
 

 

  



 

はじめに 
現在、国政においては、「⼀億総活躍国⺠会議」が設置され、

「ニッポン総活躍プラン」が取りまとめられました。同プラ
ンにおいては、経済成⻑の隘路である少⼦⾼齢化に正⾯から
⽴ち向かうこととし、「希望出⽣率 1.8」の実現に向け、若者
の雇⽤安定・待遇改善、多様な保育サービスの充実、働き⽅
改⾰の推進、希望する教育を受けることを阻む制約の克服等
の対応策が掲げられました。 

本市においても、平成 28 年３⽉に⼈⼝減少対策を⼟台に据えた「富岡市総合戦略」
を策定しました。総合戦略では「新たな価値の創造」、「持続可能な基盤整備」、「多様な
連携の推進」、「富岡の成⻑を⽀える⼈財の確保」の４つの基本施策を掲げ、それぞれ
の事業が連携しながら、波及効果を⾼め、効果が確実に反映するような取り組みを展
開しています。 

本アクションプランは、「富岡市総合戦略」に基づき、移住定住促進のための施策を
具体的に進めるために策定しました。 

策定に先⽴ち、富岡市への移住者や地域おこし協⼒隊員、庁内の若⼿中堅職員など
を中⼼とする「ワーキンググループ」を組織し、移住定住施策に関する現状評価や環
境整備のニーズ等について検討を⾏っていただきました。そこでの意⾒を参考にし、
「移住定住推進アクションプラン策定委員会」での話し合いや意⾒集約を⾏い取りま
とめたものです。 

今後は、本プランで掲げている「⽬標」と「実践」を確実に⾏っていくことで、今、
富岡市に住んでいる⼈が、これからもずっと暮らし続けたいと思うまち、まだ富岡市
に住んでいない⼈が、暮らしたいと思うまちを、市⺠の皆様と⾏政の協働で創り上げ、
市⺠の皆様から、「住んで良かった。」と思っていただけるような、「世界遺産にふさわ
しい⽇本⼀のまちづくり」に取り組んで参ります。 

結びにあたり、本アクションプランの策定にあたり多⼤なご尽⼒をいただきました
ワーキンググループ、策定委員会委員の皆様をはじめ、貴重なご意⾒をいただきまし
た多くの市⺠の皆様に、⼼よりお礼を申し上げます。 

 
平成２９年１１⽉ 
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第 1 章 移住定住推進アクションプランについて 
 

１ 暮らし続けたい・暮らしたいまちをつくるために 
 

富岡市移住定住推進アクションプランは、今、富岡市に住んでいる⼈が、これからもず
っと暮らし続けたいと思うまち、まだ富岡市に住んでいない⼈が、暮らしたいと思うま
ちを、市⺠と⾏政の協働でつくるためのプランです。 

地域の資源をもっと活かし、もっと暮らしやすくし、富岡市で暮らす楽しさや安⼼、誇
りを実感できるまちを⽬指します。そして、そんな暮らしに共感し、富岡市で暮らしたい
と思う⼈を増やし、迎え⼊れ、次の富岡市を⼀緒に創り続けるための具体的な⾏動とス
ケジュールを⽰します。 

また、このプランは、富岡市の⼈⼝減少への対応をまとめた「富岡市総合戦略」（平成
28（2016）年 3 ⽉策定）に基づき、移住定住促進のための施策を具体的に進めるもので
す。 

 
 

２ 市⺠と⾏政の協働で進める 
 

富岡市移住定住推進アクションプランを推進する担い⼿は、市⺠と⾏政です。市⺠と
⾏政が、それぞれの特性を活かし、互いを尊重し、役割を担い合う協働によって推進しま
す。 

また、ここでいう市⺠は、富岡市に住む個⼈だけでなく、地域づくり協議会等の地域組
織、地域を横断してさまざまなテーマで活動する市⺠団体などの各種団体、学校や企業・
事業所などと、そこに属する⼈を合わせた、富岡市にかかわるすべての⼈と集まりを指
します。 

 
 

３ まちの現状と課題〜このプランの背景 
 

「富岡市総合戦略」によると、富岡市の⼈⼝は平成 20（2008）年以降「毎年 500 ⼈程
度減少」しており、「少⼦化に加え、若者・⼦育て世代の流出が重なることで、急激に⼈
⼝減少が進んでいる」ことが⽰されています。 

