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第６次総合計画評価検証シート （第１章） 

第１章 受け継がれてきた美しい田園景観と暮らす村づくり 

第１節 将来を見据えた計画的な土地利用 

現状 

当村の総面積は 4,707ha あり、主な地目別面積は農用地 1,222ha（26.0％）、宅地、291ha

（6.2％）、山林 2,599ha（55.2％）、その他 595ha（12.6％）となっています。 

 村土全体の計画的な土地利用の実現のために、平成 13 年 3 月には「村づくり条例」を制定

し、条例を遵守するとともに、「土地利用調整基本計画」ゾーン区分に基づいた、自然環境と

調和の取れた秩序ある開発の抑制・誘導を進めてきました。 

課題 

計画的な土地利用を推進するため、「土地利用調整基本計画」の見直しを行いました。それ

を基に、秩序ある開発行為が行われるよう指導を行うことが重要です。そのために、計画や条

例をよく理解し、充実した支援を継続して行っていく必要性があります。 

基本

方針 

◎安曇野らしい田園風景と恵まれた自然環境を次代へ引き継ぐとともに、自然と調和した快

適な住居環境の中で暮らすことのできる、計画的な土地利用を進めます。 

 

（１）土地利用調整基本計画に合わせた土地開発の推進   総務課 政策企画係 

具体的

施策 

平成 23 年に見直しを実施した「土地利用調整基本計画」を基準に、土地利用の推進を行い

ます。 

実施

内容 

 松川村村づくり条例及び土地利用調整基本計画に基づき、土地開発や農地の宅地化等の相

談に応じ、適正な土地利用の実施を図っている。 

開発申請件数：H25-26 件、H26-13 件、H27-9 件、H28-10 件、H29-12 件、H30-11 件 

評価 

効果 

 松川村村づくり条例及び土地利用調整基本計画に基づいて、宅地造成やアパート建設、工場

立地などの開発行為の誘導を実施しており、計画的で秩序ある土地利用が図られている。 

課題 

 土地利用調整基本計画において、農振農用地の除外を認めていないが、村部での新規の宅地

化が実質的に困難な状況であり、人口増加策と景観保全の両面のバランスをとることが難し

い状況にある。 

 携帯基地局や太陽光発電施設など、計画策定当時には想定されていない土地利用が増加し、

明確な基準が定められていない場合があるため、判断に迷う事例が生じている。 

今後の

方向性 

 人口増加策を積極的に推進するか景観保全を優先するか選択しなければならない時期に来

ている。このため、第 7 次総合計画の策定に併せ、土地利用調整基本計画の大幅な見直しを実

施する必要がある。 

 

（２）計画を円滑に進めるための支援体制づくり   総務課 政策企画係 

具体的

施策 

土地利用の手続きや相談に対応するため、総合的な支援体制の更なる充実に努めます。 

実施

内容 

 土地利用や開発行為に関する相談窓口を総務課政策企画係としてワンストップで相談でき

る体制を継続している。 

 農業振興地域の除外や農地転用に関する相談についても総務課政策企画係で応じ、土地利

用調整基本計画に適合しているかの判断を行った上で各申請へ進むよう徹底している。 

評価  土地に関する相談窓口をワンストップ化したことで、複雑化する土地利用に関する相談に
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効果 対して、適正かつ迅速に判断することができ、住民や事業者に対して的確なアドバイスや指導

ができている。 

課題 

 太陽光発電設備などの新たな土地利用形態が増加しており、土地利用に関するニーズが多

様化しているため、内規などにより運用基準を定めて対応しているが、判断が難しい案件も見

受けられる。 

今後の

方向性 

 近年の開発動向や土地利用のニーズ、過去の相談事例などを総合的に判断し、第 7 次総合

計画策定や土地利用調整基本計画の見直しに合わせ、村づくり条例や開発指導要綱の一部見

直しを実施する。 

 

◆施策の目標 

目標の内容 現状（H25） 目標（H31） 実績（H30） 達成状況 

土地利用の取組みに対する村民の満足度（％） 47.0 50.0 36.0 未達成 

 

第２節 良好な景観形成の推進 

現状 

当村には、雄大な北アルプスの眺望を有し、安曇野の田園風景を今に残す、貴重な景観資源

があります。 住民アンケートの「今後村が重点をおいて取り組むべき事柄」についての調査

によると、「安曇野の景観を残すための取り組み」の占める割合は、前回策定時の平成 22 年

には 27.5%であったのに対し、今回調査では 36.2% と上がっており、住民の景観形成に対す

る意識の高揚を読み取ることが出来ます。 

景観形成住民協定 17 の締結は、川西地区の１地区に留まっています。しかし、安曇野の特

徴的な景観を醸し出している土蔵や屋敷林の維持のために、景観形成推進の補助金活用が進

むなど、景観保全に関する住民意識は高まってきています。 

課題 

屋敷林が点在する特徴的な田園景観を保全するためには、計画的な土地利用を進めるとと

もに、景観に配慮した開発の誘導が必要となります。 

国道 147 号及び県道上生坂信濃松川停車場線における、景観育成重点地域への屋外広告物

設置などについては、今後とも村民や事業所から景観の保全に対する理解を得ながら、景観形

成を推進していく必要があります。 

基本

方針 

◎豊かな自然環境や歴史・文化的環境を保全し、次世代へ引き継ぐとともに、美しいふるさと

の景観づくりを推進します。 

 

（１）景観形成の推進   総務課 政策企画係 

具体的

施策 

景観形成に対する村民の理解と認識を深め、景観形成住民協定の締結を推進します。 

実施

内容 

 景観形成の推進に関する補助金制度（屋敷林・生垣・土蔵・かやぶき屋根）の周知を実施し、

補助金の活用による地域の景観形成の意識向上を図った。 

・制度の広報：毎年１回実施 

 景観形成住民協定については、協定によるメリットが明確でなく、新規の協定締結には至ら

なかった。 

評価 

効果 

 安曇野らしい田園景観を地域住民協働で守ろうという意識は持っていいていただいている

が、協定締結には消極的であるため、村としても積極的に締結を推進することができなかっ

た。 
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課題 
 景観形成住民協定については、協定締結の意義やメリット、対象地区の規制などにより住民

の意向統一が難しい。 

今後の

方向性 

 景観を保全し維持していこうという住民の意識は現在でも高い。現状では協定によって制

限しなければならないような状況ではないため、積極的に協定締結を推進する必要はないと

考える。 

 

（２）景観保全の推進   総務課 政策企画係 

具体的

施策 

魅力ある自然景観を保全するため、住民意識の高揚を図ります。 

実施

内容 

 松川村村づくり条例、土地利用調整基本計画等により、農振除外や農地転用の制限と緑化や

高さ制限など、景観保全を優先した村づくりを推進してきている。こうした取り組みの中で、

住民自らも景観を保全しようという意識が高い。 

 また、屋敷林の保全に対する補助金など景観形成の推進に関する補助金により、住民個別の

景観形成に対し支援を続けている。 

 交付実績：H26‐14 件 1,048 千円、H27‐8 件 600 千円、H28‐11 件 676 千円 

      H29‐12 件 1,076 千円、H30‐6 件 540 千円 

評価 

効果 

 自然環境だけではなく、農地保全や屋敷林、生垣や宅地内の緑化など住民自らの取組みで景

観を保全していこうという意識は高まっている。 

 また、アンケート結果からも、今後も景観保全を重視していきたいという回答を得られてい

る。 

課題 

 人口減少時代を迎え、景観の保全と宅地課等による人口増加策のどちらを優先させるべき

か方向性を決めなければならない時期を迎えている。 

 松川村の最大の魅力である安曇野らしい田園景観を守りつつ、快適で安全・安心な生活環境

の形成と人口増加を目的とした土地利用調整基本計画の規制緩和について検討する必要があ

る。 

今後の

方向性 

 松川村の最大の魅力である安曇野らしい田園景観を維持・保全するため、住民自らが景観形

成に取組めるよう引き続き住民意識の高揚に努める。 

 

◆施策の目標 

目標の内容 現状（H25） 目標（H31） 実績（H30） 達成状況 

景観形成に関する補助金申請件数 11 件 30 件 51 件 達 成 

景観形成住民協定の締結数 1 箇所 2 箇所 1 箇所 未達成 

 

第３節 利便性の高い道路網の整備 

現状 

当村の道路網は、国道 147 号、県道有明大町線及び北アルプスパノラマロ－ドが南北を貫

き、上生坂信濃松川停車場線、矢地赤芝線の二つの県道が東西に走り、村道がそれらを接続す

る形態となっています。 

国道 147 号及び県道有明大町線において、歩行者の安全確保、交通事故防止を目的とした

歩道設置が建設事務所により計画的に進められています。 

また、村道については、改良や舗装を計画的に行い、地域住民のニーズに応えています。 

課題 
国県道の歩道整備について、歩行者が安心して通行できるよう引き続き県へ要望していく

必要があります。 
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村道においては、老朽化した橋梁など、道路施設の安全確保を計画的に進める必要がありま

す。 

基本

方針 

◎交通ネットワークの構築のため、地域高規格道路※18 の建設を促進し、安全で快適な道路

づくりを推進します。 

◎高齢者や障がい者、子どもに配慮した、安心して通行できる道路整備を進めます。 

◎生活道路については、「松川村道路計画」に基づき、地域要望に対し優先順位を付け、重点

的整備に取り組みます。 

 

（１） 広域幹線道路の整備   建設水道課 建設係 

具体的

施策 

地震など災害発生時において、経済活動や生活への支障を防ぐため、信頼性の高い道路ネッ

トワーク整備を推進します。 

実施

内容 

・「命を繋ぐ道」と位置付けられている地域高規格道路については、平成 28 年 1 月 29 日に計

画案が公表された。村に関係する部分は高瀬川右岸道路を部分的に活用するものであり、全体

説明会、地区説明会が開催されている。(追い越し車線 4 か所、立体交差 1 か所)  

村としては、着手可能な部分から始められるよう、用地買収等に協力し体制を強化している。 

・国道については、緑町地区の歩道整備を平成 29 年 3 月に完了いただき安全性が向上した。

引き続き細野地区の歩道整備を要望し、用地買収等が進められている。 

・県道については、芦間橋歩道橋の整備と川西地区の線形改良が、平成 30 年 3 月までに完了

いただき安全性が向上した。 

本路線中、長年の懸案であった神戸地区の線形改良については、村も一体となる中で用地買収

等が開始されている。 

評価 

効果 

広域幹線道路の整備については、村も協力体制を取る中で、改善が図られている。 

課題 
 歩道整備、線形改良等に並行して、老朽化した舗装修繕等が上げられるため、さらに要望す

る必要がある。 

今後の

方向性 

 引き続き県と協力し推進することにより、道路環境と利便性の向上が図られるため、協力体

制を維持する。特に地域高規格道路は、安曇野市、大町市区間と切り離し、整備要望を推進す

る必要がある。 

 

（２） 生活道路の整備   建設水道課 建設係 

具体的

施策 

より安全で安心な道路環境を目指し、歩道整備を含めた人にやさしい道路づくりを推進し

ます。 

実施

内容 

 通学路交通安全プログラムに位置付けられている村道１－４号線について平成 25年度から

社会資本整備総合交付金を利用し、歩道拡幅工事及び舗装修繕工事を実施中。 

評価 

効果 

村道１－４号線については、計画の約６割が完成しています。歩道が３．５ｍに拡幅され通

学等の安全性が向上されている。 

課題 交付金の決定額が要望より少ないため、工事が計画どおり進んでいない状況である。 

今後の

方向性 

 今後も県と連携を図りながら、交付金を有効に活用し引き続き歩道整備や道路整備を計画

的に進めていく。 
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◆施策の目標 

目標の内容 現状（H25） 目標（H31） 実績（H30） 達成状況 

舗装の整備率（％） 73.08 74.50 74.68 達 成 

 

（３）橋梁の維持管理・更新   建設水道課 建設係 

具体的

施策 

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、コスト縮減を図り効率的な維持管理・更新を推進します。 

実施

内容 

 橋梁については、平成 29 年度までに 93 橋の全橋梁点検が終了し、平成 30 年度に新たに橋

梁長寿命化計画を策定しました。今後 5 年間で計画的に点検を実施し、老朽化した橋梁の修

繕を進める。 

評価 

効果 

平成 28 年 12 月に策定された橋梁長寿命化計画に基づき橋梁修繕を行っており、予定され

ていた１５ｍ以上の橋梁については濁橋１橋が未着手となっている。村道１－４号線歩道拡

幅のために歩道橋の設置が必要となり、橋梁修繕と合わせて工事を進める。 

大泉寺橋   工期 H28～H29 工事費 31,482,000 円  

大門橋    工期 H30    工事費 33,166,800 円 

中川原１号橋 工期 H30    工事費  7,776,000 円 

課題 
橋梁維持・修繕には多額の費用がかかるため、引き続き社会資本整備総合交付金を使用して

いかなければならないが、交付額が要望より少ないため計画どおり進まない。 

今後の

方向性 

平成 30 年度に策定した橋梁長寿命化計画によると、短期計画における補修の実施時期を考

慮する場合、定期的な補修工事の時期が周期的に集中してしまい、各年度の事業費にバラツキ

が生じてしまう。中長期的計画として、事業が集中する年度については前倒し・先送りを検討

し事業費の平準化を図る。 

 

第４節 水環境・水資源の保全と活用 

現状 

当村は、高瀬川、乳川、芦間川及び中房川の 4 つの一級河川が流下しています。このため

古くから、農業用水としてこれらの河川の恩恵を受ける一方、集中豪雨時には河川の氾濫も発

生し、これまで治水に対する整備が進められてきました。 

高瀬川の河川敷は、パターゴルフ、マレットゴルフ場などとして整備され、村内はもとより

県内外から、多くの人々が憩いの場として訪れています。 

このほか、小河川については、老朽化した箇所から計画的に水路改修を実施しています。一

方、北アルプスからの伏流水である地下水は、上水道の水源をはじめとし、農業用水、農業用

水として広く使用されています。 

課題 

河川の改修については、災害時や集中豪雨における安全性を確保するため、今後も計画的な

整備・改修を進める必要があります。また、河川機能の維持及び河川環境の保全のために、護

岸の草刈りを計画的に行う必要があります。 

地下水は地域で利益と恩恵を生み出す貴重な資源であり、今後も保全及びかん養並びに適

正な利用に向けた取り組みが求められています。 

基本

方針 

◎村民が水に親しみ、憩いの場として利用できるよう、安全で快適な河川環境の整備を推進し

ます。 

◎貴重な資源である地下水を将来にわたって利活用するための保全に向けた施策の検討に取

り組みます。 
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（１）河川の整備促進   建設水道課 建設係 

具体的

施策 

一級河川の堤防・護岸及び砂防施設など危険箇所の改修・整備について、国や県へ要望し、

河川の安全対策を推進します。 

実施

内容 

・毎年 5 月 村より大町建設事務所長へ、河床、立木等整理事業(高瀬川、芦間川、乳川)の要

望活動を実施している。 

・毎年 7 月 穂高川水系治水砂防期成同盟会より県へ、砂防事業(こべ沢、北和田沢)の要望活

動を実施している。 

・毎年 11 月 村より県へ、県単事業(高瀬川、芦間川、乳川河床、立木整理等)の要望活動を

実施している。 

評価 

効果 

各一級河川の河床整理事業は、豪雨災害との関係から引続き要望する必要がある。 

立木整理事業については、高瀬川で平成 30 年度より公募型伐採方式が取り入れられた。 

砂防事業については、こべ沢が平成 31 年度事業完了となり、北和田沢も村も協力する中で用

地買収が進められている。 

課題 
河床整理の課題は搬出土砂の処分にあるため、他の公共事業への活用が有効だが、タイミン

グが合わなければ難しい課題である。 

今後の

方向性 

ゲリラ豪雨の常態化により、河川環境の整理は必要不可欠であるため、引き続き河川管理者

から現地を確認いただく中で要望して行く。 

立木整理については、公募型伐採方式の拡大に協力をして行く。 

 

（２）農業用水路などの整備   経済課 農林係 

具体的

施策 

水利管理者と協調し、土地改良事業などを導入することにより、改修事業を促進します。 

実施

内容 

 多面的機能支払交付金事業を活用し、各地域内で農地保全に取り組み、水路改修等も行って

きたが、今まで個別に活動をしていた村内の 20 組織を一つにまとめた、「松川村すずむしの

里保全組織委員会」を平成 28 年度に立ち上げ、より計画的な水路改修の実施が可能となって

いる。 

評価 

効果 

広域組織化したことで、交付金を無駄なく活用することができ、効率的に水路改修に取り組

むことができている。 

課題 
各地域の実情を踏まえ、広域組織化された事務をどのようにまとめていくかが今後の課題

となっている。 

今後の

方向性 

広域組織の事務を委託したことにより、それぞれの地域で行っていた事務が軽減されてい

るため、今後も継続できる基盤は整っている。 

 

（３）水辺環境の活用   経済課 農林係 

具体的

施策 

水辺空間を憩いの場として気軽に利用できるよう、河川などの環境整備に取り組みます。 

実施

内容 

 多面的機能支払交付金事業を活用し、各地域内で農地保全に取り組み、共同活動により地域

の河川の整備等にも取り組んでいる。「松川村すずむしの里保全組織委員会」を平成 28 年度

に立ち上げたことで、より交付金を有意義に活用している。 

評価 

効果 

広域組織化したことで、交付金を無駄なく活用することができている。 

課題 各地域の実情を踏まえ、広域組織化された事務をどのようにまとめていくかが今後の課題
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となっている。 

今後の

方向性 

広域組織の事務を委託したことにより、それぞれの地域で行っていた事務が軽減されてい

るため、今後も継続できる基盤は整っている。 

 

（４）水資源の保全と活用   住民課 生活環境係 

具体的

施策 

地下水は共有の財産であり、公共性が高いことから、県及び近隣市町村と協力しながら保全

及びかん養並びに適正利用に向けた取組みをします。 

実施

内容 

 アルプス地域地下水保全協議会（構成市町村：松本市・大町市・塩尻市・安曇野市・麻績村・

生坂村・山形村・朝日村・筑北村・池田町・松川村）において「地下水の保全及びかん養に関

する指針」を策定した。 

評価 

効果 

アルプス地域地下水保全協議会構成市町村及び長野県のホームページで「地下水の保全及

びかん養に関する指針」を公開しており評価できる。 

課題 
貴重な地下水源を将来にわたり良好な状態で守り継承していくために適正利用に向けた取

組みが必要である。 

今後の

方向性 

構成市町村及び関係機関と情報共有し引き続き地下水の適正利用に連携して取り組んでい

く。 

 

  



8 

 

第６次総合計画評価検証シート （第２章） 

第２章 健やかに健康で暮らす、支え合いの村づくり 

第１節 生涯健康づくり  １、健康の増進 

現状 

人々の生活水準や医療技術の進歩により、日本人の平均寿命は世界の最高水準に達しまし

た。しかし、その一方で、生活習慣病、特に糖尿病やその予備群は著しく増加し、動脈硬化を

起因とした心筋梗塞・脳梗塞などによる、壮年期死亡、障がいや寝たきりなどへの対策が大き

な課題となっています。 

また、育児環境の変化に対応する様々な育児支援も、今後益々必要とされています。 

当村では、平成 19 年に保健センターを改修し、保健・福祉・介護部門を一本化、関係部署

の連携による、糖尿病や循環器疾患などの生活習慣病予防に取り組むとともに、がん検診を医

学的根拠に基づいた、効果的な実施方法に改善してきました。また、保健補導員や食生活改善

推進員及び自主活動グループなどの活動が活性化するよう、支援にも努めています。 

子育て支援対策としては、両親学級※20 の開催や乳・幼児健診、育児・母乳相談、育児教

室を通して、育児不安の解消や親子の愛着づくりに取り組むとともに、専門スタッフを導入

し、健診や相談体制の充実に取り組んでいます。 

課題 

生活習慣病、主に糖尿病やその予備軍の著しい増加、動脈硬化を起因とした心筋梗塞・脳梗

塞などによる壮年期死亡、障がいや寝たきりなどへの対策が課題となっています。各種健診の

調査結果などの分析を行い、健康課題を明確にし、関係機関と連携して継続的な支援体制によ

り、効果的な健康づくりを推進する必要があります。 

基本

方針 

◎すべての世代が、生涯を通して健康でいきいきと暮らせる健康づくりを推進します。 

◎村民の健康課題を明らかにし、生活習慣病対策事業を強化します。 

◎子育て支援事業を充実させ、子どもたちの健やかな育成を支援します。 

◎関係機関と連携した生活習慣病予防対策などにより健康づくりの推進を図ります。 

 

（１）生涯にわたっての健康づくりの推進  福祉課 健康推進係 

具体的

施策 

健康増進計画や老人福祉計画に基づき、年齢に応じた各種健診、健康教室などを関係機関と

連携して支援します。 

実施

内容 

 特定健診・がん検診の内容の見直し、健康教室（食生活大作戦等）の実施 

各種がん検診実績（Ｈ30 実績）胃がん検診（13 回）大腸がん検診（14 回）前立腺がん検診

（11 回）肝炎検診（11 回）肺がん検診（7 回）結核検診（1 回）乳がん検診（8 回※個別あ

り）子宮頸がん検診（４回※個別あり） 

評価 

効果 

 住民のニーズ、健診データの分析により課題を抽出し、それに合わせた内容の健（検）診や

教室の実施ができた。 

青年期、壮年期の健康については、村内各地区にて保健補導員等の協力を得ながら教室を開

催できた。子どもの健康については、（3）子育て支援対策参照。また、食育推進協議会や子育

て応援課等との連携も取っている。高齢者の各種教室等は地域包括支援センターで実施して

おり、そちらを参照。保健対策推進協議会での情報共有などを通して連携を図っている。 

課題 

 がん検診、特定健診（国保以外）について、村民の真の受診率の把握が難しい。事業所等で

実施している健診についての把握ができない。 

世代の健康課題に応じた健康教室や支援をするにあたり、情報共有や連携が不十分。 
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今後の

方向性 

【継続】働く世代の健康について、事業所等との連携を図りたい。 

各係等（健康推進係、地域包括支援センター、子育て応援課）をまたいで健康課題の共有を

行い、連携し村民の健康状況やニーズに合った支援をさらに充実させて展開したい。 

 

（２）生活習慣病対策  福祉課 健康推進係 

具体的

施策 

特定健診に関する結果説明会を通じて個人面談により保健・栄養指導を行い、 メタボリッ

クシンドローム対策を推進します。 

実施

内容 

 特定健診の実施率（％） H25：54.0％ H26：56.5％ H27：57.7％ H28：60％ H29：

59.4％ 

特定保健指導の実施率（％）H25：56.8％ H26：77.4％ H27：82.5％ H28：80.6％ H29：

75.3％（国の法定報告より） 

評価 

効果 

 特定健診実施率が H25 年度から H29 年度 5.4％向上した。特定保健指導実施率は H25 年

度から H29 年度 18.5％向上した。（国の法定報告より） 

メタボリックシンドローム該当者割合は、H25 年男 21.3％→H28 年 20.7％。H25 年女 9.1％

→6.4％と男女ともに減少傾向だが、予備軍は H25 年男 15.1％→H28 年 17.1％。H25 年女

5.7％→6.9％と増加傾向である。（第 2 期データヘルス計画より） 

課題 

特定健診が未受診の方の中には、勤め先で受診をされている方や医療機関にかかっている

が受診率につながらない方もいらっしゃるため、関係機関との連携も図りながら受診率維持・

向上につとめていく。 

今後の

方向性 

令和 5 年には、特定健診実施率 65％特定健診保健指導実施率 85％を目指していく。 

（第 2 期データヘルス計画より） 

健康寿命の延伸に向けて、村の健康課題・個人の健康課題に沿った保健指導を継続してい

く。 

 

◆施策の目標 

目標の内容 現状（H25） 目標（H31） 実績（H29） 達成状況 

特定健診の実施率（％） 54.0 65.0 59.4 未達成 

特定保健指導の実施率（％） 56.8 75.0 75.3 達 成 

 

（３）子育て支援対策  福祉課 健康推進係 

具体的

施策 

新生児訪問の実施、乳幼児健診や育児相談などにより、安心して子育てができる環境整備を

進め、支援体制の充実を図ります。 

実施

内容 

 両親学級：2 回×4 クール 妊婦健診補助事業  不妊治療助成事業  

新生児訪問：ほぼ全員  乳幼児健診：各年 6 回 

育児母乳相談運動発達相談：各月 1 回  すくすく教室：年 30 回   

発達育児相談：年 15 回  小集団親子教室：5 回コース年 5 クール 

年少視力検査：年 4 回   

産後ケア事業、子育てショートステイ事業、産婦健診補助事業：平成 30 年度より開始   

評価 

効果 

専門スタッフの導入に伴う相談内容の充実や、相談体制の整備拡充を図ることにより、育児

不安等への軽減や早期支援へつながることができた。 

課題 子ども達の健康な成長・発達への支援については、更なる体制の充実が必要である。 
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核家族化による支援者の不足など子育て環境の変化に対応するため、「子育て世代包括支援

センター」の設置等により、妊娠期から子育て期までの継続的、包括的な支援体制を早期に構

築することが課題。これにより、子育てをする親の不安や負担を軽減し、子どもたちの健全な

発育・発達を促すことへつなげたい。 

今後の

方向性 

健康な体作りとともに、子育てへの支援の拡充により、安心して子どもを産み育てられる村

づくりとともに、子どもたちの健やかな育成を支援する。 

 

（４）健康づくり基盤の整備  福祉課 健康推進係 

具体的

施策 

保健補導員や食生活改善推進協議会員及び自主活動グループ活動が活性化するよう支援を

図ります。 

実施

内容 

 保健補導員は健康に関する研修会に参加しました。(平成 30 年度実績：研修会 9 回の開催

で、延 381 名が参加)。また、保健補導員が健康教室を企画し、住民の参加を促しながら、17

地区それぞれが健康教室を開催した。 

食生活改善推進員は、県の研修会に参加し、自ら学習するとともに、生活習慣病予防のため

の料理講習会を開催し、地域への伝達を行った。また、村の事業への協力活動を行った。   

評価 

効果 

2 年の任期ごと、約 100 名の保健補導員が研修会等を通して健康について学ぶ機会を得ま

した。村の健康課題を知り、解決にむけた教室を開催をしたり、保健補導員自らが考えて必要

な健康教室を開催したりすることで、健康について考え日常生活を振り返る機会となった。平

成 30 年度は地区住民の要望で再度教室を開催した地区もあり、保健補導員を中心に地区住民

へ健康意識の広がりがみられた。 

食生活改善推進員が行う講習会には、年間約 100 名の参加者があり、健康意識の向上につ

ながった。 

課題 

保健補導員活動は、社会のニーズに合わせて、活動内容や体制の見直しが必要と思われま

す。食生活改善推進員は、高齢化にともない、会員数の減少がみられるため、会員の確保が今

後の課題になると思われる。 

今後の

方向性 

社会のニーズに合わせた活動の検討を行い、活動がスムーズに展開できるように、意見や要

望を反映しながら継続的な支援を今後も行いたい。 

 

第１節 生涯健康づくり  ２、地域医療の充実 

現状 

「人生 80 年」という長寿社会において、健康で生きがいを持って、生き生きと暮らすこと

は、人々の願いです。 

病気の早期発見・早期予防対策がますます重要になる一方で、誰もがいつでもどこでも緊急

かつ適切な医療を受けられることは、病気の重症化や障がい予防のために必要となっていま

す。また、ストレス社会と言われる中、うつ病など心の病気も増加し、自殺予防対策の必要性

が高まっています。 

当村では、保健センターを中心に、保健予防事業や相談業務に取り組んできました。また、

地域医療機関と連携し、夜間・休日当番医の確保に努めるとともに、広域的視点に立った救急

医療体制の整備を進めています。 

課題 

全国的な医師不足の中、大北地域においても病院の診療科が縮小傾向にあります。なかでも

産婦人科・小児科医師などの不足は深刻であり、母子及び少子化対策を進める上で重大な問題

となっています。 
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また、医師の高齢化も進み、医師不足と伴い大きな課題となっています。今後は、医師会や

関係機関の協力のもと、疾病予防、地域医療の強化、緊急医療の充実が求められています。 

基本

方針 

◎総合病院をはじめとし、地域医療機関との連携を強化することにより、地域医療体制の整備

を図ります。 

 

（１）広域圏での医療体制の確保  福祉課 健康推進係 

具体的

施策 

二次医療圏の見直しや総合病院を核とした医療体制の充実など、地域関係機関との連携を

強化して整備に努めます。 

実施

内容 

大北医療圏のように小さな規模の医療圏の住民においても住み慣れた地域で良質で最適な

また包括的な医療・介護サービスの提供を受けられるよう市立大町総合病院及び北アルプス

医療センターあづみ病院を核とし、地域の診療所も含め、役割分担を行い医療提供体制の提供

を行なっている。  

評価 

効果 

地域住民にとって良質で最適な医療・介護サービスが身近な地域で受けられる事は、安心し

て生活できることに繋がっている。 

課題 人口の減少や医療圏としては小規模なため、医療提供体制の維持が課題となっている。 

今後の

方向性 

地域住民が安心・安全に生活できるよう、大北地域包括医療協議会及び関係機関と協議する

中で今後の方向性を検討する。 

 

