
  

 

  

豊かで住みよい        

活気ある村づくりをめざして 
第６次関川村総合計画（平成２８年度～平成３７年度）  

■第６次関川村総合計画・基本計画 （平成２８年度～平成３２年度） 

■関川村人口ビジョン 

■関川村地域総合戦略（平成２７年度～平成３１年度） 

 

 

新潟県関川村 

 



 

 

 

       計画とその活用 
                  

                    関川村長  平田大六 
 

 

 関川村の将来を見据え、第 6 次関川村総合計画（2016‐2025）を策定し、平成 28

年度から計画を実施させていただきます。 

 第 5次関川村総合計画は、「自立に向けた」というサブタイトルで、平成 18年度か

らの 10 年間の計画でした。第 6 次計画は、平成 37 年度までの 10 年間が計画期間と

なります。 

 計画の作成・審議には、関川村総合振興審議会委員、策定委員、幹事の方々にお願

いいたしました。また、地域別計画では、各集落やコミュニティの皆様に携わってい

ただきました。 

 第 6 次計画には、いくつかの特長があります。その一つは、進捗状況の検討です。

これは、審議会の多くの委員からの「計画だけに終わってはならない」という積極的

な提案にもよるものです。二つめは、2015年 5月に実施した住民意向調査です。計画

の策定には、その結果が大きな参考になりました。また三つめの特長は、人口ビジョ

ンの作成です。2015年の国勢調査において関川村の人口は、5,835人とカウントされ

ました。人口ビジョンでは、推計で 2060年に 2,000人台まで減少する人口傾向を 3,400

人に維持しようというものです。そして、四つめは、人口数を維持する方策として作

られた「関川村地域総合戦略」です。この戦略の大半は目標数値で示され、より具体

的なものとなっています。 

 「人口ビジョン」や「総合戦略」などは、国の地方創生の方針によるものです。こ

の部分を「外注」せず、村では、策定委員・幹事が汗を流しました。理由は、作る過

程でもそれぞれが自身で村を見つめ直すことができるからです。 

 「基本構想」は、2016年 3月の関川村議会の定例会で議決をいただきました。この

「計画」は、今後 10 年間を見据えたものであり、常に「計画→実行→評価→改善」

の PDCAサイクルの中で活用されていかなければならないと考えています。「計画」作

成に携わった皆様に感謝を申し上げますとともに、「計画」実現への努力を決意いた

します。さらなるご協力をよろしくお願いいたします。 

 

平成２８年 ３月 
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