このような、急速に進む⼈⼝減少を踏まえた移住定住促進のための取組が必要となっ
ています。 
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以下に、このプランの背景となるポイントを 5 つの視点で⽰します。 
 
 

Point１ 予想を上回る人口減少の進⾏ 
 

総合戦略では、⼈⼝減少に⻭⽌めをかけるためのさまざまな
施策の展開により、平成 27（2015）年に 50,342 ⼈の⼈⼝を⾒
込んでいました。しかし、総合戦略策定後に公表された平成 27
（2015）年国勢調査結果では、富岡市の⼈⼝は 5万⼈を割り込
み、⾒込み値を１％程度下回りました。 

 
Point２ 「これからも地域を維持できるか」への不安 

 
富岡市のまちづくりの最上位計画「第２次富岡市総合計画」（平成 28（2016）年 3 ⽉策定）では、

市内全 12 地区で設⽴された地域⾃治組織「地域づくり協議会」が主体となり、各地区の中・⻑期的
計画「地域づくり計画」をまとめました。これを⾒ると、すべての地区において⼈⼝減少や少⼦化・
⾼齢化の進⾏による活⼒の低下や地域の維持などが課題としてあげられています。 

 
Point３ 「暮らし続けたい」のための魅⼒の磨き直し 

 
総合戦略策定時の各種アンケート調査によると、富岡製⽷場内や周辺の景観や雰囲気などは、来

訪者（回答者数 n=628）に⾼く評価されてます。実際、近年は富岡市の養蚕業や観光業に魅⼒を感
じて移住にチャレンジする⼈が増えています。⼀⽅、⼦育て世代の市⺠（n=314）は、教育費など
の負担、ワーク・ライフ・バランス（仕事と⽣活の調和）、⼦どもの遊び場、⽀援制度の情報不⾜な
どが⼦育ての不安や課題となっています。 

総合計画策定時の市⺠アンケート（n=786）によると、「住みよい」「住み続けたい」はいずれも
⾼くなっています。また、富岡製⽷場の世界遺産登録が富岡市の知名度向上に結び付いていると評
価されていますが、世界遺産登録による効果について、富岡市全体の活気やまちへの愛着、地域活
動への参加意欲に必ずしも結び付いているとはいえません。まちづくりの⽅向性としては、観光よ
りも産業や雇⽤、医療、健康・福祉、安全・安⼼などを重視している傾向が⾒られます。 

 
Point４ 移住定住者の視点での暮らしやすさ 

 
このプラン策定に先⽴ち、富岡市への移住者や地域おこし協⼒隊※、庁

内の若⼿から中堅の職員などを中⼼とするワーキンググループを組織
し、移住定住施策に関する現状評価や環境整備のニーズ等について検討
を⾏いました。その結果、富岡市の観光地としての魅⼒、絹産業の可能
性、医療環境の充実などが評価される⼀⽅、⼦育て環境やワーク・ライ
フ・バランス、雇⽤・仕事、交通⼿段、⾷事や買い物の場所、暮らしの情
報提供など、観光客ではなく移住定住者の視点での暮らしやすさについ
てさまざまな課題があげられました。 

 
Point５ 新たな受け入れ態勢の整備 

富岡市は、市⺠と⾏政の協働によるまちづくりを進めており、平成 27（2015）年 5 ⽉には市⺠と
⾏政共通のガイドラインとして「富岡市市⺠協働基本指針」を策定しました。また、平成 29（2017）
年度より、地域づくりの拠点施設である地区公⺠館の所管を教育委員会から市⻑部局に移管するな
ど、各地区の地域づくり協議会を中⼼とした取組の進展が期待されており、移住定住の受け⼊れ側
としての役割の重要性が増しています。 

 
 

※地域おこし協⼒隊：都市部等の地域外の⼈材を地⽅の新たな担い⼿として受け⼊れ、国から⽣活費などの⽀援を受けながら、
おおむね 1 年以上 3 年以下の期間、地域活性化に向けた各種の⽀援活動等に従事し、あわせて定住・定着を図っていく制度。
富岡市ではこれまでのべ 8 ⼈が隊員として活動しています。  
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第２章 目指す姿・目標・実践・進め方 
 