（２）緊急医療の充実  福祉課 健康推進係 

具体的

施策 

北アルプス平日夜間小児科・内科急病センターの運営充実、休祭日在宅当番医や病院群輪番

制の実施により、救急医療体制を図ります。 

実施

内容 

北アルプス平日夜間小児科・内科急病センターは継続して開設している。（実績：年度-松川

村利用者/大北管内利用者 Ｈ27-47 人/507 人、Ｈ28-66 人/598 人、Ｈ29-82 人/494 人） 

また、休日在宅当番医や病院群輪番制は関係医療機関や医師会、歯科医師会、薬剤師会の協

力により実施している。 

評価 

効果 

急病センターは開設から１０年以上が経過し、大北地域の初期救急における一定の役割を

果たしている。また、休日在宅当番医等の実施は、地域住民にとって、緊急時の対応として体

制が整っていることにより、安心して生活ができている。 

課題 

急病センターは、運営費と医師の確保が課題とされている。 

また、救急患者のための施設という特性から大幅な利用者の増加が望めない。住民がいかに

効果的に利用してもらえるかが課題。 

今後の

方向性 

地域医療包括協議会及びセンターの運営協議会において関係機関と協議する中で、住民の

安心を確保するために今後も継続して実施する。（県の医療計画の中でも小児救急の位置づけ

あり）また、人口が減少の一途をたどっていることから時代に即した体制について検討する。

（現行の体制か病院併設型かなど） 

 

（３）包括的医療の推進  福祉課 健康推進係 

具体的

施策 

在宅医療介護の推進に向けた施策の強化を図ります。 

実施

内容 

医師会・歯科医師会・薬剤師会・病院等と協力し、平成 27 年度から平成 30 年度までの間、

7 回の多職種連携ネットワーク会議を実施し、在宅医療現場での問題解決策を話し合うととも
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に、住民への在宅医療の普及啓発事業として、シンポジウムや講演会を開催した。 

 また、患者やその家族の質の高い生活を支えるため、在宅医療推進委員会ワーキンググル

ープにより、退院後の生活にスムーズに移行するための「入退院時支援ルールマニュアル」を

作成した。（平成 31 年１月）さらに、在宅歯科訪問診療マッチングシートによる訪問診療の

充実が図られた。 

評価 

効果 

多職種協働による支援内容の検討を通じ、地域課題が明らかとなり、政策形成につなげるこ

とができた。入退院時支援ルールマニュアルは、地域の在宅医療介護支援の業務に活用されて

いる。 

課題 

今後のさらなる高齢化に向けて、医療需要の高い方の早期退院の増加が見込まれるなか、医

療と介護の連携強化と充実及び住民に対する在宅医療に関する知識の普及と支援の更なる強

化が必要となる。 

今後の

方向性 

今後は、医療需要の高い方も、在宅で医療を受けながら地域で暮らしていくことができるよ

う、さらなる医療介護連携強化を推進していく。 

 

第２節 地域福祉の推進  １、福祉の村づくり 

現状 

村民誰もが、住み慣れた家庭や地域社会の中で生きがいをもって暮らせるよう、心の通う家

庭、地域づくりが求められています。 

しかし、現実には核家族化、少子高齢化の進行などに伴い、家庭における介護機能の低下、

社会の連帯性の欠如などにより、高齢者や障がい者などが地域で生活することが困難となる

場合が増加しています。 

当村では、地域包括支援センターを拠点に、高齢者に対し総合的な支援を進めてきました。

また、活発化しつつあるボランティア活動は、社会福祉協議会が中心となって取り組まれてお

り、ボランティアの育成や世代間交流、生涯学習などあらゆる機会を利用し、福祉の啓蒙にも

努めてきました。また、就業能力が限られている生活困窮者などに対し、社会就労センターを

就労の場として提供しています。 

一方、ゆうあい館や松香荘を中心に福祉ゾーンの整備が進み、松香荘は高齢者の憩いの場、

介護予防事業の拠点となりつつあります。 

課題 

障がいや特定の病気への理解度はそれぞれ差があります。偏見などが無くなるよう、障がい

や疾病への偏見のない知識・意識の向上に取り組みます。 

また、近年心の悩みや生活への不安などから自死を選択する方がいます。身近な家庭や地域

においての早期発見・早期対応などを図り、予防対策に努めます。 

基本

方針 

◎高齢になっても、障がいがあっても、安心して生活できる村づくりを目指します。 

◎住民相互の理解を深め、心のバリアフリーを実現します。 

◎相談窓口の明確化と住民への周知を図るとともに、専門職員の確保と資質向上、サービス体

制の構築に努めます。 

◎生活困窮者などの相談、安定した生活の支援に努めます。 

 

（１）福祉意識の向上  福祉課 福祉係 

具体的

施策 

あらゆる機会を通して障がいや病気への理解を求め、福祉意識の向上、心のバリアフリーの

実現に努めます。 

実施  村広報誌を通じて、広く住民に対する普及啓発活動を実施してきた。また、地域福祉の推進
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内容 役である、民生児童委員に対し、担当地域での活動に生かせるよう、研修の機会を設けてきた。 

評価 

効果 

 広報誌への記事掲載や職員向けの研修会の実施等により障がいや特定の病気等に対する意

識も変化してきている。 

課題 
 普及活動を実施しているものの、まだまだ障がい等に関する関心が高いとは言えない状況

である。 

今後の

方向性 

 継続して広報や講演会事業を活用しての啓発活動が必要。 

 

（２）活動基盤の充実  福祉課 福祉係 

具体的

施策 

① 利用者のニーズを把握し、高齢者・障がい者サービス提供事業者などと情報共有を図り、

総合的・継続的な在宅サービスを提供します。 

② 障がい者団体や関連する住民団体と連携し、地域福祉活動の積極的支援を進め、福祉ボラ

ンティアの育成を進めます。 

③ 生活困窮者など生活基盤の弱い人への就労の場の提供と、就労センターの仕事量確保に努

めます。 

実施

内容 

① 障害者計画・障害福祉計画や老人福祉計画の策定を行い、利用者ニーズの把握や、サービ

スの提供体制の確保とサービスの充実を図った。 

② 身近な地域の理解者として、村地域活動支援センターでの精神保健福祉ボランティアの活

動や、各地区や関係団体での認知症サポーター養成講座を開催してきた。また、当事者団

体の活動支援や、村手話サークル・要約筆記サークル等の当事者団体の活動を支援する団

体との連携を図り、地域福祉活動の支援を行ってきた。 

③ 生活困窮者からへの相談を受け、その内容により、就労センターへの紹介や生活就労支援

センター「まいさぽ」と連携する等適切な機関へつなげた。また、それらの支援で不十分

なケースや緊急的な支援が必要なケースは福祉事務所と連携し、生活保護等の支援が受け

られるようにした。 

評価 

効果 

① 計画策定により現状の把握と課題の抽出ができた。 

② 障害者団体や福祉ボランティアの活動支援を行い、 地域福祉活動を積極的に進めること

ができた。 

③ 相談者をまいさぽへつなげるケースは年間 3～5 ケースで推移している。まいさぽと連携

をして法テラスを利用しての債務の整理や、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業を利

用して金銭管理を行った結果、生活が安定する等効果をあげている。 

課題 

① 住み慣れた地域で、必要な時に必要なサービスを受けることのできる体制整備が必要であ

る。 

② 地域共生社会の実現に向けて取り組みが必要となる。 

③ 相談に来た際には状況が悪化していて生活保護という手段しかとれないケースもある。生

活困窮者を早期に発見して相談につなげる手段の構築が課題となっている。 

今後の

方向性 

① 大北圏域において地域の事業所等が機能を分担するなど居宅支援のための相談や緊急時

の受入などの機能充実を図る。 

② 障害者団体や福祉ボランティア等によるインフォーマル活動への支援等、地域住民が主体

的に取り組む仕組みを作っていく。 

③ 生活に困窮する理由は単に失業だけでなく、障がいや高齢が背景にある場合も多くある。

それぞれのケースに合わせた支援とその状況に陥らないための早期の対策について更に
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検討していく必要がある。 

 

（３）福祉の村づくりの推進  福祉課 福祉係 

具体的

施策 

① 地域の中で誰もが安心して生活でき、高齢者や障がい者など弱者の見守り支援 ができる

よう、行政区を基盤とした互助事業活動を推進し、各区で作成された「災害時住民支えあ

いマップ」などを通し、住民同士の支え合いによる地域づくりを進めます。 

② 社会福祉施設を活用し、高齢者や障がい者が利用・参加しやすい事業を実施していきます。 

③ 自死の危険性の高い人の早期発見、早期対応を図るため、身近な人への自死の危険を示す

サインに気づき、見守りや必要に応じて専門相談機関へつなぐことのできるゲートキーパ

ーの育成を推進します。 

実施

内容 

① 災害時支え合いマップの作成は平成 25 年度までに全地区で作成された。地区ふれあい会

もボランティア等を中心に全地区で開催されている。 

② 松香荘は入浴や水中歩行用のプールの利用のみならず、各種団体の活動の場となってお

り、身体障害者福祉協会の総会や交流会の場として活用されている。さらに、介護予防事

業も行われているため年間を通じて住民との関わりを持つことができている。 

③ 自殺対策計画の策定を行い「生きることの包括的支援」を全庁的に取り組む体制整備を図

った。また、地域の相談を受ける機会の多い民生児童委員を対象としたゲートキーパー養

成講座を行い自殺対策を支える人材の育成を行った。 

評価 

効果 

① 災害時住民支え合いマップでは災害時を切り口に住民のつながりや支援体制を地区ごと

把握・共有することができた。 

② 社会福祉協議会が行う「ゆうあい祭り」には行政区役員や民生児童委員協議会が参加し、

高齢者や障害者とのふれあいの場となっている。 

③ 自殺対策計画の策定により村の現状、課題を把握することができた。相談支援体制整備と

してゲートキーパー養成講座を開催し人材の育成をすることができた。 

課題 

① 災害時住民支え合いマップの更新は地区により温度差がある。自治会への更新の呼びかけ

と日頃の助け合いにつながる支援体制の働きかけが課題。 

② 高齢者や障害者が利用・参加しやすい事業を実施していく。 

③ ２０歳未満～２０代の若年層や５０～６０代の自殺死亡率高い状況となっている。 

今後の

方向性 

① 自治会、ボランティア、NPO、社会福祉法人、民間企業などと連携して、地域に必要な生

活支援サービスの充実を促進するとともに、支え合いの地域づくりを展開していく。 

② 今後も継続して、社会福祉施設を活用していく。 

③ 若年層への支援強化として児童生徒を対象とした「SOS の出し方教育」を実施するととも

に、子どもが気軽に相談できる相談支援体制の整備を推進していく。 

 

◆施策の目標 

目標の内容 現状（H25） 目標（H31） 実績（H30） 達成状況 

松香荘利用者数（人/年） 25,555 28,000 24,449 未達成 
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第２節 地域福祉の推進  ２、高齢者福祉の充実 

現状 

高齢化が急速に進行する中、保健、福祉、医療、生活保障、生きがいなど高齢者にかかわる

問題は、国をはじめ自治体の大きな課題となっています。 

当村の高齢化率も年々上昇しており、それに伴って介護が必要な高齢者も増加しています。 

当村では、介護を社会全体で支える介護保険制度により、各種の在宅及び施設サ－ビスを提

供しています。介護保険サービスについては、村内及び近隣町村に事業所が充足され利用しや

すい状況となっています。さらに健康長寿社会の実現のため関係機関と連携し、生きがいづく

りを進めています。 

 また、高齢者の憩いの家である「松香荘」や地区の公民館を活用して介護予防事業を推進し

ています。参加者は増え、教室終了後に自主グループ活動も行われるなど、地域住民の交流が

図られています。 

課題 

高齢化が進む中、高齢者の心身の機能を維持・改善し、元気高齢者を増やし、介護が必要と

なる期間を少しでも短く、重症化を予防する取り組みがより一層重要となると考えます。 

また、平成 27 年度の介護保険制度改正により、在宅医療・介護対策、認知症施策の推進、

生活支援サービスの充実強化などが重点的な課題となります。 

基本

方針 

◎高齢者が生き生きと快適な日常生活が送れるよう、健康づくりと介護予防を推進し、更なる

健康長寿の村づくりを推進します。 

◎高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるようにするために、医療・介護連携の

充実・強化、認知症施策の推進、公的サービス以外の生活支援サービスや互助活動の推進など

を行い、地域包括ケアシステムづくりを進めていきます。 

 

（１）総合的な高齢者福祉の推進  福祉課 福祉係 

具体的

施策 

① 高齢者の総合相談機関である地域包括支援センターの機能強化を進めます。 

② 「介護保険事業計画（北アルプス広域連合）」「松川村老人福祉計画」に基づき、保健、医

療介護が連携した高齢者施策の推進に努めます。 

実施

内容 

① 保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の 3 職種が、それぞれの専門性や技能を生かし

連携しながら支援をしている。 

平成 26 年には健康運動指導士を、平成 30 年には生活支援コーディネーターを常勤専従

で配置した。すべての職種が連携し、事業運営や個別支援ができるよう、日々の記録の情

報共有を継続するとともに、定期的に係会を開催し、情報共有・支援方法の検討・事業運

営の方法を検討している。 

② 「北アルプス広域第 7 期介護保険事業計画及び松川村老人福祉計画に基づき、高齢者福祉

の推進に努めている。介護保険法で、各市町村に設置義務のある地域包括支援センターが、

高齢者の総合相談窓口となり、各機関や事業所と連携し、保健や福祉、医療、介護、健康

などの多方面から、高齢者の地域生活を支えるサービス体制を整えている。多機関や事業

所を交えた個別ケア会議や地域住民を交えての地域ケア会議を開催し、支援体制の連携強

化を図った。 

評価 

効果 

① 専門性を生かした支援、専門的な視点を学び合い、個々の相談援助スキルの向上が図れた。

成年後見支援センターや初期集中支援チーム、認知症疾患医療センター、地域の介護支援

専門員と連携した支援ができている。 

② 計画策定により高齢者の現状や実態、課題を把握することができた。 

課題 ① 主任介護支援専門員の人材育成。 
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個別支援を主とする専門職種が事務を兼務することも多く、頻繁に改正される制度改正等

への対応が後手に回ってしまい、結果として地域の実情に応じた施策の展開が厳しい状況

である。 

② 高齢化が進み、支援が必要な高齢者を地域ぐるみで支えていく必要がある。 

今後の

方向性 

① 多職種連携による支援を行うことで、個々の相談援助スキルの向上を図るとともに地域課

題の共有、新しい地域支援サービスの創出につなげる。 

② 介護や支援が必要になっても、住み慣れた地域で人生の最期まで自分らしい暮らしを続け

られるよう「医療・介護・予防・住まい・生活支援」が一体的に提供される体制を構築し

ていく。 

 

（２）介護予防・生きがい活動の推進  福祉課 福祉係 

具体的

施策 

① 「松香荘」や地区公民館を活用して、介護予防事業などを積極的に推進し、元気高齢者を

増やし、要介護状態になるのを予防していきます。 

② 住民同士の自主的活動や地域活動が活発化するための支援を行い、健康づくりや生きがい

づくりを積極的に進めていきます。 

実施

内容 

① より身近な地域で介護予防への取り組みができるよう、地区公民館を活用しての介護予防

教室を 8 会場から 10 会場に増やし、教室終了後も介護予防の取り組みを主とした自主活

動に繋がるよう、グループ化の支援を実施。また、松香荘とすずの音ホールにて、歩行用

プールを活用した水中運動教室を月 2 回から月 4 回に、健康運動教室を月 4 回から月 8 回

に増やしてより多くの方に参加してもらえるよう対応。H29 年度からはより効果的な介護

予防プログラムに取り組めるよう、医療の専門職による通所と訪問のサービスも開始。 

② より身近な地域で介護予防への取り組みができるよう、地区公民館を活用しての介護予防

教室を 8 会場から 10 会場に増やし、教室終了後も介護予防の取り組みを主とした自主活

動に繋がるよう、グループ化の支援を実施。 

評価 

効果 

① 教室参加者は 208 人から 302 人に増加、自主グループは 3 グループから 7 グループに増

加、医療の専門職による訪問型サービスと通所型サービスの利用者も 11 人から 23 人に増

加しており、参加者の体力測定結果は全員に改善が認められていることから、健康づくり

や介護予防への取り組みが推進できている。また、介護保険の認定者数と認定率ともに、

H26 年度末 502 人 16.7％から H30 年度末 463 人 14.7％と年々減少している。 

② 自主グループが 3 グループから 7 グループに増加。 

課題 

① 各介護予防教室にはニーズはあるものの、現在村では２名の健康運動指導士で対応して

おり、人手の問題から限りがある。 

教室に通うためにりんりん号が使われることが多いが、運行の曜日や時間が充分ではな

く、それが理由で通えなくなる人もいる。 

② 年々自主グループを作りたいというニーズは増えているが、民間の事業所から講師の派

遣を依頼するには高額なため継続ができないなど人手の問題から開催に限りがある。 

今後の

方向性 

① 住民が主体的に介護予防の活動が継続できるよう、運営の相談や支援を継続し、その他の

地域づくりの事業とも連動しながら、自助・互助の活動が活発になるよう支援していく。 

外出支援をはじめとした地域に必要な生活支援サービスの充実を促進する。 

② 介護予防のためのサポーター育成や地域の人材発掘をボランティアセンター等との協働

により行なう。 
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（３）介護・医療体制の充実  福祉課 福祉課 

具体的

施策 

① 北アルプス広域連合や介護サービス事業者などと連携し、介護保険サービス及び生活支援

サービスの確保や質の向上を進めます。 

② 関係機関と共に医療と介護の連携体制を充実させ、安心して在宅で医療や介護が受けられ

る体制づくりを推進します。 

実施

内容 

① 地域ケア会議、地域ケア個別会議を開催し、地域課題の把握と介護サービス事業所の質の

向上に努めた。地域ケア会議は月 1 回定期開催、地域ケア個別会議は、平成 30 年度より

年 3 回定期開催している。平成 30 年度の地域ケア会議参加事業所数 35 事業所、参加者

数 224 名。地域ケア個別会議参加事業所数 12 事業所 40 名。 

② 医師会・歯科医師会・薬剤師会・病院等と協力し、平成 27 年度から平成 30 年度までの

間、7 回の多職種連携ネットワーク会議を実施した。延べ 670 名を超える多職種の参加が

あり、在宅医療現場での問題解決策を話し合うとともに、お互い顔の見える関係づくりを

行ってきた。また、住民への在宅医療の普及啓発事業として、シンポジウムや講演会を開

催した。 

評価 

効果 

① 多職種協働による支援内容の検討を通じ、地域課題が明らかとなり、政策形成につなげる

ことができた。（中部電力との災害時協定）自助・互助への着目、地域とのつながり、社会

資源への着目へと自立支援への視点が広がり、協議体の社会資源の創出に向けた活動につ

ながっている。（社会資源の見える化・新たな生活支援のしくみづくりの検討） 

② 大北地域の入退院時支援ルールが完成し、地域の介護支援専門員の業務に活用されてい

る。在宅歯科訪問診療マッチングシートができ、支援の中で活用されている。 

お薬手帳の利用が促進され、薬剤師との連携推進が図られた。 

課題 

① 入退院時の連携や医療需要の高い方への支援方法など、サービス事業所の質の向上が必要

となる。また、医療と介護の切れ目のない支援の充実のために、生活支援サービスの充実

が求められる。 

② 介護支援専門員から病院への情報提供書、退院退所時の情報提供書の内容については各機

関の合意を図りながら、検討改善が必要となっている。 

今後の

方向性 

① 今後のさらなる高齢化に向けて、医療需要の高い方の早期退院の増加が見込まれる。医療

と介護連携強化と住民に対する在宅医療に関する知識の普及啓発を行っていく。 

② 今後は、医療需要の高い方も、在宅で医療を受けながら、地域で暮らしていくことができ

るよう、サービス事業所の質の向上を図り、さらなる医療介護連携強化を推進していく。 

 

（４）認知症施策・地域支え合い活動の推進   福祉課 福祉係 

具体的

施策 

① 認知症サポーター養成講座やカフェ的事業を積極的に実施し、認知症の正しい理解の普及

と支え合いの地域づくりを進めていきます。 

② 災害時支え合いマップの作成、地区ふれあい会、介護予防事業などのこれまでの活動を基

盤にして、地域のセーフティネットワークづくりを住民とともに進めていきます。 

③ 介護サービス事業者と共に、介護者の負担軽減や介護力の向上、地域住民の介護知識の普

及を目的とした介護者支援事業の充実を図っていきます。 

実施

内容 

① 認知症カフェを平成 27 年度より毎月１回開催。 

認知症サポーター養成講座を、地区や村内の団体や企業より希望があった際に実施。H22

より 50 回（うち H27～H30 は 16 回）開催し、1143 人（うち H27～H30 は 362 人）受

講。 
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② 災害時支え合いマップは平成 25 年度までに全地区で作成され、地区ふれあい会もボラン

ティア等を中心に全地区で開催されている。介護予防事業の晴ればれ教室は村内 10 会場、

いきいきフラミンゴ及び水中運動は各 2 コース実施している。また、平成 29 年度より高

齢者地域支え合い体制整備協議体と生活支援コーディネーターを配置し、住民と介護保険

事業所等と共に助け合い・支え合いの地域づくりに向けた具体的な検討を始めている。 

③ 地域ケア会議（毎月 1 回開催）や、地域ケア個別介護（必要時）、認知症症例検討会（年 4

回開催）にて、介護サービス事業者の力量形成や多職種連携のネットワークを構築してい

る。 

村内の介護サービス事業者にて介護者支援事業を実施（4 事業所にて年間７回開催）。 

評価 

効果 

① 認知症カフェの参加者は年々増加しており（H27 のべ参加者 237 人、H30 のべ参加者 322

人）、ほぼ毎回新規の参加者がおり男性参加者も増えてきている。当事者にとっては認知

症になっても友人達と一緒に参加できる場であり、介護保険のデイサービス等の利用に抵

抗がある場合の社会参加の場ともなっている。介護者にとっては、リフレッシュや、認知

症について学び、相談する場となっている。当事者でも介護者でもない方達にとっては認

知症について正しく知る機会であり、身近な認知症疾患の方達の見守りや声かけなども行

なってくれるようになった。 

キャラバンメイト（認知症サポーター養成講座の講師）の活動ができる人数が減ってきて

いるため、H30 年度には大北圏域で他市町村と共催でキャラバンメイト養成講座を実施

し、村からは 3 名参加。 

② 災害時住民支え合いマップは災害を切り口に住民同士のつながりや支援体制を地区ごと

把握・共有することができた。地区ふれあい会や介護予防教室への参加により、健康づく

りや地区での交流が生まれるとともに、自主活動グループの立上げにも発展した。また、

生活支援コーディネーターと協議体委員が中心となり地区でのワークショップ実施や地

域の様々な資源の把握などを行い、新たな生活支援の仕組みづくりの検討につながってい

る。 

③ 会議や症例検討については、早期に対応ができるよう内容や開催日程など柔軟に対応でき

ている。 

課題 

① 認知症サポーター養成講座の受講修了者について、今まではあくまでも普及啓発の一環と

して実施していたため人数把握のみだったが、今後は認知症カフェのボランティアや地域

の見守り支援などに携わってもらえるような働きかけができるよう、開催方法等の工夫が

必要。 

② 災害時住民支え合いマップの更新は地区により温度差がある。自治会への更新の呼びかけ

と日頃の助け合いにつながる支援体制の働きかけが課題。 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地区ふれあい会や自主活動グ

ループ等の立上げ及び継続・発展の支援、新たな生活支援の仕組みづくり、地域に住む多

世代の人々がそれぞれの立場で自由に参加できる助け合いの意識の醸成を図っていく必

要があると考える。また、地区の生活支援コーディネーターとなり得る人材の発掘・育成

とネットワークの構築も課題。 

③ 介護者支援事業では、介護知識の普及は介護サービス事業者により対応しており、今後は、

地域包括ケアシステムについての普及啓発が必要と感じる。 

今後の

方向性 

① 認知症カフェについては現状のまま継続し、今後民間事業所や住民運営の通いの場でも開

催の希望が出た場合は増設していく。認知症サポーター養成講座については、キャラバン

メイトが活動しやすくなるよう、連絡会やスキルアップ研修の機会を設け、受講者に対し
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ては地域での認知症支援の担い手発掘の場としていきたい。 

② 高齢者が在宅での生活を安心して継続して行くことができるよう、自治会、ボランティア、

NPO、社会福祉法人、民間企業などの地域の多様な主体と連携して、地域における見守り

活動や多様な助け合い、買い物や外出支援など地域に必要な生活支援サービスの充実を促

進するとともに、支え合いの地域づくりを展開していく。 

③ 個別の事例検討の機会を増やし（年 8 回定例）、医療の専門職等（医師、リハビリ職、管

理栄養士等）から専門的な視点に基づく助言を通じて、力量形成をはかる。 

介護者支援事業については、介護者慰労金や介護用品の支給事業にて経済的な負担軽減を

はかっていく。 

 

第２節 地域福祉の推進  ３、障がい者福祉の推進 

現状 

障がい者の増加、障がいの重度化・重複化及び高齢化の進行に加え、心身の障がいや家庭の

介護状態により、家庭での生活が困難なケースも増加しています。このような状況に対応する

ため、当村では「松川村障害者計画」・「松川村障害福祉計画」を策定し、これに基づき、障が

い者のニーズに対応した障がい福祉サービスに取り組んできました。 

一方、「障害者自立支援法」の施行にともない、所得に応じた負担により、自分が望む各種

サ－ビスが受けられるようになりました。その後は法改正が進められ、自己負担の軽減が徐々

に図られています。 

しかし、障がい者福祉サービスのメニューが住民にわかりにくく、対象となる場合にありな

がら、サービスを利用できることを知らないようなケースがあります。様々なサービスを行う

際に、きめ細やかなサービスの周知方法を今後も検討する必要性があります。 

また、障がい者雇用については、雇用が可能である事業者が少ないことによってマッチング

がうまく行かず、就労移行支援事業所や就労継続支援Ｂ型事業所での訓練に移行することが

多い状況にあります。 

課題 

障がい児を対象に特化した相談支援事業者が村内に少ないため、村外の事業者に依存する

傾向にあります。また、地域活動支援センターにて精神保健福祉ボランティアや、講座の講師

としてボランティアの活動はあるものの、地域コミュニティでの福祉活動までは至っておら

ず、ボランティアの養成が課題となっています。 

基本

方針 

◎障がいを持っていても自分の暮らしたい地域で安心して生活ができるよう、障がい者（児）

に対する地域生活支援を充実し、障がいがある人もない人も相互の理解を深め合いながら、誰

もが住みよい村づくりを目指します。 

 

（１）地域生活支援の充実   福祉課 福祉係 

具体的

施策 

① 「松川村障害者計画」・「松川村障害福祉計画」に基づき、障がい福祉サービスの充足及び

分かりやすい周知に努めます。 

② 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」

に基づき、様々な障がい特性に配慮し、社会福祉法人・ＮＰＯ法人などと連携を図りなが

ら、専門性の高い支援を必要とする特定の障がいなど多様な利用者ニーズに対応できる障

がい福祉サービスの充実を目指します。 

③ 安心して地域での暮らしができるよう、ケアマネジメントを用いた「相談支援事業」の利

用率 100％を目指し、様々な障がい特性に対応した専門的な相談・支援体制を目指します。 

④ 障がいの早期発見・相談・療育のため、医療機関・保育園・教育機関・相談支援機関など
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との連携を図ります。 

