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大野町移住 0定住支援計画

大野町における現状
(1)人 口推計

我が国は本格的な人 口減少時代 を迎 えています c

岐阜県における国勢調査のデー タを見 ると、平成 17年 210万 7千人で

あつた人 口は、平成 22年 では 208万 1千人 となってお り、岐阜県におい

て も人 口減少は進行 しています。

大野町における人 口は、平成 22年 国勢調査によると 23,859人 であ り、平

成 17年 国勢調査の 23,788人 と比べて若千の増加 となっているものの、住民

基本台帳のデー タ (1月 1日 現在)を見 ると、平成 19年の 24,557人 を ピー

クに減少に転 じてお り、平成 26年 では 24,096人 とピー ク時か ら 461人減少

しています。

また、国立社会保障 。人 口問題研究所の 「日本の地域別将来推計人 口 (平

成 25年 3月 推計 )」 によると、大野町の人 口は、平成 52年 には 19,947人

と推計 され、平成 22年の国勢調査人 口を100と した場合、83.6%の 人 口にま

で減少す るとされています。

<資料 1:岐阜県・揖斐郡 3町の人 口推移 >

単位 人

年 岐阜県 大野町 池 田町 揖斐川町

平成 18年 2,106,433 24,374 24,597 26,329

平成 19年 2,104,769 24,557 24,516 25,866

平成 20年 2,102,623 24,438 24,674 25,547

平成 21年 2,096,991 24,436 24,750 25,157

平成 22年 2,085,118 24,410 24,737 24,811

平成 23年 2,079,144 24,311 24,757 24,425

平成 24年 2,071,551 24,288 24,769 23,997

平成 25年 2,062,835 24, ０
０

沢
υ 24,947 23,728

平成 26年 2,050,218 24,096 24,868 23,244

平成 19年か ら

平成 26年 の増

減数及び率

∠ゝ 54,551

(△ 2.6%)

∠、461

(△ 1,9%)

352

(1.4%)

∠ゝ2,622

(△ 10.1%)

(各年 とも 1月 1日 現在 )
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揖斐郡3町の人口推移

■_大野町 ‐■|_.池 田町   揖斐川町

7

25,157



<資料 2:大野町の人 口構成 >
%人 、単位

年 人  口 年 少

人 口

年少 人

口 率

高齢

人 口

高齢化

率

生産年齢

人 口

生 産

人 口率

平成 18年 24,374 4,002 16.4 4,316 17.7 16,056 65.9

平成 19年 24,557 3.998 16.3 4,475 18.2 16,084 65.5

平成 20年 24,438 3,933 16. 1 4,613 18.9 15,892 65.0

平成 21年 24,436 3,897 16.0 4,818 19.7 15,721 64.3

平成 22年 24,410 3,903 16.0 4,981 20.4 15,526 63.6

平成 23年 24,311 3,831 15.8 5,054 20.8 15,426 63.4

平成 24年 24,288 3,757 15.5 5,152 21.2 15,379 63.3

平成 25年 24, 165 3,683 15.2 5,360 22.2 に
Ｄ 120 62.6

平成 26年 24,096 3,655 15.2 5,590 23.2 14,851 61.6

大野町の人口構成

■年少人口  生産年齢人口  高齢人口

(各 年 とも 1月 1日 現在 )

(資 料 :住 民基本台帳 )

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
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また、国立社会保障 。人 口問題研究所 による推計において も、大野町の人

口減少は年 々進み、平成 52年 には現在 よ り約 4,000人 減少 し、20,000人 を下

回る見込みです。

また、人 口構成 も高齢者 の人 口に占める害J合 が年 々高 くな り、平成 52年
には 65歳 以上の高齢者 は約 3人 に 1人 の害J合 にな り、逆に年少人 口は減少

し、年少人 口は 10人 に 1人 とい う害J合 にな り、少子高齢化が一層進む傾 向

にあるとしています。

<資料 3:大野町の将来人 口構成 >

単位 人 、 %

(資 料 :国 立社会保障 。人 口問題研究所 )

