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 村長あいさつ 
 
 

この度、これからの１０年、そして未来の北塩原村の礎を築く、 
「北塩原村第五次総合振興計画」を策定しました。 
 

かつて経験のない、未曾有の複合災害となった東日本大震災、さら 
には、東京電力原子力発電所の事故から６年。今の北塩原村に暮ら 
す皆さんは、どのような生活を送り、そして、未来に向けてどのような夢を 
描いているでしょうか。 

 
震災の翌年にスタートした第四次総合振興計画は、計画期間を５ 

年間(２０１２年度～２０１６年度)とし、村民総参加の「協働の村づくり」を軸に７つの基本方針を掲げ、
商工観光業や農林漁業など産業の振興、教育・福祉の充実、防災力の向上とともに、震災からの一日も早い
復旧・復興、風評被害の払拭に村民の皆さんと手を取り合いながら進めてまいりました。 

 
これまでの間、県内外の多くの地域や団体、大学等の交流も盛んになるなど、明るい兆しもみえてきました。

一方で、全国的に進行する少子高齢化、首都圏への人口集中、経済の疲弊等の影響もあり、地域産業や集
落を支える担い手不足など、村民の暮らしの課題も数多く残されています。 

また、家庭や集落、仕事や各産業において抱える悩みは多様化、複雑化しています。 
 

これからの北塩原村を思い描くとき、自分のことのようにみんなの喜びを笑顔で喜び、みんなの悩みをともに感
じ、知恵を出し合い、共に考える村民が一人でも多く活動してほしい。そして、子供からお年寄りまで、多くの皆
さんが笑顔になれる村であってほしいと心から思います。 

 
北塩原村は人口２，９００人ほどの小さな村ですが、互いに顔の見える関係が築かれているほか、毎年多

くの来訪者が訪れる「交流」が盛んな村です。さらには、美しい自然景観、豊かな生活文化や歴史資源、心を
込めて生産される美味しい農産物にあふれ、感性豊かな村民の皆さんが暮らしています。 

 
この度策定した「北塩原村第五次総合振興計画」を踏まえ、女性や若者が活躍する機会が創出され、北

塩原村で暮らす皆さん、そして、本村とつながる皆さん一人一人が力を持ち寄り、互いの思いを共感しながら、
笑顔で活気付く、魅力あふれる北塩原村を創り上げていきたいと考えています。 

北塩原村が、未来につなぐ、活力ある村となりますよう、共に活動することをお願いし、あいさつといたします。 
 

２０１７年３月 

北塩原村長 小椋 敏一 

 


