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「選択と集中」アクションプラン Cuna -クーナ- のターゲットは『子育て世帯』  

 

六ヶ所村まち・ひと・しごと創生総合戦略が平成 27年に策定されて以降、村は約 200ものアクションプランの実施に取り組んでまいりました。 

しかし、本村の人口は他市町村と比較し緩やかではあるものの、いまだに減少傾向にあります。 

この人口減少を少しでも食い止めるため、現時点で総合戦

略の最終年度である平成 31 年度まで２年をきったところで

はありますが、戦略の実効性を促す対策として、アクション

プランの見直しを行いました。 

 今後、従来のアクションプランはこれまで通り進めながら、

『子育て世帯』をターゲットとし、関連する事業を“選択”、

新規事業とともに“集中”して実施する「選択と集中」アク

ションプラン〈図１〉として、さらに注力していきます。 

愛称である「Cuna-クーナ-」はスペイン語で「ゆりかご」

という意味で、本村で生まれる子どもたちやその家族をやさ

しく受け止める村でありたいという思いを込めています。 

 

■ライフステージ 

 

 子育て世帯をターゲットにした「選択と集中」アクション

プランは、「ライフステージ（サイクル）」（右図参照）ごと

に手厚く・切れ目ない支援の充実を目指しています。 

 ３ページ以降の事業概要のライフステージの欄には、右図

で示すライフステージが記載されており、どのステージに関

連する事業なのかが明記されています。 

 

<図１：「選択と集中」アクションプランの位置づけ〉 
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働きやすいまちで「あなたの挑戦を応援します」・・・・・・・・・・・・Ｐ.３～ 

1.やりたいコトへのチャレンジをサポートします。【起業・創業チャレンジ応援】 ★ 

2.さまざまな働き方を提案します。【在宅/オフィス外勤務（テレワーク）推進】 

3.優秀な人材確保を支援します。【人材確保マッチング支援】 ★ 

出会いの多いまちで「LET’S BECOME A 家族」・・・・・・・・・・・・Ｐ.５～ 
1.老若男女問わず、いろんな出会いがあります。【地域交流会】 

2.婚活イベントでお二人の出会いの場を創出します。【出会い・結婚応援】 

子どもを産みやすいまちで「素敵なママになる」・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.６～ 
1.出産に伴う費用負担を軽減します。【子宝祝金、健康診査、妊婦交通費助成等】 

2.不安なく出産に臨めるように寄り添います。【妊婦支援、マタニティ教室】 

3.妊娠・出産を希望する方に寄り添い、応援します。【特定不妊治療費給付、任意予防接種助成】 

子育てのまちで「ともに泣き、ともに笑おう」・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.８～ 

1.子育てへの不安を取り除き、子どもとのコミュニケーションを促します。【乳児訪問、親子ふれあい、木育キャラバン】 

2.子育てと仕事の両立をサポートします。【一時預かり・病後児保育、放課後教室】 

3.子育てに係る費用負担を軽減します。【保育料無料化、乳幼児等医療費支給等】 

学び・学ばせやすいまちで「子どもの夢を育む」・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.10～ 

1.義務教育にかかる費用負担を軽減し、子どものチャレンジにつなげます。【入学祝金、学校給食費無償化】 

2.中等・高等教育選択の幅を広げ、将来の可能性につなげます。【村営学習塾、奨学資金貸付、通学費等補助等】 

実現できる夢「マイホームで家族の笑顔を」・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.11～ 
1.尾駮レイクタウン北地区でゆとりの暮らしを叶えます。【尾駮レイクタウン北地区定住促進】 ★ 

2.新築・リフォームに要する費用負担を軽減します。【住宅新築リフォーム支援】 

3.エコでローコストな生活を推奨します。【住宅用新エネルギー設備導入支援】 

お試しで移住「ちょこっと Class（暮らす）」・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.13～ 
1.六ヶ所村での暮らしをお試しで体験できます。【ちょこっと Class（しごと・住宅編）】  