※ 平成 22年 は国勢調査人 口値 (10月 1日 現在 )

大野町の将来人口構成

は年少人口 悛生産年齢人口  高齢人口

・  ■ ■ ■
1 響
‐   ●

=|  |■|

,|||   |||1   267813,813       ‐

平成32年  平成37年

年 人  口 年 少

人 口

年少人

口 率

高 齢

人 口

高齢 化

率

生産年齢

人 口

生 産

人 口率

平成 22年 23,859 3,813 16.0 5,114 21.5 14,908 62.5

平成 27年 23,566 3,410 14.5 6,083 25.8 14,073 59.7

平成 32年 23,094 2,963 12.8 6,572 28.5 13,559 58.7

平成 37年 22,444 2,678 11.9 6,669 29。 7 13,097 58.4

平成 42年 21,704 2,460 11.3 6,761 31.2 12,483 57.5

平成 47年 20,867 2,328 11.2 6,766 32.4 11,773 56.4

平成 52年 19,947 2,236 11.2 6,924 34.7 10,787 54.1

平成22年 平成27年
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地域社会の活力の低下を招 きます。

うした課題 に対す る解決策の一つで

2
(1

移住・定住施策に取り組む目的と意義
)移住・定住施策 に取 り組む意義

人 口の減少・少子高齢化が進行す ると、

移住・定住施策 を促進す ることは、 こ

都市に拠点を置 き、地方に観光等で訪れ る状態は 「交流」段階であ り、
「移住 。定住」 とは町外か ら生活 の拠点を本町に移動 した状態 をいいます。

本町への移住・定住者 は、都会生活では味わ えなかった水 と緑 に囲まれた

環境 を感 じることができ、また広々 とした住居スペースの確保や家族、地域

とのふれ あいを通 し、多様 なライ フスタイルの中か ら自分にあった ものを選

択す ることが可能 とな ります。

一方、受入側 に とっては、地域 コミュニテ ィ活動や地域文化活動等の新た

な担い手が増 える とともに、一定の消費需要、住宅需要等が創 出 されます。

3 施策展開の視点
本町を移住・定住の地 に選んで もらい、移住 。定住希望者 が 自分の価値 を

発揮 しなが ら充実 して暮 らし、都会生活では味わ うことができなかった住居

スペースの拡充や、家族 の絆 をよ り深 めるとともに、多様 なライ フスタイル

の中か ら自分に とつて最適 なものを選択 していただ くためには、まず大野町

の強み と課題 を整理 し、強み を生か し課題 を克服 して、移住・定住促進施策

を展開す ることが重要であ ります。
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り、結果 として地域間競争 にも勝つ ことができるのです。