実施

内容 

① 両計画や障害福祉圏域計画に基づき、障害福祉サービスの拡充がされている。村内では就

労継続支援 B 型・グループホーム・児童発達支援事業が新規事業開始されている。村内外

の事業者が松川村をエリアとしてサービス提供が行われ、利用ニーズに対応したサービス

提供が概ねできている。 

② 平成 25 年 4 月より障害者自立支援法にかわり障害者の日常生活および社会生活を総合的

に支援するための法律（障害者総合支援法）が施行されました。事業者には基本的に 3 障

害に対応できるサービス提供を求めてきた一方で、特定の障がいに関する高い専門性のあ

る事業者には特化したサービス提供も依頼している。 

③ 障がい児・者へのケアマネジメントを行う「相談支援事業」が法定給付化されたため、事

業に参入する指定特定相談支援事業者の拡大を目指してきました。平成 26 年度末までに

は村内に 3 事業所開設される他、村外の事業者にも依頼ができる状況です。平成 27 年 4

月からは障害福祉サービスの利用者全員の相談支援事業の利用が義務化されるため、利用

率 100％を目指して調整を行っている。 

④ 各種健診時や保育園・教育委員会・小中学校・大北圏域障害者総合支援センターと連携し

た相談体制、また、子育てリンリン会議を通じたケース共有により障がいの早期発見・治

療・相談・指導を実施している。発見後も村の療育事業や児童発達支援事業の利用につな

げ、適切な療育支援が受けられるように支援を行っている。また同時に相談支援事業の利

用も行いながら、生活全般にわたる支援が可能になってきている。 

評価 

効果 

① 村内で新規事業開始されたサービスについては利用者数も多く、障がい者のニーズを一定

程度満たすことができています。村外の事業者についても様々なサービスの提供がされて

おり、少しずつではありますが、ニーズに応じたサービスを選ぶことができるようになっ

てきている。 

② 総合支援法の施行により、3 障がいに対応したサービス提供が進みどの障がい種別であっ

ても選択できるサービスが増えている。障がい特性に応じたサービスを提供する事業者も

増えてきており、利用できるサービスの幅が拡充されてきている。 

③ 障がい児に関しては計画作成 100％を達成できています。障がい者については本人の希望

や事業所の不足等様々な状況によって 100％に達していない状況である。 

④ 関係機関と連携した相談体制やケースの情報共有が行われ、関係機関合同の支援会議等も

活発になってきています。その結果、児童発達支援の利用に繋がるケースは年々増加傾向

にある。 

課題 

① サービスの種別としてはニーズに対応したものが提供できてきていますが、その細かな内

容となるとまだまだ、十分にニーズに対応できているとは言い切れない。更にその事業内

容についても充実したものとなるよう努める必要がある。サービスの周知に関しては、個

別の相談に応じて情報を提供していますが、もっと手軽に情報に接することができるよう

にすることも課題として残っている。 

② サービスが特化するに従い、それを求める利用者の数が限られるとジレンマを抱え、その

両方のバランスをとりながら、ニーズの充足ができるよう努めていく必要がある。 

③ 相談支援事業所の数が思うように増加していかないなか、1 人の担当者によって担われて

いる事業者も多いため、担当者の退職等によりサービスの提供が困難になる等厳しい状況

がある。 

④ サービスを利用するために必要な、相談支援事業者の数は増加しておらず、特に障害児を

対象とした相談支援事業者は不足している状況は続いている。中学校卒業後の支援が途切
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れやすい状況であるため、高校等との連携が課題となっている。 

今後の

方向性 

① 両計画の作成に際しては住民のニーズの把握に努め、ニーズに応じたサービスの充足に努

める。 

② 社会福祉法人や NPO 法人と連携して、障がい福祉サービスの充実を目指しながらも、サ

ービスだけによらない地域住民による支え合い等ニーズを充足する方法を模索していく

必要もある。 

③ 更なる事業所の充実を求めていくことや、他圏域も含め新たな事業所を開拓する等サービ

スの切れ間が内容に努めていくことが必要である。 

④ 新たな相談支援事業者の参入につながる様、居宅介護支援事業者や障がい福祉サービス事

業者等へ協力依頼を行っていく。また、中学校卒業後の支援体制についての充実を図る。 

 

（２）障がい者（児）の就労支援・日中活動支援の充実   福祉課 福祉係 

具体的

施策 

① 「働きたい」障がい者に対し、ハローワークや障がい者就業・生活支援センターなどと連

携を図り、就職相談から就労後の支援までを含めた、就労支援体制の構築を目指します。 

② 就労支援を実施している事業所や社会就労センターと連携し、福祉的な就労の場の確保や

一般就労に向けた訓練の場を拡充し、その人に合った就労への支援に努めます。 

③ 障がい者の相互交流や日中活動の場として十分なサービスが提供できるよう、地域活動支

援センターの機能強化を推進し、利用者の増加を図るため積極的な周知に努めます。 

④ 教育機関と連携し、学齢期の障がい児の放課後支援・長期休暇中の日中活動支援を行える

場の充実に努め、必要な方への周知を図ります。 

実施

内容 

① ハローワークや障害者就業・生活支援センターなどと連携した就労支援を実施し、就労支

援体制を構築している。障害者雇用の可能な事業者が少ないことや、マッチングがうまく

行かないケースもあり、就労移行支援事業所や就労継続支援 B 型事業所での訓練に移行

することが多い状況。 

② 就労センターや就労継続支援 B 型事業所での就労訓練が行われており、ニーズに対して

の訓練の場は充足されているが、実際に一般就労につながるケースは少なく、就労移行支

援事業の利用希望も年々増えている。圏域内に就労移行支援事業所が 1 か所しかないこと

から、圏域外の事業所を使うケースがほとんどであり、十分とは言えない状況である。 

③ 地域活動支援センターの通常の開所に加え、相互交流や趣味活動の場の提供をメインとし

た、3 障がい受け入れ可能なプログラムを実施している。利用者が増加せず、対象者への

周知を積極的に行う必要性がある。 

④ 放課後デイサービスや日中一時支援などでニーズに対して日中活動支援を行える場の確

保はほぼ充足してきているが、サービスについての周知不足があり、教育機関と連携した

周知が必要な状況である。 

評価 

効果 

① 障害者就業・生活支援センター等と連携し就労に結びついたケースが数例ある。 

② 就労センターや就労継続支援 B 型事業所の多くは、利用定員上限近く利用されており、充

足されているといえる。また、就労継続支援 B 型事業所ではそれぞれの事業所により特色

もあり、様々なニーズを満たすものとなってきている。 

③ 3 障がい受け入れ可能なプログラムを実施した結果、主な利用者であった精神障がい者に

加え、知的障がい、身体障がいの利用者が増加傾向にある。障がい者の居場所の提供とい

うだけでなく、日頃、就労訓練等に通所している利用者の余暇や趣味活動の場としても機

能している。 

④ 教育機関と連携した、支援会議等の実施が進み、放課後デイサービスや日中一時支援の利
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用者数は増加傾向にある。 

課題 

① 就労に結びついても定着となるとさらにハードルが高いため、就職をして終わりではな

く、就職後についても支援を継続する必要がある。 

② 就労継続支援 B 型事業所は充実してきているが、就労継続支援 A 型事業所は圏域に 1 か

所しかないため、選択の幅が限られている。 

③ より多くの住民へ周知し、利用者の増加を目指す必要がある。 

④ 放課後デイサービスや日中一時支援の利用者数の増加のため、村内の障がい福祉サービス

事業所だけではニーズがまかなえず、近隣市町村の事業所を利用するケースが増えてい

る。 

今後の

方向性 

① 「働きたい」と意欲をもった障がい者だけではなく、今後はひきこもりの若者の就労への

アプローチ等さらに複雑化したケースへの支援が求められるようになると考えられる。 

② 就労継続支援 B 型事業所、就労継続支援 A 型事業所、就労移行支援事業所がバランスよ

く設置され障がい者のその時々でのニーズに応じたサービスが利用できるようになって

いることが望まれる。 

③ より多くの住民へ周知するため、相談支援専門員や障がい福祉サービス事業者等と連携

し、サービスを必要としている対象者に細やかに情報が届く様な周知に取り組む必要があ

る。 

④ 村内で放課後デイサービス等のサービスが提供できる様、新たな事業者の参入に向けた取

り組みが必要である。 

 

（３）心のバリアフリーの推進   福祉課 福祉係 

具体的

施策 

① 誰もが住みよい村づくりを推進するために、障がいに対する理解・啓発活動に努めます。 

② 心の病気と健康、自殺予防についての理解を深めるため、広報・啓発活動に努めるととも

に、医療機関や保健福祉事務所と連携のもと、相談・支援体制の充実を目指します。 

③ 障がい者団体や関連する住民団体との連携・協力を図りながら、障がい者（児）施策を推

進していきます。 

④ 障がいのある人もない人も、誰もがひとりの村民として互いに支えあう地域づくりを目指

し、障がい者の様々な活動の場に住民がサポーターとして参加し、互いの理解を深める交

流の場づくりを推進していきます。 

実施

内容 

① 広報や講演会事業を通じての啓発活動に努めてきた。 

② 広報や講演会事業を通じての啓発活動に努めてきた。また、対面型相談事業を実施し、無

料法律相談や自殺関連・こころの健康相談を実施している。 

③ 障害者計画・障害福祉計画策定の機会を意見聴取の機会としてとらえ、障がい者の方やそ

のご家族の意見が十分に反映できるよう検討を行っている。策定委員としての参加や、懇

談会等の機会を設けた。 

④ 身近な地域の理解者として、地域活動支援センターにて精神保健福祉ボランティアや講座

の講師役となるボランティアの活動を行っている。 

評価 

効果 

① 広報紙での障がいの理解につながる記事の掲載や障害者差別解消法施行時に村職員向け

の対応要領を策定し研修会を 2 回開催した。松川村障がい者プランの策定にあたり、障が

い者だけではなく一般住民も対象にした意見交換会を開催した。 

② 対面型相談事業の実施により、自殺のリスクとなる問題を抱えた住民の早期発見・対応に

繋がっている。併せて、民生児童委員と役場職員に対し、年 1 回、心の健康や、自殺予防

に関する研修を実施することで、地域で住民と接することが多い職員等が、ゲートキーパ
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ー的な意識を持って業務にあたることができる様になっている。 

③ 平成 29 年度には、誰もが住みやすいハッピービレッジプロジェクト（障がい者プラン意

見交換会）を開催した。障がい者・家族・障がい福祉事業者・一般住民等が参画し、村の

障がい福祉施策に関する意見や希望を聴取し、松川村障がい者プラン策定の際に活用し

た。 

④ 地域活動支援センターにて、ボランティア活動の受け入れを行い、センターの活動支援に

とどまらず、身近な地域住民との交流の促進や地域における小さな生活上の悩みの相談等

にも繋がっている。 

課題 

① 障害者プラン作成時に行ったアンケートでは差別解消法を知っていると答えた方が 1 割

程度であった。その他、障害者虐待防止法を知っているという回答も 4 割程度でまだまだ

障がいに関する関心が高いとは言えない状況である。 

② 一般住民に対するゲートキーパー養成を行い、地域において住民の支え合いの中で、自殺

予防に関する行動がとれる住民を養成することで、誰もがすみよい村づくりにの推進に繋

がると考える。 

③ 村の施策の検証の場として、「誰もが住みやすいハッピービレッジプロジェクト」の定期

開催が必要であると考える。 

④ 現在活動中のボランティアの高齢化や家庭事情による活動の制限がでてきており、新たな

ボランティアの養成等も必要な時期となっている。 

今後の

方向性 

① 継続して広報や講演会事業を活用し啓発活動を続けていく必要がある。 

② 一般住民に対するゲートキーパー養成講座を開催する。 

③ 令和元年度中に村の施策の検証の場として、「誰もが住みやすいハッピービレッジプロジ

ェクト」を開催する。 

④ ボランティアの養成については、大北圏域障がい者総合支援センターや社協等の連携のも

と、研修会や講座の開催等について検討している。 

 

◆施策の目標 

目標の内容 現状（H25） 目標（H31） 実績（H30） 達成状況 

社会就労ｾﾝﾀｰ利用の障がい者数（人/年） 12 18 15 未達成 

 

 

第３節 児童福祉の充実  １、児童福祉の推進    

現状 

核家族化の進行や、共働きの増加など女性の社会進出に伴い、子どもを取り巻く環境は大き

く変化してきました。 

当村には北・南 2 か所の保育園が設置されており、心身ともに健全な子どもの育成を目標

に、多くの園児が就園しています。近年の保育需要の多様化に対応するため、保育時間の延長・

障がい児保育及び一時保育など、保育内容の充実とそれにともなう園舎・施設整備を計画的に

進めています。 

また、小学生を対象に、子どもプランとして児童クラブ・放課後こども教室事業を実施し、

適切な遊びや生活の場を提供し、安全確保と健全育成を図っています。 

課題 

子育ての環境が変化し、家庭のニーズも多様化する中、児童が心身ともに健やかに育つとと

もに、安心して子どもを産み育てられるための手助けとして、育児相談・子育て支援の充実や

児童虐待防止への取り組みが必要となっています。 
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子どもプランでは、スタッフの高齢化が心配されることから、その育成が急がれています。

また、子どもたちを取り巻く環境も大きく変化することが予想され、家庭や地域の子育ての機

能低下が懸念されることから、子育て応援施設の建設も含め、総合的に検討を進める必要があ

ります。 

基本

方針 

◎子どもたちが心身ともに健全に育つよう、質の高い幼児期の保育・教育などを総合的に提供

し、地域の子ども・子育て支援の充実を図ります。 

◎育児相談や子育て支援を充実させるとともに、児童虐待防止に取り組みます。 

◎放課後子どもプランは「放課後の主人公は子どもたち」との考えから、安心安全な居場所と

して、子どもの創造性・自主性を大切にした支援を図ります。 

 

（１）保育環境の充実   教育委員会 子育て応援係 

具体的

施策 

家庭、地域との連携を図り、保育・教育・療育・体育・食育の 5 育を総合的に取り入れてい

きます。 

実施

内容 

 平成 28 年度から、村内に 2 園ある保育園を認定こども園に移行した。これに伴い、質の高

い教育・保育（5 育）を提供している。また、地域の子育て支援の拠点として、未就園の子育

て世帯の相談や交流事業を実施している。 

 スクラムネットやこども病院等専門機関と連携した療育支援の実施は、子ども未来センタ

ー事業にて位置づけている。 

・柳澤運動プログラム（心と体を鍛えるプログラム）を取り入れた運動保育士による運動指導 

・外国語及び外国人とのふれあいを目的とした英語圏の講師による外国語指導 

・村の豊かな自然と多様な地域資源を活用した保育の実施 

・スクラムネットやこども病院等専門機関と連携した療育支援の実施 

評価 

効果 

・運動保育士による指導の導入が平成３１年度で６年目となる。子どもたちの運動能力はもと

より、集中力やメリハリのある行動につながり、成果は上がっている。 

・米国人講師導入５年目となる。遊びながら英語に触れる事により、英語に興味や関心を持つ

子が増えている。 

・地域の人との交流や自然体験活動を通じて、子どもの「自ら学び成長しようとする力」が育

まれ、意欲と自信を持って行動できるようになってきている。 

・必要に応じて病院等へ受診同行し、家庭・保育園・専門機関が共有しながら子どもの育ちを

見取っています。CP（臨床心理士）による検査や、OT（作業療法士）・ST（言語聴覚士）・PT

（理学療法士）・CP による巡回相談の実施は必須であると考えられる。 

課題 

・マンネリ化しないような計画の立案。 

・子どもたちにとって楽しい時間になるようなカリキュラムの立案。 

・限られた時間の中で、工夫しての実施。 

・療育に対する保護者の理解が低い場面がある。 

今後の

方向性 

継続した事業の実施が必要。 

コミュニケーション能力や自己コントロールの力、自己肯定感等を高めるためのＳＳＴ（ソ

ーシャルスキルトレーニング）教室を開催するなど、一人ひとりの成長に応じた細やかな支援

を進めていく。 
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（２）子育て支援の推進   教育委員会 子育て応援係 

具体的

施策 

乳児から児童まで、一貫した支援ができるよう、家庭・学校・職場などと連携し、子育て支

援体制づくりを推進します。 

実施

内容 

・子育て相談員による相談 

・家庭、学校、行政が連携した個別支援会議の実施 

・地域子育て支援拠点としての保健センター、子ども未来センターの活用 

評価 

効果 

子育て相談員による相談については、各ケースとも家庭に寄り添うとともに、学校や行政と

連携した中で支援を実施しており、支援している家庭の安心を得ている。家庭の承諾を得る中

でケースに沿った支援体制を構築している。 

地域子育て支援拠点として、子育ての困りごとなどの相談先として保健センターは定着し

ており、平成３０年度に開館した子ども未来センターも相談先として浸透してきている。 

課題 

妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行う「子育て世代包括支援センター（母子保健

法第 22 条）」の設置、子ども家庭支援全般に関する業務を行う「子ども家庭総合支援拠点（児

童福祉法第 10 条の 2）」の設置が必要とされています。松川村に適した体制の構築にむけて検

討が必要。 

今後の

方向性 

 「子育て世代包括支援センター」「子ども家庭総合支援拠点」を一本化し、ワンストップで

対応できる体制づくりの検討を進めていく。 

 

（３）保護者支援の充実   教育委員会 子育て応援係 

具体的

施策 

子育ての悩みや家庭の問題に対し、家庭・学校・保育園と子育て指導員などが更に連携を密

にし、問題解決に取り組みます。 

実施

内容 

・子育て相談員による相談 

・家庭、学校、行政が連携した個別支援会議の実施 

評価 

効果 

子育て相談員による相談については、各ケースとも家庭に寄り添うとともに、学校や行政と

連携した中で支援を実施しており、支援している家庭の安心を得ています。家庭の承諾を得る

中でケースに沿った支援体制を構築している。 

課題 
各機関の役割・責任の所在が明確でなく、個別の支援体制づくりに向けてのフローが定着化

していない。 

今後の

方向性 

スムーズな支援体制づくりが可能となるよう 「子育て世代包括支援センター」「子ども家

庭総合支援拠点」の整備に合わせ、中軸となる機関の明確化を図る。 

 

（４）子ども・子育て支援事業計画との連携   教育委員会 子育て応援係 

具体的

施策 

平成 27 年からの 5 年間を計画期間とする子ども・子育て支援事業計画と連携し、村の子育

て支援の更なる充実を図ります。 

実施

内容 

 地域での子ども・子育てに係るニーズを把握し、事業の需要見込み量、提供体制確保の内容

等を盛り込んだ計画を策定した。子ども・子育て支援法に基づき利用者支援事業、地域子育て

支援拠点事業、妊婦・乳児健康診査、新生児訪問、養育支援事業、児童虐待防止対策事業、一

時預かり事業、延長保育事業、放課後児童クラブ事業等のニーズ量を設定している。 

評価 

効果 

子ども・子育て支援事業計画に基づき実施された上記事業（妊婦・乳児健康診査は対象外）

に対しての国・県補助額（受入れ年度合計額） 

H27 9,081 千円、H28 9,324 千円、H29 15,140 千円、H30 16,030 千円 

課題 病児保育のニーズに対して、対応できる体制の検討が必要。 
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今後の

方向性 

第１期計画の最終年度となる平成３１年度をむかえるにあたり検証を実施するとともに、

令和２年度からの５年間を計画期間とする第２期計画を策定し、村の子育て支援の更なる充

実を図る。 

 

（５）放課後の居場所づくり   教育委員会 学校教育係 

具体的

施策 

児童クラブ・放課後子ども教室事業などに携わる、スタッフの育成を進め資質の向上を図る

とともに、子ども未来センター(仮称)の建設について検討を進めます。 

実施

内容 

児童クラブ（学童保育） 

 「ふれあい館」を利用し、児童クラブを運営している。放課後留守家庭の小学校の子どもた

ちが対象で、月曜日～土曜日までと、夏休みなど長期休みにも対応している。また、保護者会

や子ども教室の児童と一緒に、夏祭りなどいろいろなイベントも開催した。目標（やくそく）

を決めて皆で一つの目標に向って、より良い集団の生活を送っている。また、保護者会も設立

されており保護者懇談会の設定やふれあい館の環境整備、行事の計画等積極的に運営に関わ

っている。 

放課後子ども教室 

 放課後に体育館や王鳳館、校庭などの学校施設を利用し、小学生が約束を守りながら、遊ん

だり学習したりできる場として「子ども教室」を開設している。子ども達の自由な意思で参加・

活動する場所で、対象を全学年としている。 

 また、通常の活動のほかに３年生以上の希望者を対象にバンド・生け花・演劇・手芸や女子

の DIY、男子の家庭科などの体験活動コースを設け、活動に幅を持たせている。 

子ども未来センターかがやき 

 放課後の居場所づくりと、総合的な子育ての拠点施設として建設が進められていた、子ども

未来センターかがやきが、12 月 23 日完成、3 月 22 日竣工式を行い、4 月 1 日オープンした。

0 歳から 18 歳までの子どもとその保護者の子育ての拠点として利用が期待される。 

評価 

効果 

「児童クラブ」では、３つの柱「あいさつ・整理整頓・思いやりの心」を大切に、児童が安

全で楽しく過ごせ、保護者が安心して預けることのできる施設となるよう、運営している。登

録者数は安定しており、通常 30 名を超える子供たちが利用している。また、障害をもつ児童

の受け入れに対して、より専門的な知識が求められていることから、スタッフ研修を引き続き

行い、資質の向上に努めていくことが必要である。 

「子ども教室」は、スポーツや文化芸術の体験、地域の大人や異学年の子どもたちとの交流、

学習や様々な取り組みを行っている。登録児童も小学生の４割を超しており、保護者の期待も

大きいことから、スタッフの確保や研修、環境整備をさらに進める。 

子どもを取り巻く環境は大きく変化し、子育てを応援する施設がますます重要となってい

る。この一つとして子育て支援施設「子ども未来センター」がオープンした。乳幼児から高校

生までの子どもたちや、保護者・子育てグループ等が気軽に利用できる、より良い施設となる

よう運営していく。 

課題 

・今後とも子どもプラン指導員、学校など関係機関と連絡を密に共通理解のもと、子供たちの

成長を温かく見守っていく。また、保護者の負担軽減として、保護者会の見直しも検討が必要

である。 

・子ども達が多様化している（集団生活が若年）中でどこまで共有した情報の伝達ができるか 

・スタッフの不足・高齢化 

・利用者の増加 

今後の ・若いスタッフを育てる 
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方向性 ・子ども達の自主性を育てる 

・今後とも子どもプラン指導員、学校など関係機関と連絡を密に共通理解のもと、子供たちの

成長を温かく見守っていく。また、保護者の負担軽減として、保護者会の見直しも検討が必要

である。 

 

 

第３節 児童福祉の充実  ２、母子、父子福祉の向上    

現状 

母子・父子家庭は近年増加傾向にあり、経済面や子育て環境面などの問題を抱え、精神的に

も不安定な状況におかれている場合が多く見受けられます。 

当村では、子どもが健やかに成長し、子どもたちの権利が尊重される新しい子育て支援社会

を構築していけるよう、具体的数値をもって「次世代育成支援地域行動計画」を策定し、推進

してきました。 

母子・父子家庭に対し、専門職による相談・支援と、関係者による見守りを行ってきました。

また、雇用の相談・支援を行うとともに、働きやすい家庭環境を整備するため、未満児保育・

延長保育・一時保育に取り組んでいます。 

課題 

母子・父子家庭の相談に関しては本人からの自主的な相談を受けるにとどまっており、件数

も少ないのが現状です。一人で悩み、相談できないといった状況に陥らないよう、見守る体制

作りが必要です。 

基本

方針 

◎生活の安定と自立を目指し、福祉制度を活用し、明るい家庭づくりを支援します。 

 

（１）相談・援助体制の充実   福祉課 福祉係 

具体的

施策 

母子・父子家庭の実態把握に努め、民生児童委員・保育園・教育機関などと連携し見守って

いくことで悩みを抱え込まない環境づくりを進め、生活全般に渡る相談と自立に必要な支援

を行うとともに、福祉制度の周知を図ります。 

実施

内容 

 窓口各種手続き等により母子・父子家庭を把握し、世帯状況聴取により、自立に向けた制度

周知を行っている。 

評価 

効果 

窓口各種手続き等の機会を通じて自立に向けた制度周知を行うことができた。必要な支援

等につなげることができた。 

課題 自主的な相談だけでなく、関係機関との連携による情報共有が必要である。 

今後の

方向性 

引き続き、福祉制度の周知と、相談支援体制の充実を図る。 

 

（２）支援体制の充実   ①福祉課 福祉係  ②教育委員会 子育て応援係 

具体的

施策 

① 関係機関との連携を密にし、安定した雇用確保に努め、経済的な自立支援に取り組みます。 

② 働きやすい家庭環境を支援するため、未満児保育・延長保育などの充実を図ります。 

実施

内容 

① 関係機関（ハローワーク大町）と連携し、児童扶養手当現況届提出時に相談スペースを設

け安定した雇用確保に向けた取り組みの支援を行った。 

② 母子・父子家庭の未満児保育の実施（利用児童実数） 

H27＝6 人 H28＝8 人 H29＝6 人 H30＝6 人 

母子・父子家庭の延長保育の実施（利用児童実数） 

H27＝18 人中 13 人 H28＝24 人中 13 人 H29＝20 人中 13 人 H30＝24 人中 10 人 
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評価 

効果 

① 関係機関で行っている支援内容について周知することができた。 

② 母子・父子家庭の経済的自立支援のため、働きやすい環境の一端として未満児保育、延長

保育は多くの利用があります。 

課題 

① 安定した雇用確保とともに複合的な問題を抱えているケースもあり、関係機関との連携が

必要である。 

② 全国的にも保育士不足が課題となっているが、当村でも今後、未満児保育の利用希望が増

加すると保育士配置が課題となる。 

今後の

方向性 

① 自主的な相談に加え、地域、民生児童委員、保育園や学校などの教育機関との連携による

見守り体制の整備。 

② 相談支援について継続的に実施し、安定した雇用確保につなげていく。 

今後の保育ニーズに合わせ、未満児保育や延長保育を実施するとともに、愛着形成の大切

な時期であることを踏まえ、子ども達の健全な育成を進めていく。 
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第６次総合計画評価検証シート （第３章） 

第３章 安全で、安心･快適に暮らせる村づくり 

第１節 消防･防災体制の強化 

現状 

当地域は、糸魚川静岡構造線※31 上に位置しており、大規模な地震の発生が指摘されてい

ます。近隣でも大規模地震が発生し甚大な被害をもたらしました。また、近年の異常気象によ

る豪雨・洪水など自然災害の発生も予測され、防災は重要な課題です。 

当村では、これまで予告なしに発生する火災や災害に立ち向かうため、消防団の機動力をよ

り高める分団編成をはじめ、ポンプ車・小型ポンプ・バイクなどの購入による、消防設備の充

実を図ってきました。 

 また、地域の防災力を強化するため、17 行政区において自主防災組織が組織化され、災害

時住民支え合いマップづくりへの取り組みなど、災害に対する体制づくりが進んでいます。 

課題 

消防団員のほとんどが、事業所などへの勤務者です。そのため、昼間の非常時の緊急体制を

備えるには、住民や事業所に働きかけ、団員の安定的確保に努める必要があります。  

また、消防施設・設備の老朽化が進んでいることから、計画的に更新していかなければなり

ません。特に 2 分団・3 分団・5 分団詰所に関しては、早急な修繕が必要となっています。 

防災体制としては、防災行政無線による、更に迅速かつ的確に住民へ知らせる仕組みづくり

が重要となります。また、総合防災訓練を引続き実施するなど、自主防災組織を通して、村民

の防災意識の高揚を図っていくことも必要です。 

基本

方針 

◎村民の生命･財産を災害から守るため、「松川村地域防災計画」に基づき、緊急時における防

災体制と防災機能の強化・向上に努めるとともに、災害時住民支え合いマップの策定による村

民の防災意識の高揚を図り、災害に強い、安全･安心な村づくりを進めます。 

 

（１）消防力の強化   総務課 総務係 

具体的

施策 

① 機械・設備の充実を図るため、消防小型ポンプ及び積載車を更新するとともに、消火栓の

改修・新設、消防ホース及び格納箱の更新を進めます。 

② 地域での消防団活動が効果的に行えるよう、消防拠点施設となる分団詰所の建設・改修を

進めます。 

③ 火災予防や自然災害に対応するため、事業所の協力を得ながら、消防団員の確保に努める

とともに、消防・防災教育を推進します。 

実施

内容 

① 老朽化した消火栓の取り替え（年４基）、ホース格納箱の交換（年８台）格納箱内のホース

交換。 

② 老朽化の進んでいた２分団、３分団、４分団、５分団の詰所建て替えを行なった。 

③ 消防団協力事業所への感謝状贈呈、消防学校及び消防署員による研修、操法大会への参加。 

評価 

効果 

① 老朽化した設備を交換することにより、漏水の改善、火災時の対応の充実が図られた。 

② 老朽化していた詰所の建て替えを行い、消防拠点としての機能の充実が図られた。 

③ 消防団員の勤務先への感謝状贈呈を行うことで、参加しやすい環境が構築された。また、

研修、大会への参加を行い、技術力の向上が得られている。 

課題 

① 設備が高額のため、改修要望に全て応えることが難しくなっている。 

② 建設が必要な詰所の建て替えは完了したため、特に課題はない。 

③ 少子化や共働き家庭の増加など、新規に消防団へ加入できる住民が減少しており、団員の
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確保が難しくなっている。 

今後の

方向性 

① 消火栓、格納箱、ホースについては、今後も計画的に交換を進め、設備の維持管理を行な

う。なお、計画にあるポンプ車及び積載車については、令和元年度事業にて整備予定。以

降、計画的に更新していく。 

② ５分団制移行に伴う拠点整備が完了したため、当面は建設・改修はなく、施設の長寿命化

を検討していく。 

③ 消防団事業の見直しや負担軽減を図ること、また、引き続き事業所への協力を依頼し、消

防団員の確保に取り組んでいく。 

 

