
第２期六ヶ所村まち・ひと・しごと創生総合戦略

アクションプラン2021【概要版】

令和３年３月

青森県六ヶ所村



　ライフステージ０　情報が行き届くまち・・・・・・・・・Ｐ１

　ライフステージ１　働きやすいまち・・・・・・・・・・・Ｐ２

　ライフステージ２　出会いの多いまち・・・・・・・・・・Ｐ３

　ライフステージ３　子どもを産みやすいまち・・・・・・・Ｐ４

　ライフステージ４　子育てのまち・・・・・・・・・・・・Ｐ５

　ライフステージ５　学び・学ばせやすいまち・・・・・・・Ｐ７

　ライフステージ６　快適な居住空間づくり・・・・・・・・Ｐ８

　ライフステージ７　関係人口づくり・・・・・・・・・・・Ｐ９

目　　次



1 地方創生広報企画事業

　本村の地方創生に係るコンセプト、キャッチコ
ピー等により、第2期まち・ひと・しごと創生総合
戦略及びその取組みに係る村民の理解促進と
制度利用促進を図る。

政策推進課 継続

2 情報発信力向上

　各事業において、「誰に」「何を」「どのように
（媒体）」伝えるのかを考え、それぞれの事業の
特性に応じた広報戦略により的確に情報を発信
する。

全課 継続

　ライフステージ０　情報が行き届くまち

　住民目線の広聴広報

　各施策の対象者に対して必要な情報を適切に届けるため、対象者の意見を広く聴取するとと

もに、多種多様で効果的な手段により情報発信を行う。

事業
番号

事業名 事業概要 担当課
　新規・
　継続
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4
新規就農支援事業

（次世代人材投資資金）

　就農初期段階の経営不安定期にある新規就
農者に対し、経営確立に要する費用の一部を助
成することで新規就農を支援し、新たな農業の
担い手確保を図る。

農林水産課 継続

5 農業支援員設置事業
　村外から転入して新規就農を希望する方に対
し、各種農家の農作業に従事する機会を提供し
て新たな農業の担い手確保を図る。

農林水産課 継続

6
在宅/オフィス外勤務
（テレワーク）推進事業

　新しい働き方に関する普及啓発や優良企業認
定制度構築、（お試し）サテライトオフィス等によ
り、出産・育児、介護等のライフイベントに応じた
村民やUターン希望者等のニーズに沿う働きや
すい環境を創出する。

政策推進課 継続

8
人材確保マッチング

支援事業

　青森県公式就職サイト、村ＨＰ、民間求人サイ
ト等を活用した求人情報発信支援や企業の採用
力向上セミナー等により、人手不足対策として、
村内企業の採用活動に係る意識・スキル向上を
図る。（あおもり移住支援事業含む）

政策推進課 継続

9
インターンシップ促進事業
（ふるさとワーホリ含む）

　一定期間地域に滞在しての就業体験を通し、
受入企業等の理念や社会的意義を理解する
きっかけとするとともに、地域の人々と交流する
機会を提供する。

政策推進課 継続

10
外国人技能実習生

支援事業

　第一次産業に係る技能や知識を習得する外国
人技能実習生受入に係る費用の一部を助成す
ることにより、労働力不足解消を図る。

農林水産課 継続

　質・量ともに充実した雇用を背景として、就業者が社会的意義や魅力を実感し、やりがいを

感じられるしごと環境を創出する。

　3.就きたいしごとづくり

7
スマート農業普及

推進事業

　スマート農業機械導入事例等に関する情報提
供と、農業用機械自動操舵用の公的基準局の
設置・運営、農家のGPSガイダンスシステム導入
支援により、農業の省力化・担い手の確保・育成
を図る。

農林水産課 継続

　1.チャレンジ応援

　ライフステージ１　働きやすいまち

事業
番号

事業名 事業概要 担当課
　新規・
　継続

　自己実現に向けたチャレンジの場を提供することで多様な産業の共存と、職業の選択肢を拡

大する。

3
起業・創業チャレンジ

応援事業

　ワンストップ起業相談窓口、専門家の訪問型
個別相談等による具体的な創業支援や、創業融
資利子、保証料の補給、空き家等改修、物件取
得・リース等に対する支援により、自己実現に向
けたチャレンジをサポートする。（あおもり移住起
業支援事業含む）