2. ディープな村の魅力に触れる機会を提供します。【ちょこっと Class（レジャー・交流編）】 

※「★」は移住支援が含まれていることを示します  

目次 
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働きやすいまちで「あなたの挑戦を応援します」 

 

1.やりたいコトへのチャレンジをサポートします。 

事業名 起業・創業チャレンジ応援事業 New 担当課 政策推進課 

目指す将来像 
・自己実現に向けたチャレンジの場として地域内外に認知されている。 

・多様な産業が共存することで、職業選択の幅が広い村となっている。 
ライフステージ 就職 

事業概要 

・役場にワンストップ起業相談窓口を設置し、きめ細かく夢の実現を後押しします。 

・21あおもり産業総合支援センター、青森県よろず支援拠点の専門家による訪問型個別相談で、経営、財務、

人材育成、販路開拓等の具体的な創業支援を提供します。 

・創業融資への利子又は保証料を補給し、創業直後期の資金繰り等をサポートします。 

・首都圏から移住して起業した方に対して、移住費用等を助成します。 ★ 

・起業・創業に向けた空き家等改修、物件取得・リース等に対して支援します。 

 

2.さまざまな働き方を提案します。 

事業名 在宅/オフィス外勤務（テレワーク）推進事業 New 担当課 政策推進課 

目指す将来像 

・出産/育児と仕事の両立を希望する方を応援し、その方々が職場との 

良好な距離感を保つことで、円滑な職場復帰ができている。 

・テレワークの効果的運用により、産休・育休が労使いずれにおいても大

きな負担となっていない。 

ライフステージ 
就職・出産・ 

子育て 

事業概要 

・住民意向調査や企業意向調査（アンケート・ヒアリング調査）により、効果的な制度の設計を行います。 

・テレワーク推奨制度の確立と参加企業の環境整備等を支援します。 

・複合的な機能（テレワーク、子育て支援、インキュベーション、ゲートキーパー機能等）を有する拠点づくりを進

めます。 
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3.優秀な人材確保を支援します。 

事業名 人材確保マッチング支援事業 New！ 担当課 政策推進課 

目指す将来像 
・就職したい村として選ばれ、優秀な人材が集まっている。 

・村内企業の人手不足が解消されている。 
ライフステージ 就職 

事業概要 
・青森県等が実施するマッチング支援事業により、首都圏から移住して村内中小企業に就職した方に対して、移

住費用等を助成します。 ★ 

・新規学校卒業者を雇用した村内企業に対して奨励金を交付します。 
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出会いの多いまちで「LET’S BECOME A 家族」 
 

1. 老若男女問わず、いろんな出会いがあります。 

事業名 地域交流会「LOVEろっかしょでつながる会」 Ｎｅｗ！ 担当課 政策推進課 

目指す将来像 
・開かれた場で、誰でも気軽に会話・交流できる機会があふれている。 

・移住者であっても元からの村民であっても、互いを認め、高め合ってい

る。 
ライフステージ 

移住・出会い・

結婚 

事業概要 
・地域の課題や村への想いなど、テーマごとに語る場を提供します。 

・状況に応じてゲストスピーカーを招聘し、テーマに関する興味深い話題を提供します。 

・参加者には、ダイレクトメール等で村のイベント等の情報をお届けします。 

 

2. 婚活イベントでお二人の出会いの場を創出します。 

事業名 出会い・結婚応援事業 担当課（所） 政策推進課 

目指す将来像 ・良い人に出会えるまちとして認識されている。 ライフステージ 出会い・結婚 

事業概要 
・スキルアップセミナー等により、希望者の婚活力向上を支援します。 

・独身男女の出会いの場を提供します。 

 

 