（２）防災機能の強化   総務課 総務係 

具体的

施策 

より的確な情報伝達を行うため、防災行政無線（同報系）のデジタル化を計画的に進めます。

また、災害時に備え新たな防災倉庫の建設を進めます。 

実施

内容 

 平成 28 年度 第３分団詰所に隣接して、防災備蓄倉庫を建設完了。 

 平成 30 年度 第２分団詰所に隣接して 防災備蓄倉庫を建設完了。 

評価 

効果 

 ２棟建設したことで、防災用品の備蓄に繋げることができた。 

 老朽化の進んでいた防火防災活動の拠点である消防団員詰所及び消防車両の車庫の建て替

え及び防災備蓄倉庫の建設が全て終了。 

課題 
 アナログ防災行政無線システムの改修を行うことで延命化を図る計画となったため、デジ

タル化には、より一層の研究を進め、計画的な整備が必要。 

今後の

方向性 

 アナログ帯の終息を見極め、60MHz 帯デジタル同報系防災行政無線システム整備を図る。 

 

（３）地域防災意識の高揚   総務課 総務係 

具体的

施策 

地域の要援護者などを災害から守るとともに、住民の防災意識高揚を図るため、全行政区で

の災害時住民支え合いマップの策定を支援します。 

実施

内容 

 災害時の被害を抑えるには、近隣の助け合い支え合いが有効であることから、１７地区全て

策定済みである。 

評価 

効果 

 福祉課が中心となり、区へ出向き区の協力を得ながらマップの更新を実施（支援）できた。 

課題  区によって温度差があるので、マップの更新作業が進まない区が出てきている。 

今後の

方向性 

 避難行動要支援者名簿の策定と支え合いマップとの整合性を図る。 

 

（４）治山・治水対策   経済課 農林係 

具体的

施策 

山林における水源かん養機能を高めるため、治山・治水などの防災対策を促進します。 

実施

内容 

 平成 29 年度に芦間川の上流で、林野庁の中信森林管理署により治山工事が行われた。 

評価 

効果 

 土砂で埋まって、機能を果たしていなかった治山堤防もあったが、工事により新たに堤防が

建設されたことで、大雨等による土砂災害を未然に防ぐことができる。 

課題  芦間川については、計画的な治山事業が必要であるが、今後の予算の状況に左右される。 

今後の  中信森林管理署と状況を確認しながら治山事業に取り組んでいく。 
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方向性 

 

第２節 交通安全対策の充実 

現状 

交通事故のない「安全で快適な住みよい村づくり」は村民の心からの願いです。 

当村では警察、各地区の交通防犯部長、学校関係者、役場職員が連携し、交通指導所の開設

や街頭指導などにより交通安全を呼びかけ、交通安全指導と交通マナーの向上に努めていま

す。また、交通事故発生箇所及び危険箇所には、事故再発防止のための施設・設備を設置し、

交通事故件数の減少に取り組んでいます。 

 さらに、チャイルドシートの着用を推進するための、購入費補助などにも取り組んでいま

す。 

課題 

交通事故の原因の多くは、基本的なルール違反や交通マナーの低下であることから、交通事

故を無くすため、村民一人ひとりの更なる交通安全意識の向上が重要となっています。 

また、高齢者が関係する交通事故が増加傾向にあることから、高齢者を対象とした交通安全

対策に取り組む必要があります。 

基本

方針 

◎交通事故を無くすため、交通安全意識の高揚と安全な交通環境づくりを進めるとともに、

「交通安全は家庭から」を理念に、子どもからお年寄りまで、村民総参加で交通死亡事故ゼロ

を目指します。 

 

（１）交通安全意識の高揚   住民課 生活環境係 

具体的

施策 

警察署・交通安全協会など関係機関と密接に連携をとりながら、家庭・学校・職場・地域な

どあらゆる機会を利用し、交通マナーの向上と交通安全意識の高揚に努めます。また、シート

ベルト及びチャイルドシートの着用を更に推進します。 

実施

内容 

 警察署・交通安全協会など関係機関と連携し小学校で交通マナーの向上と交通安全意識の

高揚を促すため「交通安全教室」を実施しており、南北保育園には入口にチャイルドシート着

用を促すポスターを掲示。また福祉課と連携し「パパママサロン」等事業でチャイルドシート

購入補助の啓発活動を実施した。 

評価 

効果 

 交通マナーの向上と交通安全意識の高揚またチャイルドシート着用啓発など積極的に推進

しており評価できる。 

課題 
運転席と助手席のシートベルト着用は浸透しているが前席以外の全席着用にはまだまだ時

間が掛かる。 

今後の

方向性 

 引き続き関係各所と連携しチャイルドシート着用の啓発と交通死亡事故ゼロを目指し取り

組んでいく。 

 

（２）交通安全施設の整備   建設水道課 建設係 

具体的

施策 

通園・通学路や生活道路における横断歩道、カーブミラーなどの、安全施設の設置に地区の

要望を踏まえた上で取り組みます。 

実施

内容 

地区要望等により、老朽化したカーブミラー等の設備を実施している。又、横断歩道や外側

線についても、生活環境係と連携し計画的に整備している。 

 国県道においては、県と連携し整備を実施している。 

評価 

効果 

 老朽化したカーブミラーについては、地区要望により効率的に整備が進んでいる。 
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課題 
 通学路に歩道が整備できない路線も多く、グリーンベルトの整備等対策が必要と思われま

す。又、宅地造成によりカーブミラー等の安全施設の整備が増加している。  

今後の

方向性 

 引き続き、地区要望を踏まえて計画的に安全施設の整備を進める。 

 

（３）高齢者の交通安全対策の推進   住民課 生活環境係 

具体的

施策 

参加・体験型の高齢者交通安全講習会などの取り組みを行います。また、高齢者を痛ましい

事故に巻き込まない施策を警察及び地域住民と協力しながら進めます。 

実施

内容 

 毎年１１月に「暴力追放交通安全村民大会」の開催をしている。また老人福祉プラザ施設利

用者に長野県警作成の交通安全ちらしを配布し、地域包括支援センター事業参加者には県警

作成ちらしと夜光反射材バントを配布した。 

評価 

効果 

 交通安全意識高揚の注意喚起等積極的に推進しており評価できる。 

課題  高齢ドライバーの事故が増加傾向にあるため注意が必要である。 

今後の

方向性 

 引き続き関係各所と連携し高齢ドライバーによる事故減少に取り組んでいく。 

 

 

第３節 防犯対策の充実 

現状 

近年、地域における連帯意識の希薄化、高齢化、都市化などの社会環境の変化に伴い、犯罪

の複雑・巧妙・凶悪化も進んでいます。 

当村では、警察、防犯協会、金融機関と連携しながら、高齢者を狙った特殊詐欺などの犯罪

の手口、被害防止対策の情報提供を広報で周知するなどの犯罪の発生を未然に防ぐ取り組み

をしています。 

また、警察、各地区の交通防犯部長との連携に併せて、地区からの要望に基づく防犯灯の整

備を行い、夜間の犯罪防止及び歩行者の安全確保を計画的に進めています。 

課題 

村民が犯罪に巻き込まれることがないように、警察、県消費生活センター、関係機関との連

携を密にし、新手の犯罪や手口、被害防止対策の情報を広報などで引続き周知させていくこと

が必要です。 

また、地域・家庭・学校・職場で防犯意識の高揚と防犯組織の結束・強化を図り、防犯対策

を更に強化する必要があります。 

基本

方針 

◎犯罪、暴力のない「安全で明るく住みよい村」の実現のため、警察、交通防犯部長、関係機

関と連携を図りながら、村民の犯罪意識の高揚及び防犯対策に取り組みます。 

 

（１）防犯意識の高揚   住民課 生活環境係 

具体的

施策 

① 行政無線・ホームページ・広報を利活用し、新手の犯罪や手口の情報を迅速に住民に伝え

ます。 

② 警察、地域、関係機関との連絡を密にし、暴力行為及び青少年の非行の防止に努めます。 

実施

内容 

① 毎年１１月に「暴力追放交通安全村民大会」の開催、約年６回開催される交通防犯部長会

時の駐在所長より大町管内の刑法犯状況の提供、大町警察署からの広報依頼など防災無線

などで住民に啓発活動を実施した。 

② 毎年１１月に「暴力追放交通安全村民大会」の開催、約年６回開催される交通防犯部長会
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時の駐在所長より大町管内の刑法犯状況の提供、環境浄化部と連携し夏休み中の青色パト

ロール車による夜間の村内巡視など住民に啓発活動を実施した。 

評価 

効果 

① 安心安全な村づくりのため特殊詐欺や空き巣などの注意喚起等積極的に推進しており評

価できる。 

② 安心安全な村づくりのため夏休み中の巡視や注意喚起等積極的に推進しており評価でき

る。 

課題 
① 特殊詐欺を筆頭に犯罪手口が年々巧妙化しており注意が必要である。 

② 犯罪年齢の低年齢化と手口の巧妙化により注意が必要である。 

今後の

方向性 

① 引き続き関係各所と連携し特殊詐欺及び空き巣被害防止に取り組んでいく。 

② 引き続き環境浄化部会など関係各所と連携し青少年の非行防止に取り組んでいく。 

 

（２）防犯体制の充実   ①②住民課 生活環境係  ③教育委員会 学校教育係 

具体的

施策 

① 住民が安全に暮らすため、交通防犯部長が中心となり、地域の防犯活動の充実・強化に取

り組みます。 

② 地域の実情に対応し、防犯灯の計画的な設置を図ります。 

③ 児童らが危険を感じたらすぐに駆け込める「こどもを守る安心の家」の充実及び周知を図

ります。 

実施

内容 

① 毎年 11 月に「暴力追放交通安全村民大会」の開催、約年６回開催される交通防犯部長会

時の駐在所長より大町管内の刑法犯状況の提供により地元区への情報提供など住民に啓

発活動を実施した。 

② 平成 25 年度末に 563 基あった防犯灯を平成 26 年度から蛍光灯型からＬＥＤ灯型への全

灯交換工事を実施した。 

③ ・通学路安全点検。 

・青パトボランティアによる見回り。 

・PTA 役員による冬期下校時の見回り。 

・学校職員による登校時の安全指導。 

・子どもを守る安心の家の指定 96 箇所。 

評価 

効果 

① 安心安全な村づくりのため特殊詐欺や空き巣などの注意喚起等積極的に推進しており評

価できる。 

② 当初計画では平成 31 年度末までに交換終了予定であったが平成 30 年度末現在 624 基全

ての防犯灯がＬＥＤ灯に交換済みである。 

③ ・安全点検カードによる点検実施が出来た。 

・学校長・教頭・校具営繕係・教育委員会と連絡対応体制が出来た。 

・防犯訓練の実施。 

課題 

① 特殊詐欺を筆頭に犯罪手口が年々巧妙化しており注意が必要である。 

② 今後経年劣化により同時期に多数の交換が必要と推測される。 

③ 机上の訓練では限界がある、警察署からは、子ども向けの護身術などの指導が実践的想定

内容を変えてい行くことが今後の課題。 

今後の

方向性 

① 駐在所員の状況報告を参考に区の集まりなどで話題にしてもらうなど引き続き関係各所

との情報共有により被害減少に連携し取り組んでいく。 

② 引き続き区の要望を聞き安心安全な村づくりの一助となるようＬＥＤ防犯灯の設置に取

り組んでいく。 



34 

 

③ 児童生徒園児が安全な生活をおくれるよう、不審者の侵入、連れ去り、防犯に係わる安全

確保のため対策を考え、緊急事態に対応した訓練を実施していく。 

 

 

第４節 住環境の整備 

現状 

快適でやすらぎのある生活を送る上で、住環境の整備は基盤となる重要な要素です。 

当村は、地理的条件から松本市への通勤圏にあり、住宅需要は比較的高い状況で推移してき

ました。 

このような状況の中、民間などによる住宅開発に対し、平成 23 年に見直しされた土地利用

調整基本計画に沿って、景観に配慮した自然と調和したゆとりある快適な住環境となるよう、

指導を行ってきました。 

また、緑町中区の村営住宅や神戸区の地域特別賃貸住宅など、低所得者から中所得者まで、

幅広い所得者層に対応できる住宅を提供してきました。 

課題 

少子高齢化などにより今後増えると思われる、空き家住宅については、適時現状を把握する

中で、Ｉタ－ン・Ｕタ－ンなど転入者の受け入れに活用するなどの方策が求められています。 

また、平成初期に建設された村営住宅は、建築から 20 年を経過して設備などの老朽化が見

受けられることから、引き続き計画的な改修が必要となっています。 

更に、地震災害時に被害を最小限に止めるなど、住民が安心して日々暮らせるように、一般

住宅の耐震改修の促進も求められています。 

基本

方針 

◎「土地利用調整基本計画」に基づいた適正な規制・誘導を図り、自然と調和のとれた良好な

住環境整備を推進します。 

◎住宅の安全対策の推進や、村営住宅の計画的な改修に取り組みます。 

 

（１）良好な住環境整備の推進   総務課 政策企画係 

具体的

施策 

良質で暮らしやすい住宅地の確保を図るため、「土地利用調整基本計画」に沿った誘導・規

制を行います。また、景観に配慮した、自然と調和のとれた住環境整備を推進します。 

実施

内容 

 松川村村づくり条例及び土地利用調整基本計画に基づき、土地開発や農地の宅地化等の相

談に応じ、適正な土地利用の実施を図っている。 

 また、宅地開発に限らず、道路の配置や注意喚起看板、落下防止策など安全対策設備の設置

について、開発事業者と調整の上、必要に応じて対応している。 

宅地開発申請件数：H25-1 件、H26-2 件、H27-3 件、H28-3 件、H29-6 件、H30-2 件 

評価 

効果 

基本的には開発指導要綱の定めるところにより開発事業による土地区画形質の変更に対し

て、開発実施後の地域の安全に配慮した対策が講じられている。 

また、緑地の設置についても開発指導要綱に基づいた配置がされている。 

課題 
緑町や緑町中区など住宅密集地を中心に、接道のない土地や接道が開発の基準を満たせな

い空き地や空き家について、開発による有効利用が困難な状況が見られる。 

今後の

方向性 

近年の開発動向や土地利用のニーズ、過去の相談事例などを総合的に判断し、第 7 次総合

計画策定や土地利用調整基本計画の見直しに合わせ、村づくり条例や開発指導要綱の一部見

直しを実施する。 
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（２）村営住宅の維持・修繕   建設水道課 建設係 

具体的

施策 

「村営住宅長寿命化計画」に基づき、快適で良好な居住空間となるよう、計画的な維持・修

繕に取り組みます。 

実施

内容 

村営住宅長寿命化計画に基づき、村営住宅の外壁改修工事を行っています。 

 外壁改修工事 

 H26 工事費 16,405,200 円、H27 工事費 14,018,400 円 

H28 工事費 11,188,800 円、H29 工事費  8,748,000 円 

 H30 工事費  9,266,400 円 

評価 

効果 

外壁改修により建物の長寿命化が図られています。又、外断熱工事も行っているため室内の

保温や結露防止効果が向上している。 

課題 

特定公共賃貸住宅も老朽化が進んでおり計画的な修繕が必要である。又、新たに細野県営住

宅が、村営住宅に移管される。建築年数が４５年を超えており今後の維持管理に多額の経費が

見込まれる。 

今後の

方向性 

引き続き、村営住宅長寿命化計画に基づき、村営住宅の計画的な維持・修繕を進める。 

 

（３）住宅の安全対策   総務課 総務係 

具体的

施策 

一般住宅については、耐震診断及び改修工事を支援し、耐震改修を促進します。 

実施

内容 

平成 27 年度：耐震改修 1 件（600 千円）、耐震診断 2 件（78 千円） 

平成 28 年度：耐震診断 4 件（256 千円） 

平成 29 年度：耐震診断 7 件（448 千円） 

平成 30 年度：耐震診断 3 件（192 千円）※村費分は事業費の 1/4 

評価 

効果 

耐震改修事業及び耐震診断事業を実施することにより、一般住宅に係る耐震化を図ること

ができたとともに、耐震診断により耐震改修の必要性を促すことができた。 

課題 

耐震改修事業及び耐震診断事業ともに、国・県の補助事業として実施するため、事業の着手

にあたって柔軟な対応が難しく、住民の希望するスケジュールどおりに進めにづらいことや、

耐震改修事業については、一部の居室ではなく住宅全体を改修することが補助要件であるこ

とから、高額な費用がかかること等の要因により、申請件数が減少傾向にある。 

今後の

方向性 

今後も国・県による補助事業を活用する中で事業の継続をしていく。 

また、地震による被害を最小限に止め、住民が安心して日々暮らせるように、一般住宅の耐

震診断や耐震改修の必要性について更に周知を進める。 

 

 

第５節 上水道の整備 

現状 

当村の上水道は、第 1（川西）、第 2（石ノ坪）、2 つの配水池から、各家庭へ給水を行って

おり、普及率は 100％となっています。 

施設整備については、公共下水道工事にあわせ、老朽化した配水管の布設替えを進めること

で、有収率の向上が図られてきました。また、平成 25 年度に「松川村水道ビジョン」を策定

し、安全で安心な水道水の安定供給のために取り組むべき方策について定め、計画的な施設更

新などに努めています。 

課題 住民生活に欠くことのできない水道水を、継続して安定的に供給するためには、計画的な更
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新、修繕が必要となります。また、当村は糸魚川静岡構造線上に位置し、地震災害が予想され

るため、施設の耐震化にも併せて取り組む必要があります。 

今後も効率的な水道事業を進めるために、「松川村水道ビジョン」に沿って事業を展開して

いくとともに、引き続き適正な料金体系の維持に努めていく必要があります。 

基本

方針 

◎安全で安心な水の供給を行うため、計画的な施設更新と耐震化を進めます。 

◎長期的な健全運営のため、更なる効率化と適正料金体系の維持に努めます。 

 

（１）施設の機能強化   建設水道課 上下水道係 

具体的

施策 

老朽化した水管橋及び管路の更新に併せ耐震化を計画的に進めます。また、水源の複数化に

よるリスクの分散に努めます。 

実施

内容 

平成 29 年度 配水管布設工事（神戸地区）       12,841 千円 

平成 30 年度 松川村第 2 配水場増設工事     214,315 千円 

評価 

効果 

芦間橋の水管橋については、芦間川から西側に行く唯一の水道管であり、以前は昭和 40 年

代の水道管であったが耐震管による更新により、リスク軽減が図られた。 

第２配水場は村内、約半分の世帯に水道水を供給している施設であるが、深井戸が 1 箇所

しか無かったため、新たにもう一つの深井戸また配水タンクを増設した事により、リスク軽減

また機能強化が図られた。 

課題 村内の一部に耐用年数が過ぎた配水管が有るので、計画的に布設替えを行う。 

今後の

方向性 

松川村にある水道施設は必要最小限の施設であるため、今と同様に経費削減を図りながら

維持管理を行っていく。 

 

（２）経営の健全化   建設水道課 上下水道係 

具体的

施策 

長期的な計画である「松川村水道ビジョン」に基づき、経営の効率化と健全運営に努めます。 

実施

内容 

 計画的な施設の更新を行っており、毎年健全経営を行えている。 

評価 

効果 

村内の一部を除き、耐用年数が過ぎた配水管の布設替は終わっており、投資的経費が抑えら

れている。 

課題 

人口減少による水道料金収入が減っていく事が予想される。 

今後しばらくは大規模な施設更新の予定は無いが、2040 年頃から現在の水道管の更新時期

を一斉に迎えるため、財源の確保が必要になる。 

今後の

方向性 

水道事業は、生活インフラとして欠かせない事業であるため、引き続き経費削減を図りなが

ら維持管理を行っていく。 

 

 

第６節 下水道の整備 

現状 

下水道事業は、河川や水路など公共用水域の水質保全と快適な生活環境づくりに大きく貢

献しています。当村の下水道普及率は平成 25 年度末で 99％であり、国や県の平均を大きく上

回っています。 

また、下水道への接続率※34 も平成 25 年度末には約 88％まで向上しています。 

課題 
平成 12 年度より稼動している処理場などの機能を維持し、長寿命化を図るため、平成 26

年度から長寿命化計画の策定に着手しました。引き続き適正な維持・管理と計画的な改修・修
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繕などを進める必要があります。 

維持・管理経費の節減と、長期的な財政計画に基づいた適正な使用料体系とすることによ

り、経営の健全化を更に図る必要があります。 

また、下水道への接続促進については、事業の役割を理解いただくなど今後もＰＲが必要で

す。 

基本

方針 

◎快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全のため、下水道への接続を推進するととも

に、経営の健全化に取り組みます。 

◎適正な維持管理と効率的な改修などにより施設の長寿命化を図ります。 

 

（１）下水道施設の適正な維持・管理   建設水道課 上下水道係 

具体的

施策 

下水道施設の長寿命化計画を策定し、計画的な改築・更新と施設の適切な維持・管理を図る

とともに、経費の節減に努め、下水道会計の健全な財政運営に取り組みます。 

実施

内容 

平成 28 年度：浄水苑長寿命化計画を策定 

平成 29 年度～令和元年度：長寿命化計画による再構築工事の実施 

平成 28 年度：計画策定 9,300 千万    

平成 29 年度：処理場再構築工事 64,120 千円 

平成 30 年度：処理場再構築工事 62,140 千円 

評価 

効果 

長寿命化工事を行った事により、建物の投資的経費の平準化が図られ、施設・設備の延命化

が図られた。 

課題 
恒久的施設において、今後も耐用年数が過ぎる設備が増えていくが、人口減少による下水道

料金収入が減っていく事が予想されるため、投資的経費の財源確保が難しくなる。 

今後の

方向性 

下水道施設は、生活に欠かせない施設であるため、今後も引き続き経費削減を図り維持管理

を行っていく。又、広域化による統合について検討を行う。 

 

（２）水洗化の普及   建設水道課 上下水道係 

具体的

施策 

下水道の必要性を理解いただき、接続率の向上に努めます。 

実施

内容 

 未接続世帯について、相談また通知等により接続のお願いをしている。 

評価 

効果 

下水道接続率 

・平成 27 年度 4 月 1 日 88.3%、・平成 28 年度 4 月 1 日 90.1% 

・平成 29 年度 4 月 1 日 90.9%、・平成 30 年度 4 月 1 日 91.1% 

・平成 31 年度 4 月 1 日 91.8% 

課題 
高齢者世帯、低所得者世帯など、経済的に難しい世帯に対する下水道接続が今後の課題とな

る。 

今後の

方向性 

現在と同様に、未接続世帯に対して下水道の必要性を理解していただき、接続率の向上に努

めていく。 

 

◆施策の目標 

目標の内容 現状（H25） 目標（H31） 実績（H30） 達成状況 

下水道接続率（％） 87.6 92.0 91.8 達成見込み 
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第７節 環境衛生の向上 

現状 

環境問題は、二酸化炭素などによる地球温暖化に始まり、生活様式の変化にともない消費活

動が増加することで、ごみなどの廃棄物が増える傾向にあるなど、多岐にわたっています。 

当村のごみ処理については、穂高広域施設組合の施設において、適正な処理を進めていま

す。ごみの減量化、分別収集の徹底を図るため、ごみステーション整備（村内 102 ヶ所に設

置）、村行事カレンダーへの分別収集日・分別マニュアルの掲載を行っています。さらに、生

ごみ処理機の設置に対する補助により、生ごみの減量化にも努めています。地区では環境衛生

部長が中心となり清掃活動を実施するなど、環境美化の意識高揚を図っています。 

不法投棄防止については、監視連絡員、シルバー人材センター、県並びに関係部署職員と連

携し、林道・河川敷・堤防道路での定期的な不法投棄パトロールを実施しています。 

合併浄化槽設置は下水道区域外のみとし、水質の保全を図っています。既存の浄化槽におい

ては、長野県浄化槽協会の協力により、定期的に法定検査を実施し、不適正箇所の指導をする

など、維持・管理体制の強化、汚泥処理の適正化を図っています。さらに、河川の水質検査を

実施し、水質の保全などにも取り組んでいます。 

課題 

リサイクル推進のため、ごみの種類ごとに細かい説明のある分別マニュアルの要望があり、

今後検討する必要があります。また、生ごみの減量化への取り組みが求められており、松川村

消費者の会と連携を取りながら、施策を検討する必要があります。 

廃棄物の不法投棄や野焼きなどの事例も見受けられることから、環境美化・公害防止に対す

る、村民・事業所の更なる意識の高揚を図る必要があります。 

村の財産である美しい自然景観を守るため、不法投棄パトロールの強化、特定外来生物（ア

レチウリなど）の駆除体制強化も重要となっています。 

基本

方針 

◎ 環境保全に対する意識の高揚を図りつつ、分別収集の徹底とごみの減量化に繋がる施策

に努めます。 

◎ 省エネルギーに繋がる自然エネルギー普及に関する施策を推進しながら国が推進する

「低炭素社会」の実現に努めます。 

◎ 県及び関係機関の協力を得ながら、自然環境の保護、環境衛生及び生活環境の向上に努め

ます。 

 

（１）廃棄物のリサイクル、減量化の推進   住民課 生活環境係 

具体的

施策 

① 収集体制の充実と、リサイクルに向けた分別収集の徹底を図ります。 

② 消費者団体と連携し、生ごみの減量化に向けた研究などの取り組みを推進します。 

実施

内容 

① ごみの減量化と分別ちらしによる啓発活動により穂高クリーンセンターに搬入の可燃ご

みが平成３０年度は前年対比 34 トンの減量となった。 

穂高クリーンセンター搬入量   H26 1,309ｔ  H27 1,300ｔ 

H28 1,326ｔ  H29 1,283ｔ  H30 1,249ｔ 

② 松川村消費者の会と連携し、廃油のリサイクル（廃油石けん作り）、マイバックの普及、文

化祭においてごみ減量化に向けポスター掲示など啓発活動を実施した。 

評価 

効果 

① 総合計画策定時の目標数値には至っていないが搬入量は減少傾向にあり、ごみの減量化と

分別の啓発など積極的に推進している。（村民のごみ減量への意識が低下し、H28 には前

年度排出量を上回り計画策定当時（H25）の搬入量に戻ってしまった。そのため、ごみ減

量対策方法の見直し（生ごみの水切り、容器包装リサイクル分別徹底の防災無線やちらし

作製等）を行い、その成果もあって H29 から H30 までの 2 年間については施策目標の約
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38ｔ／年の減量となっている。） 

② 廃油の再利用およびごみ減量化の啓発など積極的に推進しており評価できる。 

課題 
① 住民の分別意識の向上と継続する意識が必要である。 

② 会員が増えず高齢化が進んでおり今後の活動に不安がある。 

今後の

方向性 

① 引き続き文書配布や防災無線を活用し時節柄のちらし作製などにより重要課題であるご

みの減量化と分別によるリサイクル率向上に取り組んでいく。 

② ごみの減量化及び分別とリサイクルは重要課題のため引き続き連携して取り組んでいく。 

 

◆施策の目標 

目標の内容 現状（H25） 目標（H31） 実績（H30） 達成状況 

燃えるごみ排出量（ｔ/年） 1,323 1,132 1,249 未達成 

 

（２）廃棄物の不法投棄の防止   住民課 生活環境係 

具体的

施策 

① 広報紙への継続的な分別情報の掲載に努めます。消費者団体と連携し、生ごみの減量化に

向けた研究などの取り組みを推進します。 

② 環境衛生部長の協力を得ながら分別収集の徹底を図るなど、リサイクル率向上につながる

施策に努めます。 

実施

内容 

① 年末の大掃除時期や３月の年度替わり、夏の生ごみの増加が予想される時期にごみの減量

化と分別ちらしを作成し文書配布時に全戸回覧による啓発活動を実施した。 

② 過去５年分の可燃ごみ搬入状況や分別した資源ごみの利用状況などを環境衛生部長会に

おいて提供した。また役員改選の年には可燃ごみ処理施設である穂高クリーンセンターと

分別保管施設を視察して地元区への情報提供など住民に啓発活動を実施した。 

評価 

効果 

① ごみの減量化と分別ちらしによる啓発活動により穂高クリーンセンターに搬入の可燃ご

みが平成３０年度は前年対比 34 トンの減量となった。 

② ごみの減量化と分別の情報提供による啓発活動により穂高クリーンセンターに搬入の可

燃ごみが平成３０年度は前年対比 34 トンの減量となった。 

課題 
① 住民の分別意識の向上と継続する意識が必要である。 

② 住民の分別意識の向上と継続する意識が必要である。 

今後の

方向性 

① 引き続き重要課題であるごみの減量化と分別によるリサイクル率向上に取り組んでいく。 

② 引き続き重要課題であるごみの減量化と分別によるリサイクル率向上を地元区での集ま

りの時に話題にしてもらい各家庭から取り組んでいく。 

 

（３）水質の保全   住民課 生活環境係 

具体的

施策 

① 浄化槽の維持・管理体制の強化、汚泥処理の適正化に努めます。 

② 河川浄化に向けた指導・啓発を図り、河川環境の保全に努めます。 

③ 河川の水質検査を定期的に実施しながら水質の悪化防止に努めます。 

実施

内容 

① 浄化槽法定点検検査について防災無線にて広報を実施した。汚泥について奇数月に抜き取

りを実施して処分をした。 

② 村民向けに川だけでなくごみの不法投棄禁止に係る啓発チラシ及び防災無線を利用した

啓発活動を随時実施、草川など農業用水路では高瀬川右岸土地改良区に依頼し川への不法

投棄禁止の立て看板の設置を実施。また、不法投棄監視連絡員の定期的な巡回活動により

河川の環境保全に努めた。 
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③ 毎年前川の２ヶ所と草川の３箇所を年４回水質検査を実施し水質の悪化を監視している。 