政策推進課 継続

　出産・育児と仕事の両立などワークライフバランスの向上や未来技術の活用による生産性・

利便性を高める。

　2.新しい働き方
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11
地域交流会

「LOVEろっかしょで
つながる会」

　テーマごとに地域住民が語り合う場の提供や
ゲストスピーカーの招聘等により、村に在住・移
住・勤務されている方々の交流を促進する。

政策推進課 継続

12
未来を支える人・文化

育成事業

　自主性、自発性に基づく自由な生涯学習の場
を提供し、村民ひとりひとりの自己実現を図ると
ともに、コミュニティの形成や地域力の向上を促
す。

社会教育課 継続

　1.多様な交流機会

　開かれた場で、誰でも気軽に会話・交流できる多様な機会を創出し、村民同士が互いに認め

合い高め合うことができる地域づくりを進める。

　2.魅力的なひとづくりと男女の出会い

　人生設計の選択肢の一つとしての結婚に関する情報提供や、結婚を希望している方に対して

のスキルアップセミナー等の婚活力向上と男女の出会いの場を提供する。

13 出会い・結婚応援事業
　スキルアップセミナー等による希望者の婚活力
向上や、独身男女の出会いの場の創出等によ
り、希望者の結婚を支援する。

政策推進課 継続

　ライフステージ２　出会いの多いまち

事業
番号

事業名 事業概要 担当課
　新規・
　継続
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14 妊婦支援事業

　母子健康手帳交付時の健康状態確認による
保健指導の実施と妊娠7カ月時にママ元気メー
ル及び禁煙メールの送付により、妊娠期を安心
して過ごせるよう支援する。

子ども支援課 継続

15 マタニティ教室
　妊娠中の過ごし方や新生児に関する講話、栄
養指導、調理実習等を行い、妊娠期をすこやか
に過ごせるよう支援する。

子ども支援課 継続

16
風しん麻しん任意
予防接種助成事業

　妊娠を希望する女性や妊婦の同居家族等の
予防接種費用の全額を助成し、先天性風疹症
候群発症の予防を図る。

保健相談
センター

継続

17 子宝祝金支給事業
　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、子どもの出生を祝福
し、健やかな成長を促す。

子ども支援課 継続

18 妊婦委託健康診査
　安全な分娩や母子感染の防止を図るため、妊
婦委託健康診査受診票の交付により委託医療
機関等での定期的な健康診査の受診を促す。

子ども支援課 継続

19 妊婦委託歯科健康診査

　妊婦委託歯科健康診査受診票の交付により、
委託医療機関での歯科個別指導及び歯科健診
の機会を提供し、妊婦の歯の健康管理を支援す
る。

子ども支援課 継続

20
妊婦健康診査交通費

助成事業

　妊婦健診受診時に係る交通費を助成（2,000円
/回）することにより、委託医療機関等での定期
的な健康診査の受診を促す。

子ども支援課 継続

21
ハイリスク妊産婦
交通費等助成事業

　ハイリスク妊産婦の通院等に係る交通費及び
宿泊費を助成（１回の分娩で上限額50,000円）す
ることにより、経済的負担の軽減を図り、適切な
医療を受けることを支援する。

子ども支援課 継続

22 産婦健康診査助成事業

　産婦（産後2週間、1ヶ月）健康診査費用を一部
助成（1回の出産につき2回以内とし、上限額
5,000円）することにより、産婦健康診査の受診を
促し、出産後の体とこころの順調な回復を支援
する。

子ども支援課 継続

23 特定不妊治療費給付事業

　特定不妊治療費を助成（1回の治療につき、上
限額150,000円で年度を問わず10回）することに
より、経済的負担の軽減を図り、治療を受けるこ
とを支援する。

子ども支援課 継続

　1.安心できる出産環境

　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る環境を提供する。

　2.出産に伴う費用負担軽減

　誰もが経済的に安心して出産・育児に望むことができるような支援体制を構築する。

　ライフステージ３　子どもを産みやすいまち

事業
番号

事業名 事業概要 担当課
　新規・
　継続
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24 乳児訪問

　生後4カ月までの全ての乳児と産婦を訪問し
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に関する相談を行うことで、
出産後の子育てを支援する。