6 

子どもを産みやすいまちで「素敵なママになる」 
 

1. 出産に伴う費用負担を軽減します。 

事業名 

①子宝祝金支給事業 

②妊婦委託健康診査 

③妊婦委託歯科健康診査 

④妊婦健康診査交通費助成事業 

⑤ハイリスク妊産婦交通費等助成事業 

⑥産婦健康診査助成事業 New！ 

担当課 
子ども支援課 

健康課（保健相

談センター） 

目指す将来像 ・精神的にも経済的にも安心して出産・育児に臨むことができている。 ライフステージ 出産・子育て 

事業概要 

①第１子 10万円、第 2子 20万円、第 3子以降 30万円の子宝祝金を支給します。 

②妊婦委託健康診査受診票を発行し、委託医療機関で妊婦健診を実施します。 

③妊婦歯科委託健康診査受診票を発行し、委託医療機関で歯科健診と歯科個別指導を実施します。 

④妊婦健診受診に係る交通費を補助します。（１回につき 2,000円） 

⑤ハイリスク妊産婦及び児の通院や面会等に係る交通費及び宿泊費を補助します。 

（１回の分娩で上限額 50,000円） 

⑥産後 2週間、1 ヶ月の産婦に対する健康診査に要する費用を全額助成します。 
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2. 不安なく出産に臨めるように寄り添います。 

事業名 
①妊婦支援事業 

②マタニティ教室 
担当課（所） 

健康課（保健相
談センター） 

目指す将来像 ・妊婦及びその家族が安心して妊娠期を過ごすことができている。 ライフステージ 出産 

事業概要 

①母子健康手帳交付時に健康状態を確認して保健指導を実施し、妊婦保健指導報告書の発行、パンフレット及

び記念品を配布します。 

②妊娠７ヶ月時に、ママ元気メールと禁煙メールを送付します。 

妊娠中の過ごし方や新生児についての講話、栄養指導、調理実習を行います。 

 

3. 妊娠・出産を希望する方に寄り添い、応援します。 

事業名 
①特定不妊治療費給付事業 

②風しん麻しん任意予防接種助成事業 
担当課（所） 

健康課（保健相
談センター） 

目指す将来像 ・家族をつくり、新しい命を通じてつながる村。 ライフステージ 出産 

事業概要 
①特定不妊治療費の助成を行う。（１回 150,000円上限に 10回） 

②先天性風疹症候群発症の予防を図るため、妊娠を希望する女性や妊婦の同居家族等の予防接種費用全額

の助成を行う。 
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子育てのまちで「ともに泣き、ともに笑おう」 
 

1. 子育てへの不安を取り除き、子どもとのコミュニケーションを促します。 

事業名 

①乳児訪問 

②親子ふれあい事業 

③ウッドスタート宣言・木育キャラバン New！ 

担当課（所） 
健康課（保健相
談センター） 

子ども支援課 

目指す将来像 
・育児に関する不安が軽減されて育児を楽しむことができ、良好な母子

関係が築かれている。 
ライフステージ 子育て 

事業概要 

①全ての産婦・乳幼児を訪問して、産婦の健康状態の把握と生活指導、児の健康状態の把握と育児支援を実施

します。 

②子どもの発達を促すための方法について、リトミック・親子ビクス、ベビーマッサージ、アフタービクスなどを取り入

れて実施します。 

③ウッドスタート（木製おもちゃの誕生祝品）や木育キャラバン（移動型おもちゃ美術館）など、木の温もりあふれる

良質なおもちゃと遊ぶ機会を提供します。 

 

2.子育てと仕事の両立をサポートします。 

事業名 

①一時預かり保育 

②病後児保育 

③放課後教室 

担当課（所） 子ども支援課 

目指す将来像 
・仕事と育児の両立ができる村。 

・鍵っ子ゼロの村。 
ライフステージ 子育て 

事業概要 

①未就学児を対象に、保護者の私的な理由等による一時保育を行います。 

②病気回復期の生後 6 ヶ月以上の乳幼児を対象に、保育士と看護師等が連携して一時的に保育・看護を行いま

す。 

③保護者が就労等により家庭にいない小学校児童を対象に、放課後に遊びを主とする活動を行います。 
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3.子育てに係る費用負担を軽減します。 