評価 

効果 

① 公衆衛生の向上と処理の適正化が図られている。 

② 大町建設事務所の協力もあり、一級河川（高瀬川、乳川、芦間川）の河川敷整備で橋の上

流側下流側とも整備されごみの不法投棄が減った。 

③ 毎年の水質検査により水質の悪化防止が図られている。 

課題 

① 浄化槽点検実施の継続が重要となり、汚泥処理は単価費用上昇が懸念される。 

② 農業用水路へのごみ不法投棄が多く見受けられる。 

③ 上流側での農業や酪農状況により水質悪化となってしまう。 

今後の

方向性 

① 浄化槽の継続的な点検実施となるよう引き続き啓発活動し、汚泥については引き続き処理

の適正化に取り組んでいく。 

② 特に不法投棄ごみが多い場所には啓発看板を設置するなど、引き続き啓発活動を実施して

いく。また、定期的な巡回活動も継続していく。 

③ 引き続き水質悪化防止のため定期的な水質検査を実施していく。 

 

（４）環境衛生の向上   住民課 生活環境係 

具体的

施策 

① 環境美化条例に基づき、規制や監視体制などの充実を図り、悪臭や騒音など、公害発生の

未然防止に努めます。 

② 自然環境保全に向けた特定外来生物駆除を徹底し、未然発生防止に努めます。 

③ 地球温暖化対策に繋がる「低炭素社会」の実現に向けて、国が推進する施策に積極的に関

与します。 

実施

内容 

① 臭気及び騒音の計測実施をするような苦情は無く、塗料による臭気の苦情が１件あり解決

に至った。 

② 毎年７月に多面的支払組織及び職員で駆除を実施している。また９月には建設業組合大北

支部を中心に駆除を実施している。 

③ 平成２７年度で太陽光発電システム設置補助金制度は終了したが、村内防犯灯を蛍光灯か

ら二酸化炭素排出量が少ないＬＥＤ灯への交換を平成２６年度から実施し平成３０年度

で終了した。また、平成２６年度に電気自動車の急速充電器設備を道の駅に設置した。 

評価 

効果 

① 悪臭や騒音に対する苦情については、通報があれば迅速に対応している。 

② 住民組織や建設業組合大北支部の協力もあり繁茂の拡大は軽微である。 

③ 地球温暖化対策に繋がる「低炭素社会」の一環として村内 624 基の防犯灯をＬＥＤ灯へ交

換した。また、電気自動車充電設備は日平均 3 台を超えるなど利用者が増加傾向にある。 

課題 

① 近隣住民とのトラブルについては民事不介入のため課題となる。 

② アレチウリは繁殖力が高く繁茂の拡大が懸念される。 

③ ＬＥＤ設備や電気自動車充電施設など新規設置は高額な設備投資が必要となる。 

今後の

方向性 

① 引き続き問題が長期化とならないよう住民感情に配慮し解決に努めていく。 

② 引き続き住民組織や関係組織と連携してアレチウリやオオキンケイギクなど特定外来生

物の駆除に取り組んでいく。 

③ 引続き低炭素社会への取組を継続していく。 

 

（５）省エネルギーの促進・自然エネルギー普及   住民課 生活環境係 

具体的

施策 

① 公共施設、家庭及び事業所における、省エネルギー対策を支援します。 

② 国や県が示す施策の検討と近隣市町村の取り組み状況を確認しながら、自然エネルギー普
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及に努めます。 

実施

内容 

① 役場庁舎及び南保育園に太陽光発電システムを導入して省エネルギー化に寄与している。 

② 自然エネルギー普及の実績なし。また、低炭素社会に向けた設備として道の駅に電気自動

車の充電設備を設置した。 

評価 

効果 

① 公共施設では省エネルギー対策については役場庁舎及び南保育園での実施だが評価でき

る。 

② 自然エネルギー普及に対する施設がないため評価ができない。 

課題 
① 導入に際して初期投資、維持費が膨大であり他施設導入は財政上困難である。 

② 特になし。 

今後の

方向性 

① 引き続き地球温暖化抑制となる省エネルギー化に取り組んでいく。 

② 取り組みができないため、廃止の方向で進める。 

 

 

第８節 安全な消費生活の実現 

現状 

消費者を取り巻く生活環境は日々めまぐるしく変化しています。生活の利便性が向上する

に伴い、消費者が被害者となる食品関連事件（偽造）や特殊詐欺事件が連日のように報道され

ています。 

このような状況の中、当村では消費生活に関する情報や知識を、防災行政無線や広報などに

より提供しています。また、消費者の契約に関する相談に対し、関係機関と連携して適切な指

導に取り組んでいます。 

課題 

悪質商法などに対し多くの対策が打たれていますが、依然として、高齢者を狙った巧妙化し

た手口の詐欺などが発生しています。 

消費者被害の未然・拡大防止を図るため、契約などに関する知識を深めてもらうなど、適切

な指導や的確な情報提供が求められています。 

基本

方針 

◎住民が安心・安全な消費生活が送れるよう迅速且つ的確な情報提供に努めます。 

◎消費者被害を未然に防止するため、知識の普及と相談業務の充実を図ります。 

 

（１）消費生活の高揚   住民課 生活環境係 

具体的

施策 

防災行政無線を含む広報を利活用した情報提供を迅速且つ的確に行うと共に「村消費者の

会」との連携による、学習会及び啓発活動に取り組みながら、消費者の意識高揚を図ります。 

実施

内容 

暴力追放交通安全村民大会や特殊詐欺被害防止の防災無線での広報やちらしを作成し「被

害者」となるのは高齢者だけでなく全ての年代が対象であるとして啓発を実施した。 

評価 

効果 

村文化祭でのポスター掲示など意識高揚の注意喚起等積極的に推進しており評価できる。 

課題 特殊詐欺を筆頭に犯罪手口が年々巧妙化しており注意が必要である。 

今後の

方向性 

引き続き警察署などからの情報提供や関係各所と連携し犯罪被害減少に取り組んでいく。 

 

（２）相談窓口の充実   住民課 生活環境係 

具体的

施策 

福祉部署からの情報提供にも目を向けながら、高齢者などいわゆる「生活弱者」が関係する

「消費者トラブル」の把握に努めます。また、相談体制の充実を図るため県消費生活センター

及び関係機関の支援・助言を仰ぎながら、適切な指導に努めると共に担当職員及び「村消費者
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の会」構成員のスキルアップを図るため、各種研修会・学習会に積極的に参加できる体制づく

りに取り組みます。 

実施

内容 

訪問販売や送りつけ商法など大町市消費者センターへの相談件数は平成２９年度圏域全体

で 207 件あり松川村は 15 件であった。専門的でない消費者トラブルも気軽に相談できるよう

大町市消費者センターの周知を広報誌やちらしにより啓発した。松川村消費者の会では中信

地域での研修会などに参加し他市町村の消費者部会との情報交換も行っている。 

評価 

効果 

消費者トラブルに専門の相談員を配置しており犯罪防止の意識高揚の注意喚起等積極的に

推進しており評価できる。 

課題 
新たな手口としてアポ電や依然として減らない特殊詐欺を筆頭に犯罪手口が年々巧妙化し

ており注意が必要である。 

今後の

方向性 

引き続き大町市消費者センターを活用し関係各所と連携して消費者トラブルの被害抑制に

取り組んでいく。 
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第６次総合計画評価検証シート （第４章） 

第４章 人を育み、生き生きと暮らせる村づくり 

第１節 学校教育の充実  １、学校教育の重点 

現状 

小中学校ともに学校グランドデザインに沿って、個別指導・チームティーチング指導、習熟

度別指導の充実など、児童生徒に応じたきめ細かな対応を図っています。また、ＰＤＣＡサイ

クル支援事業やＣＲＴの調査結果を分析し、課題を明らかにしてカリキュラムの充実に努め

ています。特に、総合的な学習（探求学習）を通して、コミュニケーション能力や自己表現力、

意思決定力などの人間関係力が養われています。 

不登校や不適応の児童・生徒への個別支援のため、村費教員や村教育指導員などを配置し、

指導・相談体制の強化を図るとともに、子育て全般に関わる相談窓口「子育てリンリンセンタ

ー」では、教育と福祉、関係機関の連携による支援を行っています。 

 施設面では、計画的な点検・維持・改善を行うとともに、小・中学校の天井耐震工事による

安全確保や、パソコン機器の更新など教育活動の多様化に対応できる、学習環境の整備や充実

に努めてきました。 

課題 

「確かな学力の保証」は、教育委員会・小中学校に求められている大きな課題です。家庭学

習を含め、各教科における基礎的・基本的な知識・技能が一人ひとりに確実に定着する、日々

の授業の充実が重要となっています。また、幼稚園・保育園から小学校へと学びをつなぐため、

情報の伝達や指導の一貫性・連続性を図る教育・保育を進めることが重要となっています。 

また、特別支援教育の対象となる児童・生徒に合わせた教育環境を確立する必要があり、個

別の指導計画に沿った指導方法の工夫改善と個々のニーズに応じた支援を行い、その能力や

可能性を最大限に伸ばす支援体制の充実を進める必要があります。 

不登校や不適応の児童・生徒、いじめ問題などに対しては、早期発見・早期対応につながる、

効果的な取り組みが求められており、学校内外における相談・支援体制を継続することが必要

です。 

耐震工事は終了していますが、将来予想される地震への対応のため、学校危機管理マニュア

ルの見直しや、避難所運営マニュアルの策定が必要となっています。 

基本

方針 

◎社会の変化の激しい時代の中で、一人ひとりの学ぶ意欲を高め、個性や能力を伸ばす基礎

的・基本的な知識や技能に加え、それを活用する力やコミュニケーション能力など、子どもが

自らの未来を切りひらいていくために必要な、学ぶ力と発表する力（自己表現力）を育成しま

す。 

◎幼保・小・中の連携を一層充実させ、一体感ある学校運営に取り組みます。 

◎特別支援教育は、児童生徒が抱える様々な問題に対応しながら、今後ともきめ細かな支援を

続けます。 

◎施設の継続的な点検・維持・改善を行うとともに、教育活動の多様化に対応できる学習環境

整備や充実について、計画的に推進します。 

 

（１）学ぶ力の育成   教育委員会 学校教育課 

具体的

施策 

① 学習習慣の形成と基礎・基本の定着を図るため、少人数学級・少人数指導、学習形成の工

夫、学習指導方法の改善など児童・生徒一人ひとりへのきめ細かな指導を行い、「わかる

授業」や「延びる力を一層伸ばす授業」が展開されるよう取り組みます。 

② 台湾「鹿港鎮」との友好都市交流を通して、国際感覚とコミュニケーション能力や自己表
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現力の育成を図ります。 

③ 「家庭学習の手引き」を利用し、授業と家庭学習のサイクルを確立し、自ら学び考えるこ

とができる力を育てます。 

実施

内容 

① 村費による加配教員配置。 

なかなか登校に結びつかない児童・生徒に対しては、教育委員会からも人的支援をし、徐々

に学校に慣れさせる対応を取った。その結果、中間教室への登校につなげることができた。 

外部講師を招いた小中学校研究会の実施した。 

② これまでの松川村と鹿港鎮との友好都市協定に加え、昨年度(平成３０年度)松川中学校と

鹿港國民中學、鹿鳴國民中學との間で姉妹校協定を締結した。これまでに６回の交流事業

を行い、受入は全校生徒が授業交流を行った。また、派遣は約２５０名の生徒が台湾を訪

問しました。受入も訪問も、１泊は生徒宅へのホームステイを行いお互いに両国の家庭の

雰囲気を味わったり、コミュニケーションを取り合ったりすることで交流活動を行ってい

る。 

③ 「家庭学習の手引き」には、学年の発達段階に応じた学習の仕方を載せ、家庭学習のポイ

ントを保護者に伝えるようにしている。 

全国学力・学習状況調査では、国語・算数とも全国平均を「少し上回っている」、理科に関

しては「上回っている」との評価（平成３０年度）が得られた。 

講師を招き、小中合同研究会を開催。9 カ年を通した「協働の学び」をめざしている。 

評価 

効果 

① 低学年の体育を専科教員が受け持つことで、担任と連携して安全に配慮した授業ができる

ようになった。 

1 クラスの人数が多い学年に学習支援員が副担任として関わることで、子どもたちに目が

行き届くようになった。 

配慮が必要な子どもたちに対して、個別指導によるきめ細かな対応ができるようになっ

た。 

② 平成３０年度松川中学校と鹿港國民中學、鹿鳴國民中學との間で姉妹校協定を締結した。

これまでに６回の交流事業を行い、受入は全校生徒が授業交流を行い。また、派遣は約２

５０名の生徒が台湾を訪問した。 

受入も訪問も、１泊は生徒宅へのホームステイを行いお互いに両国の家庭の雰囲気を味わ

ったり、コミュニケーションを取り合ったりすることで交流活動を行ってきた。 

③ 算数や理科学習への関心、意欲についての質問（「算数の勉強は大切」等）で、「あてはま

る」と回答した児童の割合が全国平均を上回った。自分の力を伸ばそうと意欲的に学習に

取り組む子どもの姿がうかがえている。 

家庭学習への取り組み、授業中のノートへの記述や課題解決に向かう姿から、自分の考え

をもつことを大切にしていることがうかがえる。学力向上に向けた取り組みの成果があら

われている。 

課題 

① 非常勤職員は勤務時間が限られており、児童・生徒を１日通して支援することができない

ため、指導が手薄となる時間が発生している。校内の時間割の運用で、支援員がいない時

間の対応が必要となる。 

② 第５次及び第６次派遣団の生徒の様子や昨年度の受入の状況から、徐々に事業発足当時の

初心が薄れているように感じる部分がある。派遣生徒は、村の代表であることの自覚が足

りない生徒もいた。 

自覚を持たせ意識改革をしていく。 

③ 全国学力・学習状況調査の結果は全国平均をやや上回る結果が得られた。 
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今後の

方向性 

① 今後も特別支援学級を中心に、支援員の配置を継続する。 

② 先述したとおり、他市町村に例を見ない国際交流事業なので今後も継続をする。 

受け入れに関しては、松川中学校の生徒が台湾でしていただけるような心のこもった歓迎

ができるように全校の意識を高めていく。 

交流方法、交流時期など、姉妹校となった３校でさらに良い交流事業となるように、各校

の実情を踏まえながら実施していく。対話を通して、つけたい力を伸ばしていく授業を創

ります。「わからないと言う」「友だちの声を聴く」「友だちと一緒に追究する」の３つの学

び方が子どもたちの身に付くよう、研究と実践を積み重ねていく。 

小中が連携して、「協働の学び」に向けた取り組みを推進していく。 

 

（２）豊かな心の育成   教育委員会 学校教育課 

具体的

施策 

① 不登校傾向や適応支援を必要とする児童・生徒や保護者に対し、「村子育てリンリンセン

ター」による支援を関係機関と連携し更に強化します。 

② 思いやりと生命を大切にする心を育てるため、人とのつながりや自己の生き方を深める教

育を推進します。 

実施

内容 

① リンリンセンターでは子育て・教育に関する関係機関の連携を基本に下記の取り組みを行

った。 

リンリン会議：子育て・教育機関が支援や特別な配慮を要する子どもや家庭について、情

報共有や支援の方向を検討するための会を月一回実施した。 

個別支援会議及び関係者会議：上記の子どもや家庭についての個別の会を必要に応じて行

ったが、年間４０回ほどに及んだ。 

就学相談委員会：子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた「学びの場」について年間全

体会２回、観察会２～３回そして保護者との面談等を実施した。 

② 小学校中学校、共に人権教育を重要と捉え、道徳だけでなく、日常生活の様々な場面でお

こる何気ないやりとりから人権感覚を磨こうとしている。 

教職員の人権感覚を磨くことで、初めて児童生徒に人権感覚が身につくと考え、職員研修

を取り入れている。 

外部指導者による講演会も行っており、特に中学校では、ＰＴＡの主催による人権講演会

を６月の参観日に実施することで保護者へも啓蒙している。 

評価 

効果 

① 保育園、学校、教育委員会、福祉課等多くの関係機関が支援や特別の配慮を必要とする子

どもや家庭について情報交換することによって一人の子どもや家庭を様々な視点から理

解を深めることができたし、それによって支援の方向も見えてきた。 

家庭から、「村の複数の関係者が支援してくれるので安心」という声が聞こえた。 

② 保護者対象の学校評価アンケートでは、小学校も中学校も人権教育で思いやりの心を育て

ているという内容の質問項目に対して、当てはまるという回答が小学校で 90％以上、中

学校で 80％以上の評価を得ており、人権感覚が身についてきていることを保護者からも

認められてきていることと感じる。 

課題 

① 上記の良さがある反面、子どもを固定概念（保育園の時は○○だった。というような）で

捉えてしまうことが心配される。子どもは日々変容する。子どもの変化、現在の子どもの

状況をしっかり把握し、支援の方向を検討していきたい。 

個別の支援会議では「見える化」等さまざまな形式で会議が行われる。会議運営者の更な

る研修が必要とされる。 

② 自己を大切にすると同じように他者を大切にする心の教育は絶えず必要であるとされる。 
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今後の

方向性 

① リンリンセンターとして、実施内容（リンリン会議・個別支援会議・就学相談等）につい

て関係諸機関の連携をさらに強化し、支援を必要とする子どもや家庭についての情報交換

や支援の充実につなげていきたい。 

来年度からも関係諸機関の連携は従来通り行うが、保小中の授業や活動の具体的な連携に

よって児童生徒理解を深めることも大切にしたい。 

② 児童生徒の心の教育はこれまで同様に大切な教育活動であることを自覚して実施します。

また、教職員による体罰暴言が問題となっていますが、絶対に本村小中学校では起こらな

いように職員自らが人権感覚研鑽に励む。 

児童生徒へは、日々の何気ない生活の中に問題は潜んでいるので、その一瞬を逃さない「鉄

は熱いうちに叩け」という指導助言を行なう。 

 

（３）安全で安心な充実した教育環境の整備   教育委員会 学校教育課 

具体的

施策 

児童・生徒が安全で安心して学べる学校施設と、教育内容の変化に対応できる環境整備を計

画的に進めます。 

実施

内容 

小学校・中学校教室のエアコン設置等、大規模改造事業を実施計画により実施。 

評価 

効果 

 小学校・中学校の体育館を含めた大規模な改良工事はほぼ完了。 

課題  長寿命化計画をどのように計画するか、また、児童生徒の減少による教室施設の有効利用。 

今後の

方向性 

 長寿命化計画による、改造を実施していく。 

 

（４）特別支援教育の充実   教育委員会 学校教育課 

具体的

施策 

一人一人の子どもの個性と可能性を伸ばす教育の実践と家庭への支援体制を進めます。 

実施

内容 

個別の指導計画をもとに、学校と家庭とが連携して、一人一人の子どもに必要な学習を進め

てきた。 

必要に応じて関係する職員や関係機関の担当者を交えての支援会議を行い、保護者の願い

を聞きながら支援のあり方を検討してきた。 

保育園と連携して、来入児の就学前学校体験を複数回実施した。 

評価 

効果 

退級を含め適切な就学になるよう、児童の観察や保護者からの聞き取りを行ってきた。 

入学による環境の変化が心配された来入児も、保育士付き添いのもとで学校体験を重ねた

ことで、学校生活にスムーズに移行できた。 

課題 

自・情障学級への入級者が増加する傾向があり、インクルーシブ教育の流れに逆行していま

す。通常学級での配慮により、入級しなくても学習に支障のないようにしていく必要があると

考える。 

今後の

方向性 

校内研修として、通常学級担任に対する特別支援教育研修を実施する。 

自・情障学級での学習を、個別学習から小集団での活動へと段階的に移行していくことで、

原級での学習を可能にしていく方向を探ります。 
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第１節 学校教育の充実  ２、教育の連携 

現状 

豊かな自然の中で特色ある教育を行うため、ボランティア活動や農業・福祉などの各種体験

活動を通し、地域に根ざした学校づくりを進めています。 

児童生徒は家庭、学校だけでなく、地域の中で育ち人間性や社会性が形成されていきます。

このため地域に住む多様な人材を活用した、開かれた学校づくりがさらに必要となっていま

す。 

課題 

少子化、核家族化など子どもを取り巻く環境の変化に対し、家庭、学校、行政及び地域が一

体となった協力体制のもと、広い視野と行動力を持った心豊かな児童・生徒を育成して行くた

めの教育が必要となっています。 

また、インターネットや携帯電話などによる様々な問題が増加しており、犯罪や事故から子

どもたちを守る環境づくりを、さらに進める必要があります。 

基本

方針 

◎学校・家庭・地域がそれぞれの役割を見つめなおし、互いに連携・協力を図りながら、「子

どもは村の宝」として、子どもたちの豊かな人間性、社会性の育成を推進します。 

◎子どもたちが事故や犯罪に巻き込まれることがないよう、地域全体で見守りを進めます。 

 

（１）地域で育てる教育の推進   教育委員会 学校教育課 

具体的

施策 

① ボランティアの育成や情報発信を積極的に行い、開かれた学校づくりを推進します。警察、

地域、関係機関との連絡を密にし、暴力行為及び青少年の非行の防止に努めます。 

② 地域を担う人材を育成する、キャリア教育の充実を推進します。 

③ 小中学校、保育園、ＰＴＡや保育園保護者会、子育て支援グループなどと協力し、家庭教

育に関する講演会など学習機会や情報の提供を行い、家庭や地域における教育力の向上を

図ります。 

④ 自然や農業の楽しさ、厳しさを体験することにより、たくましい精神力や豊かな想像力を

身に付ける事業を推進します。 

実施

内容 

① 全校でアルミ缶回収を行い、収益金でゆうあい館に車イスを寄贈する活動を続けている。 

(ア) 委員会活動で、ゆうあい館での訪問・交流活動を行っている。 

(イ) 「地域と共にある学校の実現」を目標に平成２９年度末に立ち上げた松川村コミュ

ニティースクールが、昨年度から具体的な活動を開始し始めた。この松川村コミュニ

ティースクールでは、地域学校連携事業として、総務部・学習支援部・放課後活動部･

体験活動部の４つの事業部を置き、学校と地域の「連携･協働」のための橋渡しを果

たす。特に中学校では、あずみのちひろ美術館の協力をいただき、ツアーガイドボラ、

水彩技法ボラ、絵本読み聞かせボラ、大花壇花苗定植ボラなどを務める機会をいただ

いた。 

② 生徒が個々の適性や能力を見つめ、将来への夢を持ち育てる中で、自己の意思を責任にお

いて自分の進むべき道を選択していくように学校では指導している。具体的には、１年生

では、進路適性検査を行い自己の将来の意識付けをする。２年生では、キャリア教育講演

会やマナー研修会を行った上で職業体験学習を実施し、働くことの実際を体験する。３年

生では、自分の将来に向けて直近の中学卒業後の進路を考え悩み、適切な進路選択とその

実現を図る。 

③ 松川小中学校 PTA 研修会を開催し、保護者向けの講演会を実施している。 

(ア) コミュティースクール学校運営委員会を立ち上げた。 

④ 米や大豆の栽培、収穫、加工体験（2 年生、3 年生、5 年生）、リンゴの摘花、収穫体験（4

年生）、シクラメンの栽培体験（6 年生） 
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評価 

効果 

① 小学校中学校共に、これまでの歴史の中で地域の皆さまに見守っていただき、活動体験の

場を提供していただた。今回その代表者には、松川村コミュニティースクール運営委員に

入っていただくことで、連絡協議をスムーズに行えるようになった。 

(ア) 児童生徒は、ボランティア精神を体験学習の中から学び得ることができた。 

(イ) 学びの姿を、学校だよりや学年だよりにて発信したり、新聞各紙で記事に取り上げて

もらったりしていただいた。 

② ２年生の職場体験学習では、村内外４０弱の事業所に協力をいただき、２日間の日程で実

施している。また、今年度よりこれまで全校で実施してきたりんごの摘花作業を、３年生

のキャリア教育の一環に位置づけ、松川村の主産業である農業(果樹栽培)の職業体験学習

として実施する。 

③ 学校と保護者や地域住民の関わりを増やすことができ、学校運営の透明化という観点か

ら見ても、意味があった。加えて、コミュニティースクールに関わる保護者や地域住民同

士の関わりも増やすことができ、地域の活性化にもつなげることができた。また、コミュ

ニティースクールによって顔見知りの住人が増えることで、間接的に地域の防犯にも貢

献することができた。 

④ 地域の特色を生かした農業体験ができ、子どもたちが意欲的に活動した。 

(ア) 体験を通して生産者の方の苦労や収穫の喜びを感じることができた。 

(イ) 収穫祭などの活動を通じて、指導者や地域の協力者との交流を深めることができた。 

課題 

① 児童生徒の減少に加え、新学習指導要領に即した教育課程の再編に関わり、これまでと同

様の規模や形態で地域学校連携事業が難しくなっている。 

② キャリア教育(進路指導)＝高校入学指導とならないように、生徒の生涯を見据えた人生設

計の教育であることを配慮する必要がある。 

③ 成果には、ある程度の時間がかかる、中長期的な視点を持ち、腰を据えて取り組んでいく

ことが必要である。このため、予算や権限、その他の工夫により、学校運営協議会の組織

を継続的に展開させていく仕組みが必要である。 

④ 活動ありきではなく、松川小学校で学ぶ子どもたちにとって何が必要なのか、なぜ学ぶの

かという理念を見失わないようにし、十分な学習成果が得られるようにしていく必要があ

ります。充実した教育活動にするために、授業時数の確保と、地域人材の継続的な協力が

必要となる。 

今後の

方向性 

① 小学校は来年度、中学校は再来年度に新学習指導要領の完全実施となることにあわせて、

これまでの地域学校連携事業の内容を見直し、よりより地域と学校の結びつきを検討し

ていく。 

(ア) 社会教育の一環として、小中学生が可能なボランティア活動を紹介運営していくこ

とができないか検討していく。 

② 県教育委員会が検討している高校再編成及び高校入試制度改正についてタイムリーに情

報をキャッチし、中学校(必要に応じて小学校)に周知を図る。 

(ア) 高校再編制に関わっては、松川村として地域の願いや要請を県教育委員会に伝えて

いき、都市部重視の偏った再編成とならないように声を上げ続けていく。 

③ 学校運営協議会の組織を継続的に展開させていくこと。 

④ 新学習指導要領実施に向けて、各教科との連携などカリキュラム・マネジメントの視点か

ら内容の見直しを図る。これまで培ってきた地域とのつながりを大切にしつつ、さらにコ

ミュニティースクール運営協議会を活用し、コーディネーターや各メンバーが、学校と地

域を有機的に結ぶことができるように連携を密にしていく。 
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（２）子どもの安全対策   教育委員会 学校教育係 

具体的

施策 

① 子どもの安全を守るため、地域や団体などが学校を支える事業の支援を図ります。 

② 地震などの災害に対し児童生徒が適切に対応できる、実践的な防災教育の推進を進めま

す。 

③ インターネットなどと正しく向き合うために、関係機関と連携の取れた活動と教育を推進

します。 

実施

内容 

① 通学路安全点検。 

青パトボランティアによる見回り。 

PTA 役員による冬期下校時の見回り。 

学校職員による登校時の安全指導。 

子どもを守る安心の家の指定９６箇所・子どもを守る安心の家の指定 96 箇所。 

② 避難訓練の実施（年３回）、聞き取り訓練の実施（年１回）、引取引渡訓練の実施（年１回） 

③ 「スマホ・ケータイ安全教室」を実施。保護者とともにネットの危険性や安全な活用の仕

方について学ぶ機会を設けた。 

人権教育と関わらせて、インターネットに関わる非違行為の被害者にも加害者にもならな

いための講演会を実施した。中学校では、NTTdocomo を講師に招いたＳＮＳ利用の講演

会を昨年度末に保護者も含めて現３年生に、今年度初めに１，２年生対象に行った。 

インターネットの常識を持ち、情報を得ることのできる能力やその情報が正しいものであ

るかの判断能力、インターネットトラブルからの自衛能力、インターネットモラルなどを

身につけるために、教科横断的に学習してきた。 

評価 

効果 

① 安全点検カードによる点検実施が出来た。 

(ア) 学校長・教頭・校具営繕係・教育委員会と連絡対応体制が出来た。 

(イ) 防犯訓練の実施。 

② 避難時の合い言葉「おはしもち」（押さない、走らない、しゃべらない、戻らない、近づ

かない）を徹底しました。迅速・安全な避難ができるよう、訓練を通して身につけること

ができた。 

(ア) 授業中の避難だけでなく、休み時間の災害発生を想定した予告なしの訓練も実施し

ました。高学年児童が低学年児童に声をかけて避難を促すなど、子どもたちの自発的

な対応が見られた。『中学生が作った防災マップ』の年度更新と家庭配布。 

③ 小学校中学校、共に「小中学生に自分専用の携帯電話は必要ない」という基本的なスタン

スで生徒には接している。 

(ア) 重大なインターネットトラブルは起きていない。 

課題 

① 机上の訓練では限界がある、警察署からは、子ども向けの護身術などの指導が実践的想定

内容を変えて行くことが今後の課題。 

② 訓練時だけでなく、子どもたちが日頃から防災の意識を持つことが大切です。防災教育に

力を入れる必要がある。 

③ それでも中学生ではインターネットに関わるトラブルは起きています。しかも、知識が不

足しているがために起きてしまった事案ばかりである。幸い大きな問題には至らなかっ

た。 

(ア) 保護者が買い与えておきながら、問題発生時の対応を学校に求めるケースが大半で

あり、保護者が管理責任者としての自覚を高める必要を感じる。 

今後の ① 児童生徒園児が安全な生活をおくれるよう、不審者の侵入、連れ去り、防犯に係わる安全
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方向性 確保のため対策を考え、緊急事態に対応した訓練を実施していく。 

