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本町は、平成 23 年３月に、令和２年度を目標

年次とする『第２次南会津町総合振興計画』を策定し、町の将来像「互いを思い

やり、人と自然がやさしさに包まれた、安心と信頼のまち」の実現に向けて、各

種施策を展開しているところです。 

このたび、第２次南会津町総合振興計画の計画期間が令和２年度までとなっ

ておりますが、この間に生じた様々な社会情勢の変化や新たな行政課題へ対応

したまちづくりを進めるため、これまでの基本構想を継承し、平成 28 年度から

令和２年度までの計画を２年延長し、令和４年度までを計画期間とする後期基

本計画（延長）を策定しました。 

計画の策定にあたっては、町民ニーズを的確にとらえ、ニーズに応じた効果的

な取組が必要であることから、一般町民を含めた総合振興計画審議会での議論

や各地域協議会からの意見聴取など、町民の皆さまのご意見を計画に反映する

よう努めました。 

本町を取り巻く状況は、少子高齢化と人口減少のさらなる進行や東日本大震

災、新潟・福島豪雨災害、関東・東北豪雨災害等の大災害の発生など、一層厳し

さを増しており、特に、少子高齢化と人口減少への対策は喫緊の課題となってい

ます。こうした中、地域の課題を解決し、町民の皆さんが南会津町に生まれてよ

かったと思えるまちづくりを進めていくには、町民・地域・行政がそれぞれの役

割を果たしながら、協働で本計画を着実に推進することが重要であると認識し

ておりますので、今後とも町民の皆さまのより一層のご理解とご協力をお願い

申し上げます。 

最後に、後期基本計画（延長）策定にあたり、多大なご尽力をいただいた審議

会委員の皆様をはじめ、貴重なご意見をいただいた各地域協議会や町議会およ

び関係者の皆様方に深く敬意と謝意を表し、第２次南会津町総合振興計画後期

基本計画（延長）策定のごあいさつといたします。 

 

 令和３年３月 

南会津町長 

ごあいさつ 
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第 1節 後期基本計画（延長）の目的 

 平成 23 年度から令和２年度までの 10 年間を計画期間とした、第２次南会津
町総合振興計画は今年度で計画期間が終了します。 
これまでの総合振興計画は、東日本大震災の発生に伴う社会経済情勢の変化

など、地域を取り巻く環境も変化し、時代に即応した行政運営がより一層求めら
れており、めまぐるしく変化する社会情勢に対応した計画とするとともに首長
任期との整合性を図ることを目的とし、第３次南会津町総合振興計画の計画期
間を８年間とすることから、本計画を２年間延長します。 
基本構想に掲げた町の将来像『互いを思いやり、人と自然がやさしさに包まれ

た、安心と信頼のまち』と基本理念『ひとが「集まる」まち、ひとを「育む」ま

ち、みんなが「輝く」まち』を実現するため、令和３年度以降の２年間で重点的
に取り組むべき施策や各施策の方向性などを示すほか、目安となる成果指標や
目標値を設定します。 

 

第 2節 後期基本計画（延長）の期間 

 後期基本計画は、平成 28年度から令和４年度を最終年度とした７年間の計画
となります。 

 
 

第 3節 後期基本計画（延長）の方向性 

 後期基本計画については、既存の『第２次南会津町総合振興計画』の政策体系を
基本としていますが、前期５年間で生じた変化や、各施策の検証結果、町民アンケー
トの結果などを反映し、さらには、第２期南会津町まち・ひと・しごと創生総合戦略との
整合性を図りながら、平成 28年度から令和４年度までに取組むべき施策や各施策の

基本的な方向性などを修正し、後期基本計画（延長）として定めます。 

基本構想

基本計画

実施計画

R３～R４
（２年）

延長

延長

施策マネジメントシート
により評価・検証

実施すべき事業を３か
年のローリングで調整

前期基本計画 後期基本計画

H23～H27（５年） H28～H32（５年）

第２次総合振興計画（10年）