子ども支援課 継続

25 子育て応援タクシー事業

　妊婦及び３歳以下の保護者に対するタクシー
利用券の交付により、冬季の雪道運転の精神的
負担・経済的負担の軽減を図り、安心して子育
てができるよう支援する。

政策推進課 継続

26 親子ふれあい事業
　リトミック、ベビーマッサージ、アフタービクスな
どの教室を開催し、親同士の交流や母子の良好
な関係づくり、子どもの健やかな発達を促す。

子ども支援課 継続

27 木育事業
　木製おもちゃの誕生祝品や木育キャラバンな
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、感性豊かな心の発達を促す。

子ども支援課 継続

28 思春期ふれあい体験
　中学校３年生を対象に乳幼児健診の対象者と
の触れ合いを通して、子育ての意義や命の大切
さを知る機会を提供する。

子ども支援課 継続

29 一時預かり保育
　保護者の勤務形態や疾病・入院等のほか、私
的な理由による未就学児（歩行可能な１歳以上
児）の一時預かり保育を実施する。

子ども支援課 継続

30 病後児保育

　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、保護者の子育てと就労等の両
立を支援する。

子ども支援課 継続

31 放課後教室

　保護者が労働等により、日中家庭にいない小
学校児童を対象とする放課後の遊びを主とする
活動により、保護者の子育てと就労等の両立を
支援する。

子ども支援課 継続

　1.子育てへの不安解消

　育児に関する不安軽減と良好な母子関係の構築を支援し、育児を楽しむことができるような

子育て環境を提供する。

　2.子育てと仕事の両立

　出産・育児に起因するキャリア分断の抑制やキャリア再構築をサポートするための子どもの

見守り環境を提供する。

　ライフステージ４　子育てのまち

事業
番号

事業名 事業概要 担当課
　新規・
　継続
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32 保育料無料化事業
　こども園等入所児への幼児教育・保育を無料
で提供する。

子ども支援課 継続

33 乳幼児等医療費支給事業

　０歳児から中学校就学終期までを対象に、医
療機関等での保険診療分自己負担と食事負担
を助成し、子育て世代の医療費負担軽減を図
る。

子ども支援課 継続

34
任意インフルエンザ
予防接種助成事業

　満１歳から64歳までを対象に、インフルエンザ
の予防接種に要する費用を助成し、健康の保持
増進を図る。

保健相談
センター

継続

35
おたふくかぜワクチン
接種費用助成事業

　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、健康の保持増進
を図る。

保健相談
センター

継続

36
新生児聴覚スクリーニング

検査助成事業

　生後2カ月までの児を対象に、聴覚検査費用を
全額助成し、検査を受けることを促すことで、聴
覚障害の早期発見、早期療養による言語機能
の向上を図る。

子ども支援課 新規

　誰もが経済的に安心して子育てに望むことができるような支援体制を構築する。

　3.子育ての費用負担軽減

　新規・
　継続

担当課事業概要事業名
事業
番号
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37 村営学習塾
　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
基礎学力向上を支援する。

学務課 継続

38 ＩＣＴ教育

　村内小・中学生にＩＣＴ支援員を配置し、児童生
徒のＩＣＴ活用による授業の充実を図り、学習意
欲や授業の理解力を高め、情報活用能力等の
向上を図る。

学務課 継続

39 奨学資金貸付事業
　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、経済
的な理由による進路断念を抑制する。

学務課 継続

40 通学費等補助
　六ヶ所村から村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、希望する
進路選択を支援する。

学務課 継続

41
修学及び実習等に係る

予防接種等費用助成事業

　学校等における修学や実習履行・海外留学の
ために必要な予防接種や抗体検査等に要する
費用の半額を助成し、希望する進路への進学を
支援する。

保健相談
センター

継続

42 入学祝金交付事業

　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、入学・進学時における家計の負
担軽減を図ることで、子どもの健やかな成長を
支援する。

学務課 継続

43 学校給食費無償化
　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、家計の負担軽減を図るこ
とで、子どもの健やかな成長を支援する。