１ プランが目指す姿 
 

このプランにおけるまちづくりの⽬指す姿を以下に⽰します。⽬指す姿を市⺠と⾏政
が共有し、みんながイメージしながらプランを進めます。 

 
目指す姿 世界遺産のあるまち富岡で暮らす誇りが、まちを輝かせ、

暮らしたい人を惹きつける 
 

２ ３つの目標・１０の実践 
 

⽬指す姿の実現に向けて、3 つの⽬標と⽬標達成のための 10 の実践を掲げます。 
 

目標１ 市⺠協働による暮らしやすい・移住しやすい地域づくり 

市⺠と⾏政が、それぞれの特性を理解し、活かし、互いを尊重して役割を担い合っ
て⼒を発揮することにより、市⺠が暮らしやすい地域づくりに取り組みます。また、
移住希望者に対して移住への移⾏を促す役割や、新たな移住者を地域の⼀員として
迎え、⽀援する役割を地域住⺠それぞれが認識し、⾏動に移す意識の醸成と環境づく
りを進めます。 

 

実践１ 地域づくり協議会等による地域づくりの推進 
各地区の地域づくり活動を推進し、地域の人・モノなどの特性を活かすとともに、移
住定住者の暮らしを支え、「地域それぞれの暮らしやすさ」向上を図ります。 

 

実践２ 移住体験事業の企画・実施 
富岡市への移住に関心がある人々を対象に、富岡市での暮らしを知り、移住への一
歩を踏み出せるような移住体験事業を市⺠との協働で企画・実施します。 

 

目標２ シビックプライドの醸成・戦略的な情報受発信 

市⺠がまちの魅⼒を再認識し、磨き合う活動を促し、シビックプライド※にあふれ
た地域づくりにつなげるとともに、その成果を活かした情報の発信により、「富岡市
で暮らしたい」思いを触発します。特に、富岡市独⾃の魅⼒である「世界遺産」「絹」
「養蚕」などを活かし、「世界遺産のあるまちで暮らす誇り」、「絹や養蚕にかかわる
起業・創業や新産業への期待と可能性」がより多くの⼈に伝わるよう努めます。また、
⽣活者の視点を活かし、移住に向けた準備に役⽴つ情報を発信します。 
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実践３ 市⺠協働型情報サイトの開設・運営 
市⺠による情報発信により、「富岡市で暮らしたい」思いの醸成や「富岡市で暮らす」
への移⾏をサポートするとともに、シビックプライドのさらなる醸成を促進します。
また、「世界遺産」「絹」「養蚕」などの独⾃の魅⼒を活かした情報発信に努めます。 

 

実践４ パンフレット・ＰＲ動画の制作・活用 
まちの魅⼒や富岡市での暮らしのメリットなどを分かりやすく発信するパンフレッ
トと PR 動画を制作し、「富岡市で暮らしたい」思いの拡散を図ります。 

 
※シビックプライド：シビック（civic：市⺠の、都市の）＋プライド（pride：誇り）を合わせた⾔葉。このプランでは、

従来の⽇本語の「郷⼟愛」をさらに⼀歩進め、市⺠⼀⼈ひとりがまちを構成する⼀員であるという当事者意識を持って
⾃発的にまちづくりに参加する意識を意味します。 

 

目標３ 暮らしやすさ・移住しやすさを支える体制の整備 

市⺠が暮らしやすく、将来にわたって暮らし続けたいと思えるまちづくりの体制
を整備します。また、移住希望者のニーズに的確に応えられる体制を整備します。 

 

実践５ 空き家バンク※の利便性向上 
より多くの空き家が移住者や起業・創業に活用されるよう、空き家バンクの情報の
充実と利便性の向上を図ります。 

 

実践６ 移住定住コンシェルジュ※制度の導入 
「富岡市で暮らしたい」思いの実現を全⼒でサポートする「地域の世話役」として、
移住定住コンシェルジュ制度の導入と、その人材確保・育成を図ります。 

 

実践７ ワンストップ窓口の設置 
移住希望者や移住を実現した市⺠のあらゆる相談や問い合わせに的確に対応し、必
要に応じて関係機関・団体等とつなぐワンストップ窓口を設置します。 

 

実践８ 移住体験住宅の整備・運営 
富岡市で暮らしを体験できる住宅を整備し、「富岡市で暮らしたい」から「富岡市で
暮らす」への移⾏の一歩を踏み出す機会を提供します。 

 

実践９※ 日常生活の充実 
安心して子育てができ、高齢になっても暮らし続けられるよう、保健・医療体制、子
育て支援、公共交通、公園など、日常生活の利便性と快適性の向上を目指します。 

 

実践 10※ 起業・創業・新規就農の支援、ワーク・ライフ・バランスの推進 
地域の人・モノを活かした起業・創業や新規就農を支援するとともに、事業所や地域
づくり協議会等との連携によるワーク・ライフ・バランスの実現を目指します。 