② 自然災害や火事・交通事故、授業中や休み時間に想定される危険について、「総合的な学

習の時間」を中心に、継続的に学習していく機会を設ける。 

(ア) 外部団体と連携し、指導を受けながら、安全な学校体制を確かなものにし、児童の安

全意識を高めていく。 

③ インターネットトラブルの問題は、「未然防止」と起きてしまった際の「迅速な対応」に

尽きる。未然防止には、情報モラル教育の一層の充実、保護者への啓蒙と連携、インター

ネット依存の防止、安心安全利用のための大人の研修、学校と教委と警察の連携と協力等

を行っていく。万が一問題が発生した場合は、一度書き込まれた内容は永久に完全削除は

不可能であることを覚悟しなければならないことを意識した体制を整えていく。 

 

 

第２節 食育の推進 

現状 

関係機関、団体などが食育の活動に積極的な取り組みを行っており、男性長寿日本一として

注目されています。松川村食育推進計画により、村民一人ひとりが主役であるという認識を持

ちながら、特に松川村の自然からもたらされる食の恵みに感謝し、地産地消の良さを伝え、体

験を通じた食を選択する力の育成を進めています。 

課題 

生活習慣や食生活スタイルが変化し、食育の重要性はますます高まっています。村民一人ひ

とりが正しく食を理解し、健康長寿と豊かな人間性を実現するため、食育をさらに推進する必

要があると考えます。 

特に信州大学医学部との地域連携による食育講座や、食生活改善グループなどによる実践

的な健康づくりメニューの普及は、今後ますます重要となっています。 

基本

方針 

◎正しい食に関する知識と望ましい食生活・食習慣の育成を図ります。 

◎「早寝、早起き、朝ごはん」運動を進め、家庭・学校・地域が一体となって、心身ともに健

康な子どもたちの育成を目指します。 

 

（１）食育の推進   福祉課 健康推進係 

具体的

施策 

① 「食育推進計画」に基づき、家庭、学校、行政及び関係団体などが積極的に連携・協力し、

食育の普及・啓発活動を推進します。 

② 食育活動を通じて子どもたちの体力向上と健康の保持・増進を図るため関係機関との連携

を進めます。 

③ 食農体験学習を通じた、食育の推進に努めます。 

実施

内容 

① 松川村食育推進協議会の場において、関係機関の代表による情報の共有化や村の食育推進

の普及・啓発活動について協議を実施。（平成３０年度実績：２回開催）  

村の文化祭で食育サポーターすずりんの活動報告や食育かるたの展示により広く住民に

啓発を行った。 

村の広報誌を活用し、食育サポーターすずりんの活動報告や食育に関する情報の啓発を実

施（平成３０年度実績：１２回掲載） 

② 食育サポーター「すずりん」の活動が４年目に入り、活動の定着化が図られた。（平成３０

年度実績：保育園での指導６回、小学校での指導４回、参加サポーター人数延べ 48 名） 

第２次食育推進計画により、子どもたちの食習慣の改善を学校給食センターや保育園の栄

養士（栄養教諭）が中心となり実施した。 
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③ 保育園では営農支援センターを中心に関係団体の指導のもと、各種農業体験を実施してい

る。（サツマイモ、じゃがいも、とうもろこし、大根、白菜、キャベツなど栽培から収穫ま

で） 

小学校では、農業小学校（３学年）で総合学習の時間に収穫した大豆で味噌作りを行って

いる。また、学校の田んぼで米作り（５学年）を実施。 

中学校ではリンゴの摘花作業体験を実施。 

評価 

効果 

① 食育サポーターすずりんの活動は、栄養士（栄養教諭）の指導に加え地域の方が出向き指

導することで興味を引くことができ、一定の効果を上げている。 

食育推進協議会では、各関係機関の団体の代表が食育について話し合うことで、団体間の

活動内容が分かり今後の自分たちの活動に生かしている。 

② 児童生徒の食に対する実態調査（Ｈ28：県）から、児童生徒自身の食の知識や意識、行動

に関して改善が見られ、学校給食を基盤とした食育の成果が伺える。 

③ 農家の子どもたちですら土に触れる機会が減っている中、村のベテラン指導者から話を聞

いたり、野菜の定植、収穫など体験することを通じ「食」への意識を高める学習の場とし

て効果がある。また、農業小学校では、社会科見学で味噌蔵の見学や大豆から加工品にな

る過程を授業で学び、総合学習で実際に体験したことにより子どもたちが深く学ぶ機会と

なった。 

課題 

① 食育推進協議会について、情報の共有はできるが、具体的な活動はそれぞれの団体となっ

てしまうため、会としての活動をどう行うかが課題。 

食育サポーターすずりんは、講師の登録者数が 25 名いるが、実際に指導に当たる方が固

定化されてしまっている。 

② 子どもたちの健全な体を作るためにも正しい食習慣の実践は必須となるが、家庭での食生

活は、保護者の意識を変える事が必要となる。 

啓発資料の配布等は行なっているが、個食や欠食などの改善は家庭での協力が必要なため

引き続き家庭との連携を深めながらアプローチ方法を工夫していくことが今後の課題。 

③ 農村であっても野菜を知らない子どもも多い。また、自分たちの食べている物が何で作ら

れているか分からない子どももいるという中で、今後は家庭を含めた食農教育の普及が課

題。 

今後の

方向性 

① 食育推進協議会では会全体及び各部会の活動を検討する。また、第３次食育推進計画策定

を行い令和２年度からの５年間の村の方針を決定する。 

② 第３次食育推進計画の策定も含め、地域や家庭での課題の共有化を図り、具体的な行動に

繋げていく。 

学校給食や保育園の指導だけでなく、食育推進協議会の活動として、PTA などと連携し、

「食育」について学ぶ場を増やして行く。 

③ 関係機関と農業関係団体との連携を深め、効果が出ている内容については、今後も継続・

拡大していく。 

 

 

 

（２）学校給食の充実   池田松川学校給食センター 

具体的

施策 

① 郷土の食文化や産業に対する理解を深めるため、郷土食や伝統食の導入など学校給食の献

立・調理に関する研究を進めます。 

② 学校給食における地場農産物を使用する割合を高めるなど、地産地消に努めます。 
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実施

内容 

① 池田町、松川村の小中学校給食担当教諭、栄養教諭、栄養職員、栄養士、給食センター職

員で構成されている献立検討委員会（松川中学校校長が委員長）を隔月で開催しながら「①

生産や流通が見える地元産（米や野菜他）や国産の旬の食べ物を使用する。②食事にふさ

わしい形で食文化の学べるものを取り入れる。③素材がわかっている安全なものを使用す

る。④食事に形態がわかる組み合わせにする。⑤味覚が育つよう素材の味を生かし、薄味

で食べられるものにする。」内容の献立となるよう取り組んでいる。 

② 年度当初に地産地消を推進する懇談会（JA 大北・生産者・給食センター）を開催。地元産

の使用状況、地元産食材カレンダーを確認しながら、地元産の食材を献立に取り入れてい

る。また、JA 大北経由以外（他青果物納入業者）の納品品目についても地元産を優先し

ている。   

評価 

効果 

① 献立検討委員会の検討事項を踏まえた献立を作成しながら、月 2 回各家庭に配布する、「献

立予定表」に、使われている食材に関する説明（歴史、産地他）や、各行事にちなんだ献

立となる場合は、その行事の歴史、どうしてこの日にこれを食べる風習があるのかを児童

生徒およびお家の方に学んでもらっている。 

② 懇談会での調整により、優先的に地元産（JA 大北管内の小谷村、白馬村、大町市、池田

町、松川村産）を使用（使えるものは使う方針）できている。また、食材の発注・納品・

支払の効率化が図られている。学校給食における地元農産物（米、野菜、味噌）の使用割

合は平成 30 年度実績では 43％（目標割合 H25 年度 44％→H31 年度 50％）となってい

る。（参考）過去の使用割合 H26 年度 49％、H27 年度 51％、H28 年度 51％、H29 年度

45％ 

課題 

① 郷土食や伝統食を含む全般的な献立作成にあたり、食材の価格、人手（調理員手配）を考

慮する必要がある。 

② 地元産の食材を使用した献立を作成するにあたり、年間を通してコンスタント（収穫時期、

天候不順による不作に左右されない）に確保できる食材に限りがある。 

今後の

方向性 

① 住んでいる地域の食文化（郷土食、地元食材、旬の食材）を大切にしつつ、諸外国の食文

化についても知ってもらえる献立を作成する。 

② 安心・安全な地元産食材の使用推進にあたり、生産者（納入者）への納入規格（不良品、

異物混入防止）の周知徹底が必要である。 

 

◆施策の目標 

目標の内容 現状（H25） 目標（H31） 実績（H30） 達成状況 

学校給食における地元農産物の使用割合（％） 44 50 43 未達成 

 

 

第３節 生涯学習の振興 

現状 

生活が豊かになり、充実した人生を送るため、生きがいや心の豊かさが求められる時代とな

り、村民の生涯学習への意識が高まってきています。 

当村では、住民の学習ニーズに配慮しながら、民間、大学などの活動と連携しつつ、新規事

業にも積極的に取り組み、生涯学習を通して人材育成を推進してきました。 

「すずの音ホール」は、平成 21 年 5 月にオープンした、図書館も含めた多目的交流施設で

す。建設段階から村民の要望・意見を取り入れるとともに、その運営にも携われる体制をつく

りました。村民が自主的、自発的な学習活動が行える、生涯学習推進の拠点となる施設として
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期待されています。 

課題 

村民の学習意欲が多種多様化する中、住民ニーズを的確に捉えるとともに、子どもからお年

寄りまで幅広い視野に立った豊富な学習機会の提供と併せ、参加者の人と人とのつながりを

築いていく必要があります。また、住民がより利用しやすい環境づくりを進めるため、他の社

会教育施設や公共施設と連携した効率的な施設利用を進める必要があります。 

図書館では、住民の多様化する要望や、書籍の形態などに柔軟に対応することのできる、新

たなサービスの在り方を検討する必要があります。 

基本

方針 

◎年齢を問わず学びたいことが自由に学べるよう、多くの機関と連携し、豊富な学習の場の提

供を進めます。 

◎人と人とのつながりを築くとともに、家庭・地域の教育力の向上を目指すため、各分館を含

めた公民館機能の充実を図り、生涯学習の基盤づくりを進めます。 

◎図書館の開設により、居心地の良い滞在型図書館を目指すため、蔵書の充実、サービスの向

上に努めるとともに、図書館活動と読書活動の一層の推進を図ります。また、学校図書館、大

北地域図書館、安曇野市図書館とのネットワーク化など、広域での図書館サービスの可能性を

探っていきます。 

 

（１）生涯学習体制の整備・充実   社会教育課 社会教育係 

具体的

施策 

① 自ら学ぶ学習の機会の提供 

多目的交流センター「すずの音ホール」、生涯学習センター「グリーンワークまつかわ」な

どを拠点とし、各地区施設などを活用した多種多様な学習の機会を提供し、分館での学習

活動を支援します。また、村民誰もが自主的に学べる、環境づくりに取り組みます。 

② 指導者の育成 

多様な学習活動を通じて人材育成を図るとともに、新しい活動を生み出すための指導者育

成につなげていきます。 

③ ボランティアグループの育成 

地域住民参加グループ、社会教育団体などと連携し、生涯学習や福祉ボランティアの振興

につなげていきます。 

④ 交流ネットワークの構築 

社会教育施設間のネットワークの構築、人と人、分館間のネットワークの構築に努めてい

きます。 

実施

内容 

① 年間平均利用数 H２６～２９ 

多目的交流センター 2,385 件、41,188 人 

生涯学習センター  2,726 件、30,323 人 

年間平均分館講座数 H２６～３０ 18 件、 参加者数 351 人 

② 生涯学習リーダーバンク「村の先生」登録者数 H３１現在 55 人 

年間平均分館講座数 H２６～３０ 18 件、 参加者数 351 人 

③ 芸能ボランティア一座 登録数（H30） 16 団体 

④ 年間平均分館講座数 H２６～３０ 18 件、 参加者数 351 人 

公民館報 年３回発行 

分館長会 任期中３回開催 

評価 

効果 

① 拠点となる施設の利用が一定数以上あり、施設を生かしながら住民の学習ニーズに配慮

し、新規事業などにも積極的に取り組み、新たな試みでの社会教育・生涯学習・人材育成

の推進を図ることができている。特に、村民が自主的に企画する事業の推進を図り、生涯
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学習の取り組みを支援している。 

各分館における講座についても多様な内容で開催されており、大勢の方へ自主的な学びへ

の環境づくりが整いつつある。 

② 社会教育において指導者育成となるよう生涯学習リーダーバンクへの登録を行い、村カレ

ンダーにより周知し、指導者育成を図っており、分館講座において登録者が講師を行うな

ど人材育成につなげている。 

③ 村ボランティアセンター（村社協）に登録している団体等が各地区ふれあい会や各分館に

より行われている敬老会などで活動し、福祉ボランティアの振興が図られている。 

④ 分館講座への支援や公民館報での各分館の取り組み紹介、分館長会開催などを通じて人と

人、分館間のネットワーク構築に努めている。 

課題 

① 住民の生涯学習意欲を支援しながら、公民館講座から独立し、社会教育関係団体として活

動を続けていくなど自立した団体の育成を今後も推進する必要がある。 

② 生涯学習リーダーバンクへの新規登録者を増加し、多様な生涯学習ニーズに対する指導者

のマッチングが必要になる。 

③ ボランティアセンターへの新規登録者を増加し、多様な学習ニーズに対するボランティア

グループのマッチングが必要になる。 

④ 今後も引き続き、分館講座への支援や公民館での各分館の取り組み紹介などの情報提供、

分館活動に関する指導、助言、関係者研修や本館と分館、分館相互の連絡調整、講習会、

学級・講座などの講師の斡旋、派遣などの活動援助によりネットワークの構築に努める。 

今後の

方向性 

① 多目的交流センター、生涯学習センターなどの拠点施設を生かしながら、住民の生涯学習

意欲を支援し、分館での学習活動や村民誰もが自主的に学べる環境づくりに取り組む。ま

た、自主的な学びの輪を広げ、社会教育関係団体等として自立した活動が出来るよう支援

を行う。 

② 生涯学習リーダーバンクの新規登録者数増加のため、より一層周知を図り、今後も多様な

学習活動を通じた人材育成を図り、新しい活動を生み出すための指導者育成につなげてい

く。 

③ ボランティアセンターへの新規登録者を増加し、多様な学習ニーズに対するボランティア

グループのマッチングが必要になる。 

④ 今後も引き続き、分館講座への支援や公民館での各分館の取り組み紹介などの情報提供、

分館活動に関する指導、助言、関係者研修や本館と分館、分館相互の連絡調整、講習会、

学級・講座などの講師の斡旋、派遣などの活動援助によりネットワークの構築に努める。 

 

（２）図書館の充実   社会教育課 文化施設係 

具体的

施策 

① 蔵書の充実 

図書館の蔵書の更なる充実と村民へより多くの資料を提供するため、広域的な利用システ

ムの構築を検討するなど、利用者数の増加に努めます。 

② 子どもの読書活動の推進 

読書を通した子どもたちの育成のため、「第 3 次長野県子ども読書活動推進計画」を基本

とし、「子ども読書活動推進計画」の策定に取り組みます。 

③ 図書館運営の充実 

図書館を利用される多くの方々の意見・要望を参考に、より良い図書館運営ができるよう

取り組みます。 

④ 他施設との連携 
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村内の他施設と図書館との連携を、より一層図ります。 

実施

内容 

① 資料購入費の適切な運用と寄贈本の積極的な受け入れにより、蔵書数の増加を図った。平

成 25 年度蔵書数 53,269 冊（うち児童書 24,450 冊） 平成 30 年度蔵書数 70,206 冊（う

ち児童書 30,975 冊）北アルプス広域連携により大北 5 市町村の図書館の物流システムが

構築され、相互貸借が容易になった。 

② 図書館システムの更新に伴い「読書手帳」のサービスを開始しました。図書館で借りた本

のタイトルが印字されたシールを 100 冊分貼れる手帳を配布し、手帳が 1 冊終わるごと

に記念品を渡す事業である。新設された「子ども未来センター かがやき」内に書架を設

置し、幼児期から高校生までの読書活動の支援を行った。 

③ インターネットを利用される方が増えたことから、資料の予約・貸出延長・取り置きなど

がネット上で行えるサービスを、また貸し出しの履歴を残したいというご希望から、図書

館ホームページ上に「マイページ」を登録していただくと履歴の閲覧・書籍の評価・読書

目標の設定などが行えるサービスを開始した。インターネットを利用しない利用者向けに

は、貸出履歴が印字されたシールを貼付する「読書手帳」の配布を行っている。2016 年の

「障害者差別解消法」の施行による「合理的配慮」の観点から、点字資料・LL ブック・

リーディングトラッカー（識字障害者用の読書サポートグッズ）の貸し出しも開始した。 

④ 小中学校図書館と連携し、「読書スタンプラリー」を開始した。 

小学 1 年生・2 年生を対象にブックリストを作成した。 

新設された「子ども未来センター かがやき」に蔵書の一部を移管した。 

安曇野ちひろ公園「電車の図書室」を図書館の分館扱いとして運営を始めた。 

安曇野ちひろ美術館とさまざまなイベントの共催を行なった。 

評価 

効果 

① 利用者に人気の高いコミックスなどの寄贈を受け入れたことで図書館の認知度が高くな

ったと考えられる。北アルプス広域の連携が強化されたことで、利用者の要望に短期間で

応えることが可能となった。 

② 「読書手帳」は、現在 400 名弱の子どもが利用している。シールを貼るという楽しみとと

もに、読書経験の記録としても役に立っている。「子ども未来センター かがやき」内に

置いた本は、ふだん図書館に来ることのない子どもたちが手にすることも多く、シリーズ

ものなどは続きが読みたいという声も聞かれる。 

③ インターネットサービスは利用者の都合が良い時間に操作ができる利点がある。また、「読

書手帳」は履歴の確認だけではなく、シールを貼る作業の楽しみもあり、子どもを中心に

利用が高くなっている。 

④ 「読書スタンプラリー」「ブックリスト」は、小中学校、公共図書館のどこの図書館でもス

タンプを付くことができ、子どもたちの読書活動の励みになっている。村内の大きな観光

施設である、ちひろ公園・ちひろ美術館と連携することで、図書館の認知度も高くなって

いる。 

課題 

① 蔵書数が増えたことで書架にゆとりがなくなり、手に取りにくい資料も見受けられる。実

利用者数はほぼ横ばい状態である。 

② 子どもの読書推進について施策は講じていますが文章化されたものが存在しないため、系

統立てた推進計画の策定を急がなくてはならないと考えられる。 

③ インターネットサービスの認知度が低いのが現状である。さまざまな機会を通じて、利用

の呼びかけをしていかなくてはならない。 

④ スタンプラリーなどの参加者は、まだ一部の子どものみである。 

今後の ① 図書館建設の際に想定した蔵書の規模を大きく逸脱しないよう、資料の適切な除籍と子ど
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方向性 も未来センターなどへの移管を進めていく。住民のニーズを把握し、未利用者への啓発活

動に努める。 

② 具体的な計画の策定を進める。 

③ 資料の貸し出しのみにとどまらない、新たなコミュニティの場としての図書館が担う役割

とは何かを検討していく。 

④ さらにたくさんの子どもたちに参加してもらえるよう、広報活動に努めます。ちひろ公園・

美術館とも密接な連携を図る。 

 

◆施策の目標 

目標の内容 現状（H25） 目標（H31） 実績（H30） 達成状況 

すずの音ホール利用者数（人/年） 40,600 47,800 40,033 未達成 

図書館利用者数（人/年） 40,928 49,000 38,448 未達成 

 

 

第４節 生涯スポーツの振興 

現状 

心身両面に良い影響を与える文化としての生涯スポーツは、明るく豊かで活力に満ちた社

会の形成や、一人ひとりの心身の健全な発達に必要不可欠なものです。 

近年、マレットゴルフやソフトバレーボールなどスポーツの普及により、スポーツ人口も

年々増加し、年齢や体力に応じ、スポーツに親しむ機会が増えてきています。また、小中学校

の体育施設、スポーツ施設の整備が進められ、体育協会をはじめ多数の社会体育団体が活発に

活動し、近隣のスポーツ大会をはじめ、北信越大会や全国大会への出場機会も増加するなど、

競技力の向上も図られています。 

村民運動会や分館対抗球技大会など、地域交流の場としての伝統的なスポーツ事業も、村民

の要望により実施しています。 

課題 

近年の健康志向の高まりや余暇時間の増加などから、村民一人ひとりが健康で活力あるラ

イフスタイルの構築が求められており、そのためにスポーツ指導員の育成やスポーツ環境の

整備が求められています。 

一方、子どもの体力低下が社会的な問題となるとともに、競技力の低下が懸念される中、児

童・生徒の段階からスポーツに日常的に接する機会を増やすことが必要とされています。 

今後も各スポーツ関連団体と連携を密にし、村民に対して充実したスポーツ環境を提供す

るとともに、多様な事業を展開するなど、村民全員が日常的にスポーツに親しめる機会を創出

する必要があります。 

基本

方針 

◎子どもから高齢者まで、スポーツを通じて健康で明るく、活力ある生活が送れるとともに、

スポーツ・レクリエーション活動が日常的・継続的に実践できるよう、環境づくりを進めます。 

 

（１）生涯スポーツ社会の実現   社会教育課 社会教育係 

具体的

施策 

① 健康で明るく活力ある生活を実現するため、スポーツ・レクリエーションを日常的に実践

できるよう、各種イベントを開催します。 

② 村民の体力向上と健康づくり推進のため、スポーツ・レクリエーション団体と連携し、指

導者の養成・確保・充実に積極的に取り組みます。 

③ 児童・生徒が身体を動かすことの楽しさや、仲間をつくりスポーツする喜びを体験できる

よう、スポーツ環境づくりを推進します。 
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実施

内容 

① 分館対抗球技大会、村民運動会、体育協会連携スポーツ事業、ニュースポーツ教室、スプ

リングスポーツ大会の実施 

② 分館対抗球技大会、村民運動会、体育協会連携スポーツ事業、ニュースポーツ教室、スプ

リングスポーツ大会の実施 

③ 小中学生を対象としたスポーツ事業の実施 

小中学生カヌー体験教室（木崎湖）H26～H30 平均参加者数 26 人 

スキー＆スノーボードスクール H26～H30 平均参加者数 39 人 

青少年健全育成スポーツ指導員等資格取得補助金 H26～30 6 件 

評価 

効果 

① スポーツ・レクリエーションを日常的に実践できるよう公民館事業として、各種イベント

を開催しています。分館対抗球技大会、村民運動会については、分館からの協力により大

変大勢の住民の方からご参加をいただき、恒例行事として定着しています。冬季間の健康

増進に向け、種目を変更しながらニュースポーツ教室、スプリングスポーツ大会を開催し、

大勢の住民の方からご参加いただいている。 

② 村民の体力向上と健康づくり推進のため、スポーツ・レクリエーションを日常的に実践で

きるよう公民館事業として、各種イベントを開催することができています。イベントにお

いて各競技団体等と連携し、競技役員参加を通じて指導者の養成・確保・充実に取り組ん

でいる。 

③ 小中学生を対象としたスポーツ事業を実施し、身体を動かすことの楽しさや、学校とは異

なる友人関係の構築により仲間をつくりスポーツする喜びを体験できる環境づくりを行

っている。また、青少年に対する指導を行う方の資格取得に対する補助金により子どもた

ちのスポーツに触れあう環境づくりを推進に寄与できている。 

課題 

① より大勢の方にスポーツ・レクリエーションに触れる機会の提供として、競技種目等の検

討。 

② より大勢の方にスポーツ・レクリエーションに触れる機会の提供として、競技種目等の検

討。 

③ 子どもの減少はありますが、より大勢の方にスポーツ・レクリエーションに触れる機会の

提供として、競技種目等の検討 

青少年を対象とする社会体育団体の育成 

今後の

方向性 

① 今後も魅力あるスポーツ事業を実施し、健康で明るく活力ある生活の実現を推進する。 

② 今後も魅力あるスポーツ事業を実施し、健康で明るく活力ある生活の実現を推進する。 

③ 今後も引き続き、児童・生徒が身体を動かすことの楽しさや、仲間をつくりスポーツする

喜びを体験できるよう公民館事業や青少年対象の社会体育などを通じてスポーツ環境づ

くりを推進する。 

 

（２）社会体育施設・環境の整備充実   社会教育課 社会教育係 

具体的

施策 

① 多様化する村民のニーズに対応できるよう、総合的なスポーツ拠点の整備を進めるとも

に、既存施設・学校施設の積極的な活用を図ります。 

② 村内各種スポーツ団体と連携し、各種スポーツ・レクリエーションイベントの開催・支援

に積極的に取り組むとともに、スポーツ・レクリエーションに関する情報提供を行います。 

実施

内容 

① H30 実施 

・生涯学習センター非構造部材耐震化工事（吊天井改修） 21,741 千円 

・ライフプラザかぶろ会館非構造部材耐震化工事（吊天井改修）25,888 千円 

② 分館対抗球技大会、村民運動会、体育協会連携スポーツ事業、ニュースポーツ教室、スプ
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リングスポーツ大会の実施 

評価 

効果 

① 現存する村内社会教育施設スポーツ拠点の改修等整備を行い、より安全にスポーツできる

環境づくりに取り組みました。また、社会体育団体の定期使用調整を行うことで、有効的

な施設活用ができている。 

② スポーツイベントを実施する際、競技役員参加など各スポーツ団体等と連携しており、運

営面等滞りなく開催することができている。情報提供については、公民館報や村ホームペ

ージを利用して広く住民の方に周知することができている。 

課題 

① 多くのスポーツ施設を管理しており、社会体育振興を推進するため、施設の維持・管理、

施設利用調整に万全を期す必要がある。また、各審議会及び委員会等から提言・要望や利

用者からの意見などを参考に、計画的な整備・修繕が必要である。 

② より大勢の方にスポーツ・レクリエーションに触れる機会の提供として、競技種目等の検

討 

今後の

方向性 

① 現存するスポーツ施設の改修等により住民ニーズに対応できるよう施設利用、活用方法を

検討します。また、村内各スポーツ団体等の利用調整を行いながら有効的な施設活用を図

る。 

② 今後も魅力あるスポーツ事業を実施し、健康で明るく活力ある生活の実現を推進しする。 

 

 

第５節 人権教育の推進 

現状 

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等であるこ

とが、世界人権宣言の第 1 条にうたわれています。しかし、今なお、差別と偏見が存在してい

るのが現状です。 

人権に関する学習会や講演会、各分館の人権学習会などを通じ、すべての人にとって幸せな

社会にするため、村民一人ひとりが常に人権意識を持ち、高めていくことが大切です。 

課題 

人権問題は他人事であり、自分には関係ないという捉え方は、多くの人にあります。人権と

は、人々の多様なあり方を認め合い、お互いを思いやる心を持つことで自身も含め、すべての

人にとって幸せな社会を実現することである、ということをわかりやすく伝えていく必要が

あります。村民の方がさまざまな人権について考え、理解を深められるように事業を計画し、

学校、地域、家庭、企業・職場などと一体となって、人権教育を推進します。 

基本

方針 

◎人々の多様なあり方を認めあい、お互いを思いやる心を持つことで、すべての人が幸せに生

きる明るい住みよい社会にすることを目標とします。そのために、一人ひとりの人権が尊重さ

れ守られるよう、人権尊重意識の醸成を図り、住民などとの協働による人権啓発に取り組むと

ともに、学校、地域、家庭、企業・職場などが一体となり、人権教育を推進します。 

 

