目指す。 

【担当：健康保険課】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

２０２５年３月目標  介護ボランティア・サポーター養成講座受講者数  

１５０人（３０人／年） 

（具体的な取組） 

・ 高齢者の社会参加促進事業 

 

（ウ）高齢者の通いの場づくり 

高齢者が楽しく生き生きと参加できる通いの場で、地域での活動や人と人とのつながりを通じて地域づくり

を推進する。 

【担当：健康保険課】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

２０２５年３月目標  通いの場の設置数 ３０件 参加者数のべ １，５００人／年 

（具体的な取組） 

・ 高齢者の生きがいづくり事業 

 

○安心安全なまちづくりの推進 

（エ）地域防災力の向上 

地域防災力を支える人材を確保するため、自主防災組織活動の活性化や若年層の防災活動への参加促進、

児童生徒への防災教育を推進するとともに、地域防災に関わる様々な主体が相互の役割を補完した協力関

係を構築するなど、地域が抱える課題を克服していく体制づくりを推進する。 

 【担当：危機情報管理課】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

２０２５年３月目標  自主防災組織カバー率 ９０パーセント（現在 ７７．６パーセント） 

（具体的な取組） 

・ 地域防災力の充実強化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

（オ）道路の安全対策の推進 

歩行空間の確保等、通学路における交通安全対策を実施する。 

 【担当：建設課】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

２０２５年３月目標  対策済み区間 小学校区２校区 交差点８カ所 

（具体的な取組） 

・ 生活道路の安全対策事業 

 

○快適に長く住み続けられる住環境づくり 

（カ）住宅の改修支援 

町内の住宅について、リフォームに係る助成を行うことで、安心して長く住み続けることができる環境を

作る。 

【担当：まちみらい課】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

２０２５年３月目標  補助件数 １４０件（２０件／年）（２０２１年度までは４０件／年） 

（具体的な取組） 

・ 住みよい住環境づくり事業 

 

○広域的な都市連携の推進 

（キ）徳島東部地域定住自立圏推進協議会の推進  

人口減少・少子高齢社会において、一定の圏域人口を有しながら活力ある社会経済を維持するため、現在

本町が参加している「徳島東部地域定住自立圏」において、積極的に協議会参画都市と連携した取組みを実

施する。 

 【担当：総務課】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）   

２０２５年３月目標 圏域内での事業連携 ２０事業 

（具体的な取組） 

・ 圏域内での事業連携 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

○ゼロカーボンシティの実現 

（ク）新しい技術を活用した脱炭素の推進 

 将来に渡って持続可能な、安心して暮らせる社会をつくるため、ゼロカーボンシティ実現に向けた取り組

みを推進する。 

 【担当：まちみらい課】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）   

２０２５年３月目標 補助件数 １２５件／年 

（具体的な取組） 

・ 自然エネルギー利用促進事業 

 

○Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の実現 

（ケ）新しいデジタル技術を活用した行政サービスの推進 

 最新のデジタル技術活用の視座から北島町の行政サービス、組織のリ・デザイン（再設計）の取り組みによ

り、更なる住民サービスの向上及び業務の効率化を実現する。 

 【担当：総務課】 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）   

２０２５年３月目標 オンライン申請が可能な手続き数 ４０手続き 

（具体的な取組） 

・ デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進事業 

 

  



 

 

 

 

３．総合戦略の推進にあたって 

 

（１）全町あげての協働による推進  

本戦略を効率的かつ効果的に推進していくためには、行政のみならず住民、関係団体、金融機関、民間事業者

などとの協働による取組みが不可欠です。そのため、本戦略策定にあたってのみならず、策定後も、それぞれの分野に

おける関係者や関係団体と、課題や目標を共有していき、本戦略の推進体制を構築するとともに、本戦略の関係者

相互の連携の強化などを図ります。 

 

（２）徳島県との連携の推進と国の制度の積極的な活用  

本戦略の目標を実現するため、徳島県の総合戦略と継続的かつ綿密な連携をとるとともに、国の地方創生の柱と

なる各種制度を積極的に活用し、効率的かつ円滑な事業の推進を図ります。 

 

（３）検証組織による基本目標、重要業績指標の達成状況検証 

本戦略で立てた、４つの基本目標における数値目標を達成するとともに、高い実効性を確保していくため、本戦略

の検証体制を整備し、ＰＤＣＡサイクルを確立します。 

戦略の効果検証にあたっては、本計画立案時に開催した北島町地方創生推進会議のような外部有識者等が参

画する検証組織を設置し、数値目標及び重要業績評価指標（ＫＰＩ）の達成状況を検証します。その結果をふ

まえ、必要に応じて総合戦略の改訂を行います。 
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