 
※空き家バンク：空き家の賃貸や売却を希望する⼈から申し込みを受けた物件の情報を空き家の利⽤を希望する⼈に紹介

する制度。富岡市では物件の情報を市ホームページで公開しています。 

※コンシェルジュ（Concierge）：ホテルや公共施設などで、客の希望に応じてさまざまな提案や⼿配などをする職業や⼈。 

※実践 9・実践 10 は、第２次富岡市総合計画や富岡市総合戦略に基づき、施策や各種事業を計画的に推進します。 
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３ このプランの進め方 
 

（１）推進フロー 
このプランは、移住定住に関する相談や情報提供から、移住実現後のフォローアップ

までをサポートできるワンストップ窓⼝の設置（実践７）と移住定住コンシェルジュの
導⼊（実践６）を推進の柱に位置づけます。また、市⺠と⾏政、移住希望者が知りたい・
知らせたい情報を双⽅向で受発信できる SNS※等を活⽤した市⺠協働型情報サイト（実
践３）をはじめとするさまざまな実践を組み合わせ、富岡市に暮らす⼈や富岡市が誇る
地域資源のつながりを磨き、いま暮らしている⼈が暮らしやすく、移住したい⼈に選ば
れ、「富岡市で暮らしたい」思いが実現できるまちづくりに取り組みます。 

 

 
 

※SNS（Social Networking Service）：フェイスブック・ツイッター・インスタグラム・LINE など、インターネット上で
⼈と⼈のつながりや交流を図るサービスの総称。 

※1 ⾏政は、市役所だけでなく、富岡⾏政県税事務所、群⾺県富岡公共職業安定所など、国や県等の機関を含みます。 

※2 NPO 等は、富岡市社会福祉協議会、富岡市シルバー⼈材センター、地域で活動するボランティア団体や NPO 法⼈ 

など、さまざまな団体を含みます。 

 
（２）計画期間 

このプランは、平成 29（2017）年度から平成 31（2019）年までの３年間を計画期間と
し、その間、必要に応じて随時⾒直しを⾏うこととします。  
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第３章 スケジュール（年度別計画）と進⾏管理 
 

１ ３つのステップ 
 

 
ステップ１ まちの魅⼒を知る・基盤を整備する 

このプランの初年度となる平成 29（2017）年度は、富岡市の暮らしやすさ
や認知度の向上と、「富岡市で暮らしたい」思いの醸成のためのハード・ソフ
ト両⾯の基盤を整備する期間と位置づけ、主に以下の取組を実践します。 
【実践 １】地域づくり協議会等による地域づくりの推進 
【実践 ４】パンフレット・ＰＲ動画の制作・活用 
【実践 ５】空き家バンクの利便性向上 
【実践 ８】移住体験住宅の整備・運営（主に整備） 
【実践 ９】日常生活の充実 
【実践 10】起業・創業・新規就農の支援、ワーク・ライフ・バランスの推進 

 
ステップ 2 まちの魅⼒を磨く・「暮らしたい」を「暮らす」につなぐ機会をつくる 

計画期間 2 年⽬となる平成 30（2018）年度は、市⺠協働による暮らしやす
さを磨くとともに、移住定住の興味・関⼼を「暮らしたい」につなげる機会を
創出する期間と位置づけ、主に以下の取組を実践します。 
【実践 １】地域づくり協議会等による地域づくりの推進 
【実践 ２】移住体験事業の企画・実施 
【実践 ３】市⺠協働型情報サイトの開設・運営（主に開設） 
【実践 ４】パンフレット・ＰＲ動画の制作・活用 
【実践 ５】空き家バンクの利便性向上 
【実践 ６】移住定住コンシェルジュ制度の導入 
【実践 ７】ワンストップ窓口の開設 
【実践 ８】移住体験住宅の整備・運営（整備から運営に移⾏） 
【実践 ９】日常生活の充実 
【実践 10】起業・創業・新規就農の支援、ワーク・ライフ・バランスの推進 

 
ステップ 3 「暮らしたい・暮らし続けたい」の定着・次のステップへ 

計画期間最終年となる 3 年⽬は、富岡市の暮らしやすさの浸透や移住定住
者の定着を図るとともに、これまでの取組の評価・改善により、さらなる暮ら
しやすさの向上や新たな移住定住者の確保など、次のステップへつなげる拡充
の期間と位置づけます。 
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２ 年度別計画 
 