大野町では、第五次総合計画後期計画の将来像である 「快適で 笑顔 あふ



4 移住・定住に係る現状と課題
(1)大野町の強み

大野町は、北部に山があるものの、地形的には平坦な地形であ り、揖斐川、

根尾川に挟 まれ、水 と緑 に囲まれた豊かな 自然の恵みを受 けて農業が盛んに

行われてきま した。

位置的には、岐阜市、大垣市か ら車で約 30分 の距離 にあ り、また 」R穂
積駅 を利用す ると、名古屋 まで約 1時間で行 くことができます c

食に関 しては、農産物が安価 で容易 に手に入 り、 日常生活 において も、ス

ーパー、ファス トフー ド店、 レンタル シ ョップ、書店、コンビニな どで必要

なものがす ぐ手に入 ります。

土地 も都市部に比べて安価であるため、持 ち家率 も高 く、宅地開発 も行 わ

れています。

<資料 4:大 野町における開発件数等 >

単位 :件数 、戸数

年 度 開発 申請件数 うち住宅 申請件数 住宅建築戸数

平成 15年度 6 5 50

平成 16年度 13 5 39

平成 17年度 1 1 7 74

平成 18年度 13 6 61

平成 19年度 1 1 6 52

平成 20年度 9 7 84

平成 21年度 20 9 77

平成 22年度 4 3 28

平成 23年 度 7 4 32

平成 24年度 12 ウ
ｒ 48

(2)大野町における課題

大野町内に高校 が無いため、中学校卒業後の進学については、他市町へ通

学す ることにな り、通学手段については頭 を悩ませ るところです。

これは、平成 17年 に廃線 となった名鉄揖斐線の影響が大 きく、代替バス

を岐阜方面、穂積 方面に走 らせ ていますが、鉄道のよ うな定時制、速達性 が

ないため、利用客は伸び悩んでいます。

また、町内には個人開業 医はあるものの、総合病院がな く、入院す る場合

は、揖斐川町の揖斐厚生病院や岐阜大学医学部附属病院、岐阜県総合医療セ

ンター、岐阜市 。大垣市の市民病院な ど他市町の総合病院へ入院す ることに

な ります。
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また、平成 22年 国勢調査によると、常駐 人口 (夜 間人 口)は 、23,859人

であるのに対 し、昼間人口は 19,090人 であ り、夜間人口の 80%し かな く、

平成 17年国勢調査の 84.1%よ りさらに昼間人口が少な くなってい ます。

これは、多 くの住民の勤務先が町外 あることを示 してお り、町内にお ける

就業先が少ないため、町外 に就業先 を求めているもの と思われ ます。

この ことか ら、町 として企業誘致 を積極的に進 め、町内の就業先 を確保 し

雇用の拡大に努めることが重要ですこ

・ コンビニ、書店、ファス トフー ド店、大型スーパーな どが揃 う利便性

・都市部に比べ安価な土地代

・良好な子育て環境

○ターゲ ッ トを、 30代 、 40代 の子育て世代に絞 る。

○ キャ ッチ コピー で大野 町 を大い に売 り出す c

「住みたいまちがここにある。

～応援します !おおので暮らす選択をγ」

施な勺■
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6 大野町の移住・定住支援策の現状
(1)受入環境の整備

■ 岐阜県移住・定住推進会議への参加

■ 移住・定住相談窓 回の設置

■ 大野町移住 。定住推進本部の設置 (平成 25年 5月 21日 )

町長 を トップ とした本部 を立 ち上げ、全庁横断的に移住・定住

に取 り組む

(2)戦略的な情報発信

■ 県 。町ポー タルサイ トヘの掲載

■ 移住 。定住チラシの作成 。配布

■ 移住・定住相談会の開催

■ 移住・定住相談会 (県主催)の参加

(3)移住希望者への積極的誘致

■ 移住関連イベ ン ト等への参加

(4)具体的な施策

<「住」に関す る支援策 >
■ 新築住宅の定住奨励金交付

町内に住宅の新築 もしくは住宅の立て替 え又は新築住宅を購入 し
|た

場合、固定資産税額 を奨励金 (上 限 10万 円)と して 5年間交付

(町 内建築業者 と請負契約 した場合は、上限 15万 円)

■ 住宅用太陽光発電 システム設置事業補助

3万 円/1kwあ た りの設置補助 (上 限 4kw)

■ 高度処理型合併浄化槽設置整備事業補助

高度処理型合併浄化槽 の設置に要す る費用の うち

5人槽       91万 8千円を限度

6～ 7人槽    102万   円を限度

8人槽以上    124万 2千 円を限度

とし、設置事業費の 9割 を補助

■ 高度処理型合併浄化槽 (戸 建分譲住宅)設置整備事業補助

分譲住宅への浄化槽設置に要した費用の一部を補助

5人槽      64万 5千円

6～ 7人槽    71万 8千円

8人槽以上    87万 3千円
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■ 木造住宅無料耐震診断