事業名 

①保育料無料化事業 Ｎｅｗ！ 

②乳幼児等医療費支給事業 

③子育て応援タクシー事業 Ｎｅｗ！ 

④任意インフルエンザ予防接種助成事業 

⑤おたふくかぜワクチン接種費用助成事業 Ｎｅｗ！ 

⑥ロタウイルスワクチン接種費用助成事業 Ｎｅｗ！ 

担当課（所） 

子ども支援課 

健康課（保健相
談センター） 

政策推進課 

目指す将来像 ・子育てについて経済的な不安を感じることがない。 ライフステージ 子育て 

事業概要 

①子ども園等入所児への保育サービスを無料で提供します。 

②乳幼児等医療費支給制度の所得制限緩和を継続的に実施します。 

③冬季の通院等に係る雪道運転の負担を軽減するため、地域交通サービスの向上を図ります。 

④インフルエンザ予防接種について、1,000円まで費用助成します。（対象 1歳～64歳） 

⑤標準的な接種期間におけるおたふくかぜワクチン接種について全額助成し、経済的な支援を行います。 

⑥標準的な接種期間におけるロタウイルスワクチン接種について全額助成し、経済的な支援を行います。 
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学び・学ばせやすいまちで「子どもの夢を育む」 
 

1. 義務教育にかかる費用負担を軽減し、子どものチャレンジにつなげます。 

事業名 
①入学祝金交付事業 

②学校給食費無償化 
担当課（所） 学務課 

目指す将来像 
・全ての児童生徒が、心身ともに充実した学校生活をおくることができて

いる。 
ライフステージ 就学・進学 

事業概要 
①入学・進学時における家計の負担軽減のため、村立小・中学校の児童生徒の保護者に対して祝金を交付しま

す。 

②村立小・中学校に在籍している児童生徒の学校給食費を無償化します。 

 

2. 中等・高等教育選択の幅を広げ、将来の可能性につなげます。 

事業名 

①村営学習塾 

②奨学資金貸付事業 

③通学費等補助 

④人材育成に係る予防接種等費用助成事業 Ｎｅｗ！ 

担当課（所） 
学務課 

健康課（保健相
談センター） 

目指す将来像 
・それぞれの個性や能力に応じて希望する進路を選択し、進学すること

ができている。 
ライフステージ 就学・進学 

事業概要 

①泊、尾駮、倉内、千歳平の４地区で、小学 5・6年生と中学生を対象とした塾を運営し、個々の基礎学力を向上

させます。 

②高等学校・専門学校・短期大学・大学・大学院進学者に対して無利子型奨学金を貸与します。 

③六ヶ所村から六ヶ所高等学校以外の高等学校に通学する生徒の通学費等に対して補助することで、多様な高

校教育を受ける機会を提供します。 

④海外留学や大学及び専門学校等の修学に必要な予防接種等費用の負担を軽減するため、検査や予防接種

費用の半額を助成します。 
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実現できる夢「マイホームで家族の笑顔を」 
 

1. 尾駮レイクタウン北地区でゆとりの暮らしを叶えます。 

事業名 尾駮レイクタウン北地区定住促進事業 担当課 政策推進課 

目指す将来像 
・尾駮レイクタウン北地区が住みたいまちとして選ばれている。 

・居住者の増加に伴って活発なコミュニティが形成され、賑わいが創出

されている。 
ライフステージ 住宅 

事業概要 

・個別相談会を開催し、分譲案内をはじめとする各種相談に応じます。 

・尾駮レイクタウン北地区で宅地購入し住宅を新築した方に対して助成金を交付します。 

（土地購入 6,500円/㎡、住宅建築 15,000円/㎡（上限 270万円）） 

（建築主又はその配偶者 40歳未満：一律 20万円加算、同居する中学生までの子一人につき 20万円加算） 

・他市町村から転入して住宅建築した世帯には、建築助成に一律 100万円を加算します。 ★ 

 