学務課 継続

　1.教育の選択肢拡大

　それぞれの個性や能力に応じて希望する進路を選択・進学できるような環境を提供する。

　2.教育の費用負担軽減

　義務教育に係る費用負担を軽減し、子ども自らの興味・関心に基づくチャレンジにつなげ

る。

　ライフステージ５　学び・学ばせやすいまち

事業
番号

事業名 事業概要 担当課
　新規・
　継続
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47 お部屋探し応援事業
　住宅検索サイト等によるアパート等の住居情
報の検索を可能とすることで、希望する居住環
境の選択を支援する。

政策推進課 継続

48 空家バンク
　空家等を適切に管理するとともに、利用希望者
等の居住促進及び地域社会の維持等への有効
活用を促進する。

政策推進課 継続

49
六ヶ所村配食
サービス事業

　食事の調理が困難な高齢者に対してバランス
の良い食事の提供と見守りサービスを実施す
る。

福祉課 継続

50 地域公共交通等の見直し
　村内の目的別バスの統廃合や新たなモビリ
ティサービス等により、地域内外における村民及
び来訪者の移動円滑化を図る。

政策推進課 継続

51 乗合タクシー
　村と七戸十和田駅を結ぶデマンド型乗合タク
シーを運行することにより二次交通の充実を図
り、村民及び来訪者の移動円滑化を図る。

政策推進課 継続

　2.移動手段の確保

　時代に即し、かつ、利用者のニーズを満たす手段により地域内外における移動の円滑化を図

る。

46
住宅用新エネルギー設備

導入支援事業

　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を助成し、
環境に配慮したローコストで快適な生活を支援
する。

政策推進課 継続

45
住宅新築リフォーム

支援事業

　住宅新築・リフォームに係る助成金を交付し、
希望する住居の取得とゆとりある暮らしを支援
する。

政策推進課 継続

　1.幅広い住居の選択肢

　地域の土地・建物の管理が適切になされ、防災・衛生・景観などにおいて良好な環境と快適

な居住空間を提供する。

44
尾駮レイクタウン北地区

定住促進事業

　分譲個別相談会や宅地・住宅新築等に係る助
成金を交付し、希望する住居の取得とゆとりある
暮らしを支援する。

政策推進課 継続

　ライフステージ６　快適な居住空間づくり

事業
番号

事業名 事業概要 担当課
　新規・
　継続
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52 地域おこし協力隊
　地域課題をタスクとして設定し、都市部等外部
の知識・熱意を有する人材を受け入れることによ
り、地域課題解決を促進する。

政策推進課 継続

53
（お試し）サテライトオフィス

誘致事業

　村外企業等が村内で事業活動できる拠点を確
保し、企業誘致、Uターン、ニ地域居住者等の外
部人材による地域課題解決につながるビジネス
創出を促進する。

政策推進課 継続

5
【再掲】

農業支援員設置事業

　村外から転入して新規就農を希望する方に対
し、各種農家の農作業に従事する機会を提供し
て新たな農業の担い手確保を図る。

農林水産課 継続

54
お試し移住体験
「ちょこっとClass」

　六ヶ所村の暮らしをまるごと体感できるオー
ダーメイド型の移住体験プログラムを提供し、村
への関心・関与の度合いの高い関係人口創出
や移住希望者の移住先としての認知度向上を
図る。

政策推進課 継続

55 エネルギーパークマラソン

　マラソン大会を通じ、エネルギーの村という地
域特性についての理解を深め、他の地域資源と
合わせて本村の魅力を体感する機会を提供す
る。

社会教育課 継続

56 ろっかしょ暮らし発信事業
　移住ガイドブックや動画を用いて、六ヶ所村で
の暮らしの様子や移住・定住施策等をわかりや
すく発信する。

政策推進課 継続

9
【再掲】

インターンシップ促進事業
（ふるさとワーホリ含む）

　一定期間地域に滞在しての就業体験を通し、
受入企業等の理念や社会的意義を理解する
きっかけとするとともに、地域の人々と交流する
機会を提供する。

政策推進課 継続

　1.外部人材・民間のチカラの活用

　都市部等外部からの人材・資金の活用と地域内の企業・住民等の活動を加速化することによ

り、地域課題の解決を図る。

　2.ろっかしょ暮らし体験

　地域特有の職業体験や暮らし体験の機会を提供し、六ヶ所村の地域特性や魅力を発信する。

事業
番号

事業名 事業概要 担当課
　新規・
　継続

　ライフステージ７　関係人口づくり
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