このプランの計画期間における 10 の実践の具体的なスケジュールを以下に⽰します。 
 

  ステップ 
１ 

ステップ 
２ 

ステップ 
３ 

  平成 29 
（2017） 

年度 

平成 30 
(2018) 

年度 

平成 31 
（2019） 

年度 
実践 1 地域づくり協議会等による地域づくりの

推進 
   

実践 2 移住体験事業の企画・実施    

実践 3 市⺠協働型情報サイトの開設・運営    

実践 4 パンフレット・ＰＲ動画の制作・活用    

実践５ 空き家バンクの利便性向上    

実践６ 移住定住コンシェルジュ制度の導入    

実践７ ワンストップ窓口の設置    

実践８ 移住体験住宅の整備・運営   実践９ 

実践 9 日常生活の充実    

実践 10 起業・創業・新規就農の支援、ワーク・ラ
イフ・バランスの推進 

   

 

 

３ 進⾏管理 
 

このプランの推進にあたっては、ワーキンググループの市⺠メンバーなどの参画を得
ながら、計画（Plan）、実⾏（Do）、評価（Check）、改善（Action）を⼀連のサイクル（PDCA
サイクル）とする進⾏管理を⾏い、効果的・効率的な運⽤に努めます。また、進捗状況や
評価（Check）の結果について、さまざまな⼿段を⽤いた公表に努めます。 

開設 

制作 

導入 

設置 
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資料編 
 

１ 移住定住推進アクションプラン策定委員会委員名簿 
 

 団体・役職等 氏  名 備  考 
1 地域づくり協議会連絡会議委員⻑ 矢島 孝芳 委員⻑ 
2 地域づくり協議会連絡会議副委員⻑ 矢嶌 豊  
3 妙義地区地域づくり協議会⻑ 松村 政啓 ワーキング 

グループ委員⻑ 
4 ＮＰＯ法人 くらし&地域づくりサポーターズ理事⻑ 石井 充夫 副委員⻑ 
5 富岡⾏政県税事務所 高橋 幸彦  
6 群馬県富岡公共職業安定所 恩田 敏政  
7 総務部⻑ 上原 健司  
8 市⻑公室企画政策課⻑ 横地 正文  
9 経済建設部産業振興課⻑ 下山 博史  
10 経済建設部建築課⻑ 藤井 健太郎  
11 群馬県⽴⼥子⼤学 教授 群馬学センター副センター⻑ 熊倉 浩靖  

 

２ 移住定住推進アクションプラン策定ワーキンググループ名簿 
 

 団体・役職等 氏  名 備  考 
1 妙義地区地域づくり協議会⻑ 松村 政啓 委員⻑ 
2 ＮＰＯ法人田舎暮らし支援ネット 並木 芳治  
3 移住者（Ｕターン） 川島 一恵  
4 移住者（Ｉターン） 中山 恵⾥ 副委員⻑ 
5 移住者（Ｉターン） ⾦田 奈々  
6 地域おこし協⼒隊 髙橋 淳  
7 地域おこし協⼒隊 上原 和江  
8 地域おこし協⼒隊 濵田 綾乃  
9 地域おこし協⼒隊 三宅 正起  
10 市⻑公室企画政策課地方創生推進係⻑ 入澤 直樹  
11 総務部地域づくり課地域づくり係⻑ 平田 学  
12 市⺠生活部環境課環境施設係⻑ ⼤崎 渉  
13 世界遺産部観光おもてなし課観光戦略係⻑ 横田 順之  
14 健康福祉部高齢介護課地域包括支援係⻑ 栁沢 晃  
15 健康福祉部こども課こども育成係⻑ 土屋 和美  
16 経済建設部産業振興課⼯業振興係⻑ 山口 明久  
17 経済建設部建築課住宅係⻑ 佐藤 圭  
18 教育部学校教育課指導主事 ⻘木 康浩  
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３ 移住定住推進アクションプラン策定経過 
 

平成２９年 ７月２０日（木） 第１回移住定住推進アクションプランワーキンググループ 

８月 ３日（木） 第２回移住定住推進アクションプランワーキンググループ 

８月２３日（水） 第 1 回移住定住推進アクションプラン策定委員会 

９月 ６日（水） 第２回移住定住推進アクションプラン策定委員会 

９月２７日（水） 第３回移住定住推進アクションプラン策定委員会 

 
 



 

 
 