（１）家庭、地域、学校、企業・職場の連携   社会教育課 社会教育係 

具体的

施策 

お互いを尊重し、生き方に学ぶ交流の場を充実させるため、家庭、地域学校、企業・職場な

どが連携した取り組みを進めます。 

実施

内容 

松川村人権リーダー養成講座 参加者数 H２６～３０ 延べ 339 人 

年間平均分館人権学習会 H２６～３０ 15 件、 参加者数 327 人 

まつかわ村人権フォーラム 参加者数 H26～30 750 人 

評価 

効果 

松川村人権教育リーダー養成講座を開催し、公民館役員の社会生活部員・男女共同参画サポ

ーターを対象にした研修会を実施するなど、指導者・助言者育成への取り組みは地道な成果を
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期待できる。 

家庭・地域・学校・職場と連携をとりながら一貫した人権教育を推進するため、研修会の開

催、講座等へ参加の呼びかけ、分館へ出向いての学習会開催などの啓発活動に取り組んでい

る。 

課題 
分館における人権学習会の開催内容等に対する指導・助言など情報提供 

多様化する人権問題に対する研修会、講座参加への呼びかけ、学習会の開催など啓発活動 

今後の

方向性 

多くの住民に取り組み内容を周知する手段として、公民館、社会教育・体育、多くの住民が

集う多目的交流センター事業での啓発活動は有効であります。各種事業に人権事業を含めて

展開できるよう調整を図る。 

 

（２）新たな人権課題への取り組み   社会教育課 社会教育係 

具体的

施策 

社会情勢の変化に伴って生じる新たな人権課題（認知症の高齢者・インターネットによる人

権侵害など）についても、学習課題として取り組みます。 

実施

内容 

 松川村人権リーダー養成講座 参加者数 H２６～３０ 延べ 339 人 

年間平均分館人権学習会 H２６～３０ 15 件、 参加者数 327 人 

まつかわ村人権フォーラム 参加者数 H26～30 750 人 

評価 

効果 

社会情勢の変化に伴って生じる新たな人権問題に人権フォーラムでは、障害者人権、少年院

出院者の社会復帰、LGBT、外国人人権や自分たちが生まれてきた意味や家族の絆、命の大切

さ、人とのつながりについて学習機会として開催しており、大変大勢の方からご参加いただい

ている。 

分館人権学習会では、DVD 教材などにより認知症の高齢者、インターネットによる人権侵

害について学習している。 

課題 
分館における人権学習会の開催内容等に対する指導・助言など情報提供 

多様化する人権問題に対する研修会、講座参加への呼びかけ、学習会の開催など啓発活動 

今後の

方向性 

多くの住民に取り組み内容を周知する手段として、公民館、社会教育・体育、多くの住民が

集う多目的交流センター事業での啓発活動は有効であります。各種事業に人権事業を含めて

展開できるよう調整を図る。 

 

 

（３）人権教育の推進   社会教育課 社会教育係 

具体的

施策 

人権教育の充実・強化を図り、すべての人の人権が尊重されるよう、道徳意識を高める活動

や人権教育の推進に努めます。 

実施

内容 

 松川村人権リーダー養成講座 参加者数 H２６～３０ 延べ 339 人 

年間平均分館人権学習会 H２６～３０ 15 件、 参加者数 327 人 

まつかわ村人権フォーラム 参加者数 H26～30 750 人 

評価 

効果 

家庭・地域・学校・職場と連携を取りながら一貫した人権教育を推進するため、研修会の開

催、講座等への参加の呼びかけ、分館へ出向いての学習会開催など、地道な啓発活動が評価で

きる。また、人権教育リーダー養成講座など公民館役員を対象にした研修会を実施するなど、

指導者・助言者育成への取り組みは地道な成果を期待できる。 

課題 
分館における人権学習会の開催内容等に対する指導・助言など情報提供 

多様化する人権問題に対する研修会、講座参加への呼びかけ、学習会の開催など啓発活動 

今後の 多くの住民に取り組み内容を周知する手段として、公民館、社会教育・体育、多くの住民が
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方向性 集う多目的交流センター事業での啓発活動は有効である。各種事業に人権事業を含めて展開

できるよう調整を図る。 

 

 

第６節 青少年の健全育成 

現状 

インターネットによる情報化社会の進展や生活様式の変化、核家族化など、青少年を取り巻

く環境は大きく変化しています。 

現在では、家庭、学校、地域の社会全体で子どもを育てる意識も高まり、地域で子どもを育

てることを目指し、子ども会育成連絡協議会など、子ども会組織の強化を進めています。 

また、豊かな自然を活用した体験交流会など、青少年の豊かな人間性を育成する環境づくり

を進めています。 

課題 

「地域の子は地域で育てる」を基本理念に、地区子ども育成会事業といった活動の支援を積

極的に行い、家庭・学校・地域などの関係機関との連携を図りながら、青少年の健全育成を進

める必要があります。また、家庭教育の機能向上を図る取り組みも行い、明るい家庭づくりを

促進することも大切です。 

関係機関やボランティアによるパトロールなどを実施し、地域児童・生徒の安全確保及び有

害環境の排除と、非行の防止活動に努めることも必要です。 

青少年一人ひとりの個性・能力を伸ばすため、様々なことが体験できる「場」の提供をこれ

まで以上に行う必要があります。 

基本

方針 

◎「地域の子は地域で育てる」を基本理念に、家庭、学校、地域が連携し、青少年の健全育成

のための環境づくりを図るとともに、青少年一人ひとりの個性・能力を尊重し、知・徳・体・

食などの調和のとれた、自主的で人間性豊かな青少年育成に努めます。 

 

（１）家庭、学校、地域が連携した青少年健全育成の推進   社会教育課 社会教育係 

具体的

施策 

① 家庭、学校、地域及び行政が連携した青少年育成村民会議を核とし、村民会議 4 部会の積

極的な事業推進により、青少年の健全育成のための環境づくりに努めます。 

② 青少年育成村民運動推進大会などを通じ、青少年に関わる全ての団体・機関の連携のもと、

地域をあげて青少年の健全育成に取り組みます。 

③ 明るい家庭づくりを促進するため、「家庭の日」など家族のふれあいを大切にする習慣の

定着を図るとともに、家庭教育をテーマとした学習機会の提供に努めます。 

④ 人と人とがふれあい、自然に触れた遊びや交流、体験学習の機会を提供し、今まで以上に

様々な事業展開を図ります。 

⑤ 安全確保と非行防止の推進のため、関係機関やボランティアによるパトロールなどを実施

し、地域児童・生徒の安全確保及び有害環境の排除と、非行の防止活動に努めます。 

⑥ 犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築くため、地域住民とともに関係団体・機関と

の連携のもと、「社会を明るくする運動」の推進を図ります。 

実施

内容 

① 青少年育成村民会議 開催事業、 

総務部会：青少年育成村民運動推進大会 

家庭教育部会：南北保育園夏祭り、子育て支援コンサート・子育て支援講演会等イベント 

環境浄化部：夏期夜間巡視 

育成活動部会：屋外体験事業「何でもチャレンジ」、魚つかみ大会と河川美化活動の実施 

② ①に同じ 
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③ 村年間カレンダーにおける家庭の日の周知 

生涯学習センター（ホール・カラオケ室）家庭の日無料利用実施 H２６～H３０ 平均

利用件数 68 件 

青少年育成村民会議家庭教育部会 子育て支援講演会及びコンサートの実施 

④ 青少年育成村民会議 育成活動部会 開催事業 

魚つかみ大会と河川美化活動・何でもチャレンジ 

⑤ 青少年育成村民会議 環境浄化部会 夏期夜間巡視の実施、有害な自販機撤去に対する取

り組み 

⑥ 社会を明るくする運動 松川村・池田町地区研修会 H26～30 平均参加者数 80 人 

薬物依存・ギャンブル依存、更生保護に関する講演など 

評価 

効果 

① 関係機関・団体と連携して青少年育成事業への取り組みや青少年を育成していくための

様々な体験ができる環境づくりについては評価できる。また、青少年の非行や問題行動を

未然に防ぐため、関係団体が連携して取り組み、夏休みを中心とした村内各施設の巡視や

有害な図書等自動販売機撤去に関する運動は評価できる。青少年を取り巻く環境の浄化を

推進するためにも継続した取組が必要である。 

② ①に同じ 

③ 青少年育成村民会議家庭教育部会において村独自に第三日曜日の前日と合わせて「まつか

わ村家庭の日」と定めており、村年間カレンダーや全戸配布にて周知を図っている。家庭

の日では生涯学習センター及び林遊館を無料開放しており、家族の絆を深め、あたたかな

時間を持っていただく機会づくりにつなげることができている。 

同じく家庭教育部会では家庭教育をテーマとした学習機会の提供として、子育て支援に関

する講演会やコンサートを開催しており、多様なイベントを開催することができている。 

④ 毎年企画内容を青少年育成村民会議、子ども会育成会連絡協議会にて検討し、実施してい

る。毎年多数の参加者があり好評であることから今後も継続して実施を検討する。 

⑤ 青少年の非行や問題行動を未然に防ぐため、関係団体が連携して取り組み、夏休みを中心

とした村内各施設の巡視や有害な図書等自動販売機撤去に関する運動は評価できる。 

⑥ 毎年７月全国的に実施されている「社会を明るくする運動」を村では池田町との地区研修

会として隔年当番により実施している。保護司会、更生保護女性会など関係機関等と連携

することで、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラとする行動主旨の周知・

理解について地道な成果を期待できる。 

課題 

① 青少年が自然の中で、様々な体験ができる場の提供や、地域の子どもは地域で育てるとい

った住民意識の高揚を図る取組を青少年育成村民会議等の関係機関・団体の連携のもと今

後も推進する必要がある。昨年度まで設置されていた有害自販機については地道な取り組

みが実を結び撤去にこぎつけましたが、今後も有害自販機が設置されないよう注視が必要

である。 

② ①に同じ 

③ 家庭の日の周知及び定着化（林遊館 家庭の日利用 過去５年間なし） 

④ 多数の参加者確保のため魅力ある事業実施が必要である。 

⑤ 青少年が自然の中で、様々な体験ができる場の提供や、地域の子どもは地域で育てるとい

った住民意識の高揚を図る取組を青少年育成村民会議等の関係機関・団体の連携のもと今

後も推進する必要がある。昨年度まで設置されていた有害自販機については地道な取り組

みが実を結び撤去にこぎつけたが、今後も有害自販機が設置されないよう注視が必要であ

る。 
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⑥ 多数の参加者確保のため魅力ある講演等の実施が必要である。 

今後の

方向性 

① 関係機関・団体と連携して青少年育成事業への取り組みや青少年を育成していくための

様々な体験ができる環境づくりの推進が今後も必要である。また、青少年の非行や問題行

動を未然に防ぐため、関係団体が連携して取り組み、夏休みを中心とした村内各施設の巡

視や有害な図書等自動販売機撤去に関する運動は評価できます。青少年を取り巻く環境の

浄化を推進するためにも継続した取組が必要である。 

② ①に同じ 

③ 今後も効果的な周知方法の検討に努め家庭の日の定着、家庭教育をテーマとした学習機会

の提供を行なう。 

④ 子ども数の減少や参加者の低年齢化と併せ体験活動の内容を検討し今後も実施していく。 

⑤ 青少年の非行や問題行動を未然に防ぐため、関係団体が連携して取り組み、夏休みを中心

とした村内各施設の巡視や有害な図書等自動販売機撤去に関する運動は評価できる。青少

年を取り巻く環境の浄化を推進するためにも継続した取組が必要である。 

⑥ 保護司会、更生保護女性会など関係機関等と連携し、内容検討、効果的な周知を図り魅力

ある研修会を実施する。 

 

（２）子ども会育成会活動の推進   社会教育課 社会教育係 

具体的

施策 

① 「地域の子は地域で育てる」を基本理念とし、地区単位での青少年育成に力を入れるため、

子ども会育成会事業の支援を積極的に行います。 

② 「良い人間関係」の形成を目指し、子ども会育成会連絡協議会を中心に、情報交換などを

行い、子ども会組織の強化とリーダー育成のための事業を積極的に進めます。 

実施

内容 

① 村子ども会育成会連絡協議会会議開催 年２回 

(ア) 主管事業：魚つかみ大会と河川美化活動、村植樹祭苗木育成活動「馬羅尾高原どんぐ

り拾い」 

(イ) 大北地域子ども会育成連合協議会事業：大北地域子ども育成フォーラムの実施、機関

誌「らいちょう」への地区単位子ども会育成会事業報告掲載 

(ウ) 小・中学生の村負担による全国子ども会安全共済会加入、全地区において指導者・育

成者安全共済会加入 

② ①に同じ 

評価 

効果 

① 青少年育成村民会議、子ども会育成会連絡協議会など関係機関・団体の連携を図ることで、

青少年が様々な体験ができる場の提供や、地域の子どもは地域で育てるといった住民意識

の高揚を図る取組ができている。また、安全共済会加入により安全・安心な子ども会育成

会事業の実施ができている。 

② ①に同じ 

課題 

① 青少年が様々な体験ができる環境づくりの推進や、地域の子どもは地域で育てるといった

住民意識の高揚を図る取組を青少年育成村民会議、子ども会育成会連絡協議会など関係機

関・団体の連携のもと今後も推進する必要がある。 

② ①に同じ 

今後の

方向性 

① 関係機関・団体と連携して青少年育成事業への取り組みや青少年を育成していくための

様々な体験ができる環境づくりの推進を今後とも行っていく。 

② ①に同じ 
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（３）青少年育成活動の推進   社会教育課 社会教育係 

具体的

施策 

① 青少年の育成活動の充実を図るため、スポーツ、学習、地域活動などの機会の拡充を図る

とともに、グループの育成、活動の核となる指導者・リーダーの発掘、養成に努めます。 

② 育成会、ＰＴＡなどの円滑な活動を支援するとともに、団体相互の連携を強化し、情報交

換の場の確保に努めます。 

実施

内容 

① 村子ども会育成会連絡協議会会議開催 年２回 

(ア) 主管事業：魚つかみ大会と河川美化活動、村植樹祭苗木育成活動「馬羅尾高原どんぐ

り拾い」 

(イ) 大北地域子ども会育成連合協議会事業：大北地域子ども育成フォーラムの実施、機関

誌「らいちょう」への地区単位子ども会育成会事業報告掲載 

(ウ) 小・中学生の村負担による全国子ども会安全共済会加入、全地区において指導者・育

成者安全共済会加入 

② ①に同じ 

評価 

効果 

① 青少年育成村民会議、子ども会育成会連絡協議会など関係機関・団体の連携を図ることで、

青少年が様々な体験ができる場の提供や、地域の子どもは地域で育てるといった住民意識

の高揚を図る取組ができている。また、安全共済会加入により安全・安心な子ども会育成

会事業の実施ができている。 

② ①に同じ 

課題 

① 青少年が様々な体験ができる環境づくりの推進や、地域の子どもは地域で育てるといった

住民意識の高揚を図る取組を青少年育成村民会議、子ども会育成会連絡協議会など関係機

関・団体の連携のもと今後も推進する必要がある。 

② ①に同じ 

今後の

方向性 

① 関係機関・団体と連携して青少年育成事業への取り組みや青少年を育成していくための

様々な体験ができる環境づくりの推進を今後とも行っていく。 

② ①に同じ 

 

 

第７節 女性の社会参画の推進 

現状 

男女共同参画社会の実現のためには、性別にとらわれることなく、一人ひとりを自立した人

間と考え他人を尊重し、生命の大切さを理解することが大切です。 

当村では、平成 15 年 3 月に「男女共同参画社会推進計画」を策定し、平成 17 年 3 月には、

村民と行政、事業者などが一体となり、社会のあらゆる分野で男女共同参画を進めるため、「松

川村男女共同参画社会推進条例」を制定しました。 

平成 20 年度からは、男女共同参画サポーター制度を導入し、地区の社会生活部員を中心に

50 名を超える登録をいただき、行政と地域のパイプ役として、地域で男女共同参画を推進し

ていく体制を整えました。その他、広報活動や各種セミナー、フォーラム、研修会などを通し、

男女共同参画を進めてきました。 

課題 

男女共同参画社会実現に向け、身近な生活の中で具体的に実践できることがあるという意

識改革を図り、分館やＰＴＡ役員などは、性別にとらわれない選出をするよう働きかけ、各種

審議会などへの参画についても、性質を見極めつつあらゆる分野において参画を目指してい

く必要があります。また、地域や職場においても、女性の能力を十分発揮できるよう支援する

必要があります。研修会への参加のみに終わることなく、継続して取り組み、具体的な行動に
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移していけるよう、環境づくりが必要です。青少年一人ひとりの個性・能力を伸ばすため、様々

なことが体験できる「場」の提供をこれまで以上に行う必要があります。 

基本

方針 

◎女性も男性も、子どもから大人まで、性別にとらわれることなく、個性が認められ、能力を

十分に発揮でき、互いを尊重しあい、認め合える村を目指します。 

◎男女共同参画サポーター制度を有効に活用し、家庭、地域、学校、企業･職場での、自主的

活動への取り組みを進めます。 

 

（１）男女共同参画社会を目指した教育と学習の推進   社会教育課 社会教育係 

具体的

施策 

男女共同参画サポーター制度が有効に機能し、家庭・地域コミュニティからの身近な男女共

同参画が推進されるよう、研修会を開催し、社会教育・家庭教育・学校教育を充実します。 

実施

内容 

平成 30 年 4 月に第 4 次松川村男女共同参画社会推進計画を策定し、公民館役員社会生活部

員を男女共同参画推進リーダーとして位置付け、人権教育リーダー養成講座、人権フォーラム

の開催などによりサポーターの研修にも取り組んでおり、地域コミュニティといった身近な

ところからの男女共同参画を推進している。 

評価 

効果 

男女共同参画への住民意識が高まりつつあり、女性の公職参加率は増加傾向にある。引き続

き、地域・家庭から意識の高揚と、ワーク・ライフ・バランスのメリットの働きかけを進める

必要がある。 

課題 

男女共同参画への意識づくりとして講座や研修会の実施、広報を通じて意識づくりを推進

する必要がある。また、男性の方の家事への参加の働きかけや父親同士の交流の場を設けるな

どの啓発活動が必要である。 

今後の

方向性 

多くの住民に取り組み内容を周知する手段として、公民館・社会教育・体育、多くの住民が

集う多目的交流センター事業などでの啓発活動は有効である。各種事業に人権・男女共同参画

事業を絡めて展開できるよう調整を図る。 

村民の一人ひとりが意欲と経験を生かして、自らの地域で生きがいを持って活躍できる支

援を行い、区や分館活動における女性役員の登用を促進する働きかけを行っていく。 

 

（２）あらゆる分野における女性の参画の推進   社会教育課 社会教育係 

具体的

施策 

女性の公職参画率に数値目標を掲げ、積極的改善措置により、優先的に女性の参画の機会が

取得できるように取り組みます。 

実施

内容 

男女共同参画社会推進計画に委員の女性比率を掲載 

女性の公職参画率の目標数値を 40％としています。 

評価 

効果 

男女共同参画への住民意識が高まりつつあり、女性の公職参加率は増加傾向にある。引き続

き、地域・家庭から意識の高揚と、ワーク・ライフ・バランスのメリットの働きかけを進める

必要がある。 

課題 

男女共同参画への意識づくりとして講座や研修会の実施、広報を通じて意識づくりを推進

する必要がある。また、男性の方の家事への参加の働きかけや父親同士の交流の場を設けるな

どの啓発活動が必要である。 

今後の

方向性 

多くの住民に取り組み内容を周知する手段として、公民館・社会教育・体育、多くの住民が

集う多目的交流センター事業などでの啓発活動は有効であります。各種事業に人権・男女共同

参画事業を絡めて展開できるよう調整を図る。 

村民の一人ひとりが意欲と経験を生かして、自らの地域で生きがいを持って活躍できる支

援を行い、区や分館活動における女性役員の登用を促進する働きかけを行っていく。 
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（３）男女で進める家庭生活と地域活動の推進   社会教育課 社会教育係 

具体的

施策 

役割分担意識に基づく制度や慣行を見直すとともに、性別にとらわれない意識の醸成が図

られるよう、広報活動・研修会を行います。また、ワーク・ライフ・バランスのメリットを働

きかけ、社会環境の整備を進めます。 

実施

内容 

平成 30 年 4 月に第 4 次松川村男女共同参画社会推進計画を策定し、公民館役員社会生活部

員を男女共同参画推進リーダーとして位置付け、人権教育リーダー養成講座、人権フォーラム

の開催などによりサポーターの研修にも取り組んでおり、地域コミュニティといった身近な

ところからの男女共同参画を推進している。 

評価 

効果 

男女共同参画への住民意識が高まりつつあり、女性の公職参加率は増加傾向にある。引き続

き、地域・家庭から意識の高揚と、ワーク・ライフ・バランスのメリットの働きかけを進める

必要がある。 

課題 

男女共同参画への意識づくりとして講座や研修会の実施、広報を通じて意識づくりを推進

する必要がある。また、男性の方の家事への参加の働きかけや父親同士の交流の場を設けるな

どの啓発活動が必要である。 

今後の

方向性 

多くの住民に取り組み内容を周知する手段として、公民館・社会教育・体育、多くの住民が

集う多目的交流センター事業などでの啓発活動は有効である。各種事業に人権・男女共同参画

事業を絡めて展開できるよう調整を図る。 

村民の一人ひとりが意欲と経験を生かして、自らの地域で生きがいを持って活躍できる支

援を行い、区や分館活動における女性役員の登用を促進する働きかけを行っていく。 

 

◆施策の目標 

目標の内容 現状（H25） 目標（H31） 実績（H30） 達成状況 

女性の公職参画率（％） 33.1 40.0 33.8 未達成 

男女共同参画ｻﾎﾟｰﾀｰ研修会回数（回/年） 3 3 2 未達成 

 

 

第８節 芸術・文化活動の振興 

現状 

多くの村民が文化・芸術に親しみ、地域の歴史などを知り、新たな文化を育てることは、松

川村の魅力を高めることにもつながります。心の豊かさを求める傾向が高まる中、質の高い芸

術・文化を創造することが期待されています。また、地域の歴史・文化遺産などを保存・継承

していくことは大変重要です。 

当村においても芸術・文化活動に対する関心は非常に高く、村民の意見を反映した芸術・文

化活動の拠点となる、多目的交流センター「すずの音ホール」が平成 21 年 5 月にオープンし

ました。これまでに開催できなかったコンサートや演劇、講演会などが開催され、芸術・文化

に触れる機会が増え、村民の芸術・文化活動は活発となっています。 

村には、個性豊かで質の高い文化財が数多く存在しており、こうした歴史的に貴重な文化財

を保存・公開し後世に引き継いでいく責務があるため、将来に向けた文化財の保護・継承を進

めています。 

課題 

住民が、芸術・文化に親しむ場を設けるため、より一層住民が参画しやすい環境づくりのた

め、講演・講座の企画運営を住民主導によって進める地盤作りが必要になります。また、文化

に触れることで指導者を育成し、次世代に継承していく場として施設の利用を促進していく
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必要があります。 

村民共有の財産であると同時に、郷土の歴史、伝統文化、古文書などについて改めて見直し、

その保護、管理、保存について理解を深めるとともに、活用についても検討する必要がありま

す。 

基本

方針 

◎自主的な芸術・文化活動を積極的に支援し、文化を創造し継承する環境づくりを目指しま

す。 

◎貴重な文化財を後世に伝えるとともに、郷土意識の高揚を目指して、その保存や伝承、活用

に努めます。 

 

（１）文化活動の推進   社会教育課 文化施設係 

具体的

施策 

① 住民参加による「すずの音ホール」を中心とした施設の運営多目的交流センター「すずの

音ホール」を中心とした各施設を有効活用していくため、適正な管理・運営をするととも

に、広く住民がホールの企画運営に参画できる団体の育成を進めます。 

② 質の高い芸術文化と触れ合う講座の開催及び人材の育成住民が文化の創造に力を注げる

環境づくりとして、質の高い芸術文化のふれあいや講座の開催を進めます。 

実施

内容 

① 多目的交流センター運営ボランティア団体「すずの音応援団」主催事業実施、支援体制強

化と育成を図るため、研修会の実施、公民館事業への住民参画として実行委員会組織での

実施。 

すずの音ホールクリスマスパーティー・安曇野まつかわ五月の風音楽祭・すずの音ふれあ

いコンサート・ひとときコンサートなど 

② コンサート・公演会等 H２６～H３０ 年平均実施回数 12 回 

評価 

効果 

① すずの音応援団企画事業の推進など住民が自発的に活動する環境ができつつある。また、

安曇野まつかわ五月の風音楽祭など村外者との交流も兼ねた文化イベントが開催され、継

続的に活動している。 

② 幅広い年齢層等に対応した多様な事業を実施している。住民に定着していきている事業も

あるが参加者に偏りが生じている。参加者の確保に向けた効果的な事業周知や内容の検討

が必要である。 

課題 

① すずの音応援団員が減少傾向にあり、事業内容の検討を図り活性化に向けた取り組みの必

要がある。長期にわたって老若男女がやりがいを持ちながら施設運営・管理に携われる体

制づくりを今後も引き続き推進する必要がある。 

② 幅広い年齢層等に対応した多様な事業を実施している。住民に定着していきている事業も

あるが参加者に偏りが生じている。参加者の確保に向けた効果的な事業周知や内容の検討

が必要である。 

今後の

方向性 

① すずの音応援団の活動は多目的交流センターの大きな原動力となっている。団員確保と応

援団の活性化を引き続き推進していく。 

② 住民が身近で気軽に芸術・文化・芸能を楽しめる場の提供は今後も必要であり、各種委員

会・審議会等の提言を踏まえ参加したくなる魅力ある事業展開を図る。 

 

◆施策の目標 

目標の内容 現状（H25） 目標（H31） 実績（H30） 達成状況 

すずの音ホール、公民館主催 

芸術・文化イベント開催回数（回/年） 
7 12 21 達 成 
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（２）文化遺産の保護・活用   教育委員会 

具体的

施策 

「村指定文化財保護事業補助金交付要綱」の規定に基づき、財政的支援を行うとともに、そ

の保存や伝承、活用の助言に努めます。また、文化財は、人々の日常生活との密接な関係の中

で受け継がれてきたものであり、村の歴史に対する理解や郷土愛を高めてもらうとともに、松

川村の歴史の魅力を発信します。 

実施

内容 

【重要文化財（国指定）】の保存・管理 

金福山観松院が所有する「銅像菩薩半跏像」は、村内の「観松院護持会」が管理している。

考古学ブームもあり、研究・調査者や見学者が増加し、教育委員会では受付窓口として対応し

ている。 

【村指定文化財】の保存・管理と啓発 

現在、19 件の文化財が村文化財に指定されている。管理者に対してわずかですが管理の謝

礼金の交付など支援を行っている。また、小中学校の新任の教員を対象とした、村内文化財巡

りなども実施している。 

子ども達と地域の伝統と文化の保存に努力されている方々との出会い・ふれあいは特に重

要であり、共通の目標のもとで伝統と文化を伝えていく活動は、子ども達の人間形成にとって

有意義なものとなっている。 

収蔵庫（建物）は文化財保護法の規定による登録有形文化財として、登録されている。収蔵

庫に保管されている民具・農具などの民俗資料は、約 850 点で、一部を展示公開している。ま

た、米蔵としての機能を備えていることから、酒米の保管施設として利用もされている。今年

度は収蔵庫民具農具検討委員会の意見を聞く中で展示室の改修を行い、レイアウトを変更し

た。 

「雲照院・阿弥陀堂」の改修工事が平成 28 年度に板取･三軒家区によって実施された。平成

29 年度より村へ寄贈され、教育委員会で管理を行っている。 

評価 

効果 

村には、個性豊かで質の高い文化財が数多く存在しており、こうした歴史的に貴重な文化財

を保存・公開し後世に引き継いでいく責務がある。このため、文化財保護のための補助要綱に

より、文化財の保護・継承がされている。 

課題 
観松院護持会は、高齢化により弥勒菩薩の管理が難しい状況となっている、また、その他の

文化財も維持管理が課題となっている。 

今後の

方向性 

管理の形態について、所有者管理者と協議して方向を決定していく。 
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第６次総合計画評価検証シート （第５章） 