昭和 56年 5月 31日 以前に着工 された木造建築物 の耐震診断

及び概算補強工事費の情報提供費用

■ 住宅耐震補強工事補助

木造住宅の耐震補強にかかる工事費 を助成

1戸 あた り120万 円を限度 とし、工事費の 7害Jを 補助

■ 空き家情報提供

移住希望者 のニーズに応 えるため、賃貸 もしくは売去「を希望す る

空 き家の情報 を提供

<「子 ども」に関す る支援策 >
■ 高校生の通学定期補助

町内の高校生が通学 に利用す るバスの定期券購入 に要す る費用の

一部 を補助

■ 乳幼児等医療費助成

中学校 3年生の年度末までの医療費を全額助成

■ 放課後 クラブ事業

学校下校後、保護者が 自宅不在 の小学生 を対象に保育を行 う

東放課後 クラブ庇設置工事

■ 大野町学校生活管理指導表作成補助金交付事業

心臓疾患、腎臓疾患又はア レル ギー疾患 を持つ児童 又は生徒の保

護者 に対 し、学校生活管理指導表の作成に要 した費用 を補助

上限 千円/人 。年

■ 幼稚園就園奨励費補助金交付事業

■ 各小中学校への町費非常勤講師の配置

・スクールア ドバイザー (2名 )

主に発達障がいを持つ幼児・児童 。生徒への対応 を支援 します。

・少人数指導員 (11名 )

習熟度別指導等、きめ細かな学習のための支援 を
・
します。

・特別支援教育支援員 (15名 )

様々な問題 を持つ子の学習支援や生活支援 を します :

。心の相談員 (8名 )

主に心の問題 を抱 える児童・生徒 を支援 します。



・保健室補助員 (1名 )

大規模校での通常業務や各校 の宿泊体験学習等での養護教諭不

在 を補います。

・外国語活動支援員 (1名 )

英語が堪能 な支援員 によ り小学校 での英語活動 を支援 します。

・図書整理員 (1名 )

各校の図書整理や読書活動等を支援 します。

<「高齢者」に関す る支援策 >
■ 緊急通報装置貸与事業

急病や 災害等の緊急時に消防署へ通報が入 る緊急通報装置 を在宅

の一人暮 らしの高齢者及び高齢者のみの世帯に貸与

緊急通報装置助成

■ 運転免許証 自主返納支援事業

運転免許証 を 自主返納 した 70歳以上の住民に対 し、

るデマ ン ドタクシー若 しくはタクシーチケ ッ トを年間 1

町が運行す

万円分 (最

高 3年間)を給付

■ 町内の交通弱者への支援

デマ ン ドタクシーの運行 (運行エ リアを 4ゾ ー ンか ら町内全域の

1ゾ ー ンに変更・乗降場所 を登録制 によ り自宅前 とで きる 。車イス

対応可のデマ ン ドタクシー専用車両使用・岐阜バス路線 の一部 を大

野バスセ ンターまで延長 )

<そ の他の支援策 >
■ アユカ (バ ス ICカ ー ド乗車券)補助

購入 に要す る費用の一部 を助成 。大野バスセ ンターにチャージ

(入金)機械 を設置

■ デマン ドタクシー停留所看板設置

■ バス停整備 (下 方・黒野八幡町 )

■ 外灯 LED設 置工事

■ 大野町プール施設利用補助金交付事業

回数入場券 (1冊 11枚綴 り)を それぞれ の区分 (小 人 。大人・

老人)に て助成 (上 限 12冊/年 )

-10-



′卜人 2千円 →  千円補助

大人 4千 円 →  2千 円補助

老人 2千円 →  千円補助

工場等設置奨励金事業

工場等新設の場合は 5千万円以上、増設又は移設 の場合は 3千万

円以上の投下固定資産に対 して賦課 された固定資産税額 を限度 とし、

操業開始後初めて賦課 された年度以降 5年間奨励金 を交付す る

雇用促進奨励金事業

操業開始に伴い新 たに雇用 され る者 で、操業開始の 日か ら引き続

き 1年以上町内に居住 し、常時雇用 され る従業員 に対 し、操業開始

の翌年度 に限 り奨励金を交付す る

従業員 1人 あた り20万 円 (500

誘致 した企業の固定資産税の減免措置

大野町内にて企業が工場の新設又は増設 を した場合、家屋若 しく

は構築物又はこれ らの敷地である土地 に対 して、固定資産税 を 3年

度分に限 り免除す る
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