2. 新築・リフォームに要する費用負担を軽減します。 

事業名 住宅新築リフォーム支援事業 担当課（所） 
政策推進課 

総務課 

目指す将来像 
・各々の土地・建物を適切に管理し、防災・衛生・景観などにおいて良

好な環境が保たれている。 

・村民の快適な居住空間が確保されている。 
ライフステージ 住宅 

事業概要 

・住宅新築工事費の３％（上限 100万円） を助成します。また、建築主又はその配偶者が 40歳未満の場合、一

律 20万円加算します。 

・住宅リフォーム工事に要する費用の 10％（上限 20万円）を助成します。 

・空き家バンク制度を確立し、その利用を促進します。 

 
※住宅新築の場合、尾駮レイクタウン北地区内は対象外。 
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3.エコでローコストな生活を推奨します。 

事業名 住宅用新エネルギー設備導入支援事業 担当課（所） 政策推進課 

目指す将来像 

・村民がローコストで快適な生活を送っている。 

・村民がエネルギーや環境保全についての高い関心を持っている。 

・六ヶ所村が世界をリードするエネルギー先進地であることを村民が認

識し、誇りに思っている。 

ライフステージ 住宅 

事業概要 

・太陽光発電システム等の新エネルギー・省エネルギー設備を住宅に設置する費用について助成します。 

太陽光発電システム                  1ｋＷあたり 48,000円（限度額 240,000円） 

高効率エネルギー設備                 対象経費の 1/10（限度額 100,000円） 

ガスエンジン給湯暖房機（エコウィル）       

潜熱回収型給湯器（エコジョーズ）      

ハイブリット給湯暖房機（ＥＣＯ ＯＮＥ）       

ＣＯ2冷却ヒートポンプ給湯器（エコキュート）    

高効率減圧式石油給湯器（エコフィール）     

家庭用燃料電池（エネファーム）           

定置型リチウムイオン蓄電池              対象経費の 1/10（限度額 150,000円） 

家庭用エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ機器）   対象経費の 1/3（限度額 50,000円） 
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お試しで移住「ちょこっと Class（暮らす）」 
 

1.六ヶ所村での暮らしをお試しで体験できます。 

事業名 ちょこっと Class（しごと・住宅編） New 担当課（所） 
政策推進課 

農林水産課 

目指す将来像 
・六ヶ所村への関心・関与が高く、プラスイメージを持っている関係人口

が増加している。 

・移住希望者にとって、移住先の選択肢の一つとして認識されている。 
ライフステージ 移住 

事業概要 

・農業、酪農、漁業等の体験や、エネルギー関連産業、観光業、飲食業、製造業などの地域特有の職業体験の

場を提供します。 

・短期間でも気軽に入居できる住居を提供します。また、将来的には民泊や空き家を活用するなど、よりリアルな

村の生活体験の場を創出します。 

2.ディープな村の魅力に触れる機会を提供します。 

事業名 ちょこっと Class（レジャー・交流編） New 担当課（所） 
政策推進課 

農林水産課 

目指す将来像 
・六ヶ所村への関心・関与が高く、プラスイメージを持っている関係人口

が増加している。 

・移住希望者にとって、移住先の選択肢の一つとして認識されている。 
ライフステージ 移住 

事業概要 

・六ヶ所村の季節ごとの遊び・レジャー体験を通し、村民との交流を促すとともに、村の歴史・伝統・文化に触れる

機会を提供します。 

・SNS等による情報発信など、ろっかしょ応援大使としての活動を体験していただきます。 

・お試し移住体験者と村との関係を維持・向上するため、体験者等が定期的に集まれる場を創出します。 

 