第５章 暮らしを支える、にぎわいと活力ある産業の村づくり 

第１節 特色ある農業の振興 

現状 

村の基盤産業である農業は、豊かな水資源と肥沃な土地を活かしながら、水稲を中心として

発展してきました。しかし、近年では農業者の高齢化と担い手不足、経済構造の変化にともな

う兼業農家の増加など、営農条件の変化と生産構造的な問題も抱えています。 

村の農業の中心作物である水稲は、栽培適地で良質米が生産されています。中でも酒米に関

しては、県内一の産地として確立しています。 

しかし、国の農業政策が大きく変わろうとしている中、これまで国が進めてきた米の生産調

整が平成 29 年度で終了することとなり、農業を取り巻く情勢は大きな転換期を迎えます。 

こうした状況の中、地域農業を守るため、地域の話し合いにより作成された人・農地プラン

に基づき、地域の担い手を明確化し、農地集積を図りながら、経営安定化を図っています。 

すずむし保護条例に基づく環境に配慮した農産物生産に取り組むため、農産物認証制度を

導入し、ＧＡＰの推進を行っています。 

 また、農業委員会を中心に、安曇野まつかわ農業小学校をはじめ様々な食農活動を通して、

食育や地産地消に取り組んでいます。 

課題 

農業の生産性の向上と農用地の利用集積を図るため、地域農業を支える経営体である認定

農業者や集落営農組織、農業法人の育成が重要な課題となっています。こうした担い手や意欲

ある農業経営体の経営安定と収益向上を図る必要があります。 

生産性の高い水田農業を確立するため、大型機械の導入が不可欠である一方、設備投資が増

えるという課題があり、低コスト栽培の効果を引続き検証していくことが求められています。 

こうした中で、当村の特色を生かした、商品性の高い産地・特産品づくりを進めるとともに、

農産物の一層の付加価値向上を図るため、加工品開発に努める必要があります。 

安全で安心な農産物の重要性が求められている今日、環境に配慮した農産物や農家と消費

者が結びつく高品質で信頼性のある農産物の生産・販売を推進する必要があります。 

また、農業・農村への理解を深めるため観光などの他産業と連携し、新たな農業の展開を図

る必要もあります。更に、地域の農産物を用いた、食農教育を進めるとともに、生産者・生産

者団体と様々な機関が連携を取り、地産地消を推進することが重要です。 

基本

方針 

◎農村地域や農業団体の活動を強化するとともに、認定農業者や集落営農組合、農業法人など

の担い手経営体の育成を図ります。 

◎環境や健康に対する消費者ニ－ズに対応した、環境にやさしい農業を促進します。 

◎野菜・果樹・花きを中心とした、活力ある園芸産地づくりを進め、所得向上と安定経営を目

指します。 

◎農産物のブランド(付加価値)化を推進し、収益性の高い魅力ある農業・農村ビジネスを創造

します。 

◎有害鳥獣の防除・捕獲対策を強化するとともに、中山間地域の農業振興を図ります。 

◎効率的な飼料確保に努め、畜産農家と耕種農家の連携による堆肥の生産など、魅力ある畜産

経営を促進します。 
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（１）地域農業を支える経営体の育成   経済課 農林係  営農支援センター 

具体的

施策 

① 認定農業者や集落営農組合、農業法人など、地域農業を支える経営体の経営安定と収益向

上を図るため、意欲ある農業経営体の育成と支援を行います。 

② 将来の担い手となり得る新規就農者及び農業後継者を確保するため、相談活動や支援体制

の充実を図ります。 

③ 農業経営の安定化を図るため、省力化・低コスト化の推進、また、栽培技術や経営管理能

力の向上、さらには水稲プラスアルファとしての園芸作物などの生産・販路拡大に向けた

相談・支援を行います。 

実施

内容 

① 高額な農機具等の購入に対して、補助金による支援を行っている。 

(ア) H27 年度 5 件、H28 年度 7 件、H29 年度 4 件、H30 年度 10 件 

② 新規就農者の認定件数（45 歳未満） 

(ア) H26 年度 2 名、H27 年度 1 名、H28 年度 3 名、H29 年度 2 名、H31 年度 1 名 

③ 農業経営の安定化に向け、長野県農業改良普及センター、大北農協等の技術員と連携して

栽培技術等の指導、相談を行った。また、水田フル活用ビジョンに基づき高収益作物への

取組みを推進した。 

評価 

効果 

① 担い手である認定農業者の経営の安定及び効率化が図られている。 

② 新規就農者は、認定を受けることで国の補助金を活用することができるため、初期の農業

経営の安定が図られている。 

③ 一部の集落営農組織では高収益作物への取組みが軌道に乗りつつあり、地域で好循環が生

まれている。また、加工用米等の推進により適地適作として水稲栽培が安定してきている。 

課題 

① 農業規模の大小がある中で、より農業者が利用しやすい助成金要綱の見直しが必要であ

る。 

② 担い手が高齢化していく中で、若い農業経営者が増えていかない。 

③ 家族経営による水稲栽培農家が主であるため、園芸作物への取組みには労働力等の問題が

課題となっている。また、米価の変動により、水稲農業経営の安定化には補助金、交付金

に依存する傾向にある。 

今後の

方向性 

① 農業規模の小さい認定新規就農者と、規模の大きい法人化した認定農業者等へのそれぞれ

の事業に見合った要綱の見直しを検討。 

② 今後も、農業改良普及センター、営農支援センター、農業指導員、JA 大北農家対策支援

室と連携を取りながら、新規就農者の相談窓口として支援していく。 

③ 地域の担い手農家の育成、経営安定を支援するとともに、地域農業を支える中小規模農家

の経営の方向性を検討していく。 

 

（２）担い手の農地利用集積   経済課 農林係 

具体的

施策 

① 地域の合意形成に基づき人・農地プランの推進を支援し、農地中間管理事業や農地利用円

滑化団体などが行う農用地利用調整を進め、担い手への農地集積を図ります。 

② 効率的・効果的な農業経営を図るため、分散している農用地の面的集積を進めます。 

実施

内容 

① 人・農地プラン 村内 11 地区で作成済み。 

② 板取地区で、「乳川の里」の法人化に伴い、地区内での集積が進んでいる。 

評価 

効果 

① 人・農地プランによって、地域で話し合う機会を持つことで、その地域の現状や今後の方

向性などについて共有が図られていく。 

② 集落営農組織が法人化することで、分散している農用地の集積が進む。 
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課題 

① 近い将来の農地の出し手となる情報が不足しており、担い手への農地集積に結びついてい

かない。 

② 他の地域においては、集落営農組織が法人化していかない状況にあるため、集積が進んで

いかない。 

今後の

方向性 

① より地域における話し合いが進むよう、農業委員を中心とした組織の体制を確立してい

く。 

② 集落営農組織の法人化に向けた取組みへの支援。 

 

（３）環境にやさしい農産物生産の推進   経済課 海外販路推進係 営農支援センター 

具体的

施策 

① 松川村すずむし保護条例に賛同する農家がＧＡＰを取り入れ、環境に配慮した安全で安心

な農産物生産に取り組みます。 

② 「信州の環境にやさしい農産物認証制度」の取得を推進します。 

実施

内容 

① 平成 25 年 4 月、直売所の代表者で構成する地産地消推進対策協議会では、農産物認証制

度に取り組み、すずむし保護条例に賛同する農家（認定者 55 名）が村ＧＡＰ基準により

認証シール（金・銀・白）を農産物に貼って「農産物の安全・安心をモットー」に直売所

で販売している。 

② 令和元年度実績 ５３４，２５６㎡ １１団体 

評価 

効果 

① 平成 25 年のスタート時は農家の皆さんも意欲的に取り組み「松川村の農産物は安全で安

心である」という概念に基づき農産物を販売していたが、認証シールや村ＧＡＰの認知度

も低く年々参加者も減ってきている。 

Ｈ25、55 名 ⇒Ｈ30、28 名 

② 新規の取組み農家は１件の増、取組み面積は微増傾向である。 

鈴ひかり部会では、全面積で「信州の環境にやさしい農産物認証制度」に取り組んでいる。 

課題 

① 平成 25 年よりスタートした農産物認証制度ですが、当初は農産物の品質向上を目指し活

動も活発であったものの、年々参加者が減少しており、取り組む意欲や意義も薄れてきて

いる。 

② 「信州の環境にやさしい農産物認証制度」への取組みが販売効果へのつながりが薄い。 

今後の

方向性 

① 年号も平成から令和に変わり、再度認証制度への取り組む意義を考え直す機会ととらえ、

今年度農家の皆さんを対象に勉強会・講習会を開催します。 

② 「信州の環境にやさしい農産物認証制度」への取組みを消費者へ PR し、安心、安全な農

産物としての付加価値により所得の増加を図る。 

 

（４）農産・園芸・畜産の産地構築   経済課 農林係 営農支援センター 

具体的

施策 

① 水稲は、酒造好適米を主に生産・加工し品質向上を目指します。また主食用米は、環境に

配慮した生産を基盤に、食味・品質を重視した取り組みをすすめ、松川ブランドをすすめ

ます。 

② りんごは、新わい化栽培の促進、改植事業の推進、育苗圃の拡大を図るとともに、後継者

の育成・支援にも努めます。 

③ 野菜は、契約栽培品目・価格安定品目を主に推進し、生産安定のための技術及び効率的な

防除体制を各関係機関と連携し進めます。 

④ 花きは、鉢花・切花などの品質向上、安定生産を図ります。 

⑤ 畜産は、耕種農家と畜産農家の連携による農業振興を図り、堆肥の生産や土づくりを促進
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します。 

実施

内容 

① 酒造好適米は長野県農業普及センターと連携して、信交酒 545 号（山恵錦）の試験栽培へ

の取組みを行った。 

主食用米は特別栽培に取組み、「鈴ひかり」としてブランド化を図った。 

② りんご生産部会や果樹農家の後継者が中心となって立ち上げた若手農業者の組織に対し

て、農業改良普及センター、JA 大北指導員と連携しながら、生産、販売等への協力、支援

を行っている。 

③ 農業改良普及センター、JA 大北、地域振興局農政課等の関係機関と連携し、技術指導等

を行う。 

④ 農業改良普及センター、JA 大北、地域振興局農政課等の関係機関と連携し、技術指導等

を行う。 

⑤ 経営所得安定対策事業において、稲発酵粗飼料用稲（WCS）が戦略作物として位置付けら

れており、生産する農業者に対し交付金の交付により、畜産農家の飼料確保が図られてい

る。 

評価 

効果 

① 信交酒 545 号については生育状況も良好であった。 

「鈴ひかり」は有限責任事業組合を解散し、新たに販売主体を（株）乳川の里として、採

算性の向上に向けた取組みを始めた。 

② JA の改植事業の補助金や、経営所得安定対策事業の産地交付金を活用して、改植や規模

拡大が図られている。 

③ 専門家による技術指導により、技術の向上と生産の安定が図られている。 

④ 専門家による技術指導により、技術の向上と生産の安定が図られている。 

⑤ 耕種農家と畜産農家の連携により、毎年 10ha 程度 WCS の作付がされており、飼料の安

定生産が図られている。 

課題 

① 信交酒 545 号は生産者の評価は良好であるが、新品種のため酒蔵杜氏の評価が安定しな

い。 

② 鈴ひかりは品質安定のため、農家相互の協力が必要である。 

③ 今後起こり得る苗木の病気や、霜や台風等の気象条件の変化による生産低下を最小限に食

い止めるよう、より関係機関と連携を図る必要がある。 

④ 地域特性を活かし、所得が向上できるような野菜栽培が行われるよう、より関係機関と連

携を図る必要がある。 

⑤ 地域特性を活かし、所得が向上できるような花き等の栽培が行われるよう、より関係機関

と連携を図る必要がある。 

⑥ 村内の畜産農家が減っており、堆肥やもみ殻の受け入れや堆肥の生産、飼料確保等、一畜

産農家に負担が掛かってくることが懸念される。 

今後の

方向性 

① 酒造好適米、主食用米共に新たな取組みへの開始直後のため、現状を継続する。 

② 後継者が規模拡大や、生産の向上が図られるよう、農業普及センター、JA 大北と連携を

取り補助金等の支援を継続していく。 

③ 生産の安定と所得向上を図るため、各関係機関と連携し、気象条件や地域特性を活かした

野菜栽培を推進していく。 

④ 生産の安定と所得向上を図るため、各関係機関と連携し、気象条件や地域特性を活かした

花き等の栽培を推進していく。 

⑤ 畜産農家が継続して経営していけるよう、農業改良普及センター、JA 大北等関係機関と

連携を取り、サポートや後継者の育成を図っていく。 
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（５）食と農業農村振興の推進   経済課 商工観光係 海外販路推進係 営農支援センター 

具体的

施策 

① 農業小学校など、食育農業体験活動を継続的に実施します。 

② 学校給食・直売所向け農産物の生産に取り組み、地産地消を推進します。 

③ 農業・農村への理解を深めるため、観光を絡めた都市との交流を図ります。 

④ 北アルプス山麓ブランド認定品の生産・販売拡大を目指すとともに、新たなブランド品の

育成を進めます。 

実施

内容 

① 農業小学校、保育園、小学校圃場を活用した食育農業体験を毎年実施。農業小学校では社

会科や理科教育との連携を目指して「大豆」の栽培を開始し、収穫、加工、調理まで一連

の体験を実施している。 

② 学校給食センターとの懇談会の開催 

野菜作り教室の開催 

③ 安曇野ちひろ公園におけるイベント及び旅行会社のツアー等と連携した野菜収穫体験や

郷土食づくり体験、農家民宿による修学旅行等の受入れにより都市との交流を実施。 

④ 平成 30 年度までの 12 年間で北アルプス山麓ブランド認定品が 100 品を達成した。松川

村の認定品も 11 品目を数えるまでになった。 

①鈴ひかり②コシヒカリ③風さやか④福寿黒豆⑤シナノゴールド⑥わさび⑦ハチミツ⑧

田鯉⑨アイス＆ソフト⑩おいしい水⑪みそ 

評価 

効果 

① 特に農業小学校の３年生は水稲から大豆に作物を変更したことにより、他の教科の学習に

も効果を発揮している。 

② 野菜作り教室への参加者も増加し、手作り野菜、地元食材への関心の高まりを感じる。 

③ 様々な交流イベントや体験、農家民宿事業を通じた都市との交流が図れた。 

④ 平成 17 年 4 月より、北アルプス山麓ブランド運営委員会が発足し、「物語性」「独自性」

「信頼性」「将来性」の 4 点にこだわり、北アルプス山麓地域の農林水産物・加工品の中

から特に優れた商品をブランド品として認定している。また、県内外に広く情報発信する

ことにより、農業振興・商業観光業などの地域経済の活性化にもつながっている。 

課題 

① 食育の一環として取り組んでいるが、根本となる「食」の大切さを教える必要がある。 

② 学校給食への食材の供給は大北農協を介しているため、生産者の実感が湧きにくい状況と

なっている。また、学校給食側としては食材単価との兼合いも生じている。 

③ 農村への理解をより深めるための体験メニューの拡充及び農家民宿受入れ農家の拡大。 

④ ブランド認定品 100 品を達成し、これを契機として原点に戻り、大北市町村で連携し一品

一品により磨きをかけ北アルプス山麓の魅力を発信すること。 

今後の

方向性 

① 現状では毎年対象者が変わるため、継続する。 

② 野菜作り教室を継続し、小規模農家の掘り起こしを図る。 

③ 情報発信の強化による利用者拡大及び事業内容の充実に努める。 

④ 北アルプス山麓運営委員会が中心となって、ブランド品に磨きをかけ、北アルプス山麓地

域の魅力を多くの人たちに発信し、それが北アルプス地域の活性化につながるような取り

組みを継続的に続けていく。 

 

（６）鳥獣被害防止対策の強化  経済課 農林係 

具体的

施策 

① 鳥獣被害防止策の設置による効果を高めるため、地域での維持管理の強化と個体数調整を

行い、農作物被害軽減を図ります。 

② 鳥獣被害に対する意識の高揚を図り、被害防止ネットなどの設置の支援を行います。 
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実施

内容 

① 地域住民による鳥獣被害地域協議会に対して、サルの追払いや電気柵の維持管理強化のた

め補助金を交付している。村内 5 地区 （川西北部、川西南部、西原、鼠穴北部、鼠穴南

部） 

② 鳥獣害防止事業（被害防止ネット等）申請件数 

H27 年度 1 件 180,000 円、H28 年度 1 件 13,800 円、H29 年度 1 件 9,900 円 

評価 

効果 

① 地域の自主的な防衛に対して、補助金を活用して鳥獣被害防止対策に役立てている。 

② 鳥獣被害に対して、自分の農地は自分で守るという意識の高揚が図られている。 

課題 

① 電気柵を川西地区の大町市堺から鼠穴地区の安曇野市境まで設置されているが、一部の区

間で設置ができていない。 

② 申請件数が少なく、利用率が低い。 

今後の

方向性 

① サルの追払いや電気柵の維持管理等を、地域で強化して被害の拡大を防いでいけるよう

に、補助金等の支援を継続していく。 

② 農家個々で鳥獣被害に対して意識を持ってもらうためにも、今後も継続していき、利用率

を上げるためにも周知を図っていく。 

 

（７）遊休荒廃農地対策   経済課 農林係 

具体的

施策 

担い手などへの利用集積などにより、遊休農地の発生防止と農地の有効活用に努めます。 

実施

内容 

毎年、農業委員会を中心とした関係機関により、農地パトロールを実施している。 

評価 

効果 

毎年実施していることで、遊休荒廃農地の発生を未然に防ぐことができている。 

課題 
現在は目立った遊休荒廃農地は発生していないが、今後高齢化が進み農業ができなくなる

農家が増えていった時の遊休荒廃農地を発生させないための受け皿の整備。 

今後の

方向性 

今後も毎年農地パトロールを続けていき、遊休荒廃農地の未然の発生防止に努めていく。 

 

◆施策の目標 

目標の内容 現状（H25） 目標（H31） 実績（H30） 達成状況 

認定新規就農者数（人） 0 5 8 達 成 

担い手農地集積率（％） 45 60 53.7 未達成 

農産物認証制度認定者数（人） 55 65 28 未達成 

家族経営協定数（人） 36 40 35 未達成 

 

 

第２節 林業の振興 

現状 

当村の森林面積は、2,599ha と総面積の約 55％を占めています。しかし、近年、林業をと

りまく状況は、木材の需要量の減少や木材価格の低迷による採算性の悪化、林業従事者の高齢

化など、非常に厳しい状況にあります。 

森林整備は、植樹祭の実施箇所を中心に、造林・保育事業を継続的に実施するとともに、鳥

獣害対策を兼ねた耕地境の緩衝帯整備を実施してきました。 

また、森林組合などの事業体と森林所有者による経営計画の協定により、除間伐、作業道の
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整備などが実施され、民間活力による森林整備が図られています。 

課題 

林業の活性化を図るためには、林業関係団体や担い手の育成、計画的な森林整備を行うとと

もに、生産性の向上や経営の安定化に向けた林道整備や林業生産基盤の整備が必要です。 

また、全国的に被害をもたらしている松くい虫の被害防止には多額な費用が掛かるため、国

や県の更なる支援が必要であり、近隣市町村との協力も必要となっています。さらに、安全な

森林とするため、人と野生鳥獣が共存（住み分け）できる環境整備が求められています。 

基本

方針 

◎森林の持つ公益的機能を総合的かつ高度に発揮できるよう、計画的な森林整備を推進し、森

林資源の有効活用を図ります。 

 

（１）林業の生産性向上   経済課 農林係 

具体的

施策 

健全な森林の育成、経営安定のための作業路の整備などを推進し、生産性の向上を図るとと

もに、維持・管理を徹底し、事故防止に努めます。 

実施

内容 

事業体と森林所有者による経営計画に基づき、樹種転換事業が行われ、里山の維持・管理が

行われている。 

評価 

効果 

事業体による民間の活力によって、健全な森林の育成や、維持・管理といった森林整備が図

られている。 

課題 
所有者が不明であったり、連絡が付かない様な森林が多くあり、事業体による森林整備が進

んでいかない。 

今後の

方向性 

経営や管理が行われていない森林について、村が仲介役となり、森林所有者と意欲のある事

業体をつなぐ新たな森林管理システムによって、森林整備を進めていく。 

 

（２）森林が果たす多様な役割の保全   経済課 農林係 

具体的

施策 

環境保全、水源かん養、国土保全など公益的機能が発揮できるよう、保安林指定を推進しま

す。 

実施

内容 

毎年、中信森林管理署と近隣市町村とで会議の場が持たれている中で、村の現状や要望等を

報告している。 

評価 

効果 

災害を未然に防ぐために、直轄事業による治山工事が計画的に行われている。 

課題 予算の関係もあり、要望がすべて反映されるものではない。 

今後の

方向性 

国や県に機会があるごとに、環境保全・国土保全など公益的機能が発揮できるよう、事業要

望していく。 

 

（３）林産物の振興   経済課 農林係 

具体的

施策 

森林所有者の森林整備への関心を高めるため、きのこ、山菜など林産物の振興を図ります。 

実施

内容 

事業体と森林所有者による経営計画に基づいた森林整備事業が行われているため、林産物

の振興は行っていない。 

評価 

効果 

事業体による民間の活力によって、健全な森林の育成や、維持・管理といった森林整備が図

られている。 

課題 きのこや山菜などの林産物で森林整備への関心は高められないと判断する。 

今後の

方向性 

事業体による森林整備が進められていく中で、きのこ、山菜などの林産物による振興施策は

見直す。 
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（４）森林環境教育の推進   経済課 農林係 

具体的

施策 

植樹祭など住民による森林づくりへの参加促進を図るとともに、炭焼き体験など子ども達

への森林環境教育を推進し、林業への関心と理解を深めます。 

実施

内容 

平成 23 年 12 月に村民を挙げて山を大切にする日として「安曇野松川村山の日」を制定し、

毎年 5 月の第 3 土曜日に植樹祭を実施している。 

評価 

効果 

育成会を通じて、小学生の参加もあり、約 100 人の参加によって植樹が行われ、森林を守

り育てる意識の高揚を図ることができている。 

課題 
植樹祭への小学生の参加が年々減少傾向にあるため、村育成会との連携をより密にする必

要がある。 

今後の

方向性 

植樹祭が、小学生の森林環境教育の場となり、また住民の森林を守り育てる意識の高揚を図

ることにつながることから、今後も植樹祭を継続していく。 

 

（５）森林整備体制の育成・強化   経済課 農林係 

具体的

施策 

地域の森林整備の中核となる森林組合など、事業体の育成強化を図り、「森林経営計画」の

促進に努めます。 

実施

内容 

事業体と森林所有者による経営計画に基づき、樹種転換事業が行われ、里山の維持・管理が

行われている。 

評価 

効果 

事業体による民間の活力によって、健全な森林の育成や、維持・管理といった森林整備が図

られている。 

課題 大北森林組合の経営基盤が弱体化しているため、育成強化と経営の立て直しが急務である。 

今後の

方向性 

経営や管理が行われていない森林について、村が仲介役となり、森林所有者と意欲のある事

業体をつなぐ新たな森林管理システムによって森林整備を進め、事業体の育成強化に努めて

いく。 

 

（６）松くい虫対策の徹底   経済課 農林係 

具体的

施策 

松くい虫の被害木の駆除など、森林病害虫防除対策を、関係機関と連携して総合的に進めま

す。 

実施

内容 

被害木の伐倒燻蒸処理状況 

H27 年度 688 本 874 ㎥ 

H28 年度 881 本 1,119 ㎥ 

H29 年度 659 本 932 ㎥ 

H30 年度 579 本 860 ㎥ 

評価 

効果 

毎年被害木を処理しており、被害の拡大防止が図られている。 

課題 
松くい虫の被害がなくなることは無く、個人の庭木にも被害が見られており、より効果的な

駆除技術の開発が急務である。 

今後の

方向性 

引き続き、国・県の補助事業を活用し、伐倒燻蒸処理による被害の拡大防止に努めていく。 
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（７）野生鳥獣との共存体制の確立   経済課 農林係 

具体的

施策 

人間と野生鳥獣が共存できる森林づくりを進めます。 

実施

内容 

大町市堺から安曇野市境までの約 12km にわたって電気柵が設置されており、野生鳥獣と

の住み分けを行っている。また、植樹祭においてコナラやクリなどの動物の餌となる苗木を植

樹し、餌を求め里に下りてこないような取り組みを行っている。 

評価 

効果 

里でのクマ等の目撃情報も少なくなっており、一定の効果が見られる。 

課題 人と野生鳥獣の住み分けに、電気柵の設置にも限界がある。 

今後の

方向性 

事業体による樹種転換を推進し、耕地境の緩衝帯整備を行い、電気柵の維持管理等と併せ

て、人と野生鳥獣との住み分けを図っていく。 

 

 

第３節 個性ある商業の振興 

現状 

近年の郊外型大型店の進出や小売業間の競争激化、消費者ニーズの多様化や生活様式の変

化により、中小商業者は厳しい経営状況にあります。 

近隣市への大型店の進出により、消費者も村外へ流出する傾向にあります。このため、当村

では商工会と連携し、地元滞留率向上を目指した研修会･講習会を開催、各商店の具体的な経

営指導や近代化対策を支援してきました。また、商工会青年部を中心に、後継者問題にも取り

組んでいます。 

活力ある商業活動を促進するため、商工会との連携を密にし、商工会が行う経営改善普及事

業をはじめ、融資制度を充実させるなど経営に対する支援を強化しています。 

課題 

景気後退による経営状況の悪化により、商店の廃業が見受けられます。また、事業主の高齢

化や後継者難もあり、多様化する消費者ニーズなどへの対応が難しくなっています。 

近年の車社会の進展により消費者の行動範囲は拡大し、村外大型店へ買い物客が流失する

傾向にあります。このような状況を踏まえ、今後は集客力のある商店街の再生を図り、活性化

に一層取り組む必要があります。 

また、商店の経営などを行っていく若手の経営者の育成が追い付いていない状況となって

おり、次代を担う経営者などの育成のため、人材育成を支援します。 

基本

方針 

◎ 地域商業の活性化を図るため、「まちづくり」を推進し、商工会との連携により、地域に

密着した特色ある商店づくりに対し、支援の充実・強化を図ります。 

 

 

（１）商工団体の育成・強化   経済課 商工観光係 

具体的

施策 

商工会を中心とした研修会や講習会を開催し、商工団体の育成・強化を支援します。 

実施

内容 

・商工会への補助金支出。（5,300 千円） 

・商品券発行事業の実施。（H29-6 回目 22,251 千円） 

・商工会における伴走型小規模事業者支援事業の実施。 

評価 

効果 

商工会への補助により中小企業、小規模事業者の支援に寄与した。 

商工会が実施したプレミアム付き商品券発行により、村内事業者の販売促進や個人消費の

喚起につながった。 
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伴走型小規模事業者支援事業による小規模事業者向けセミナーの開催により経営分析を始

めとする事業計画の策定を支援するとともに、飲食店マップの作成により村内外からの集客

を図った。 

課題 人口減少や高齢化等の影響により想定される地域経済低迷への対応。 

今後の

方向性 

商工会との更なる連携により中小企業、小規模事業者の支援に努める。 

 

（２）若手経営者の育成   経済課 商工観光係 

具体的

施策 

企業経営に必要な高品質経営を実行できる経営者や職場リーダーを育成するため、新たな

情報や知識の収集を図り、魅力ある商店経営が出来るよう、人材育成を支援します。 

実施

内容 

製造業振興では、テクノ安曇野高瀬プロジェクトや北アルプスものづくり連絡協議会との

連携により、現場リーダー育成研修や各種技能検定対策講座を実施。 

評価 

効果 

関係機関等の連携による事業実施は事業承継者減少対策に寄与した。 

課題 経営者の高齢化が進展しており、様々な経営環境等に応じた対策。 

今後の

方向性 

関係機関等との連携を強化し、引続き創業者・事業承継者減少対策等を実施する。 

 

（３）観光産業との連携   経済課 商工観光係 

具体的

施策 

観光産業との積極的な連携を図り、特産品開発による、商圏の拡大を進めます。 

実施

内容 

 地元農産物を活用した新たな特産品開発が進展し、北アルプス山麓ブランド B 級グルメ「長

寿の里黒豆コロッケ」が完成した。 

評価 

効果 

 村の魅力をアピールすることで、村おこしに資する。 

課題 効果的な特産品のＰＲ及び安定した特産品の製造環境、販路の確立。 

今後の

方向性 

 課題の解消及び更なる特産品開発に努める。 

 

（４）魅力あるイベントの開催   経済課 商工観光係 

具体的

施策 

商工会と連携を強化し、活力ある商業活動を促進するため、事業者が行う魅力あるイベン

ト・伝統行事などの開催を支援・協力します。 

実施

内容 

あめ市売出し、中元売出し、ラーメン祭りなどを実施。 

評価 

効果 

 各商店の販売・集客促進に寄与した。 

課題  魅力あるイベントの開催及び支援。 

今後の

方向性 

 従来に加えて新たな顧客づくりに資する取組に努める。 
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（５）経営基盤の安定支援   経済課 商工観光係 

具体的

施策 

経営指導、商業診断、資金のあっせんなど、支援を強化します。 

実施

内容 

 商工会における経営分析及び指導の他、不況対策特別利子補給金、県中小企業融資制度及び

商工貯蓄共済融資資金に係る保証料補給金を交付。 

評価 

効果 

 小規模事業者及び中小企業の経営健全化及び発展、創業等に寄与した。 

課題 関係機関等と連携した小規模事業者及び中小企業の更なる支援。 

今後の

方向性 

 関係機関等と連携した取組みを引続き推進する。 

 

◆施策の目標 

目標の内容 現状（H25） 目標（H31） 実績（H30） 達成状況 

商業販売額（百万円/年） 4,962 6,240 7,803 達 成 

 

 

第５節 活力ある工業の振興と誘致 

現状 

村内の事業者は、ほとんどが小規模事業者であり、雇用環境や経営環境は依然として厳しい

状況となっています。 

村の経済基盤である工業振興を図るため、上緑町工業団地への優良企業の誘致に積極的に

取り組み、2 社が進出しました。今後とも、優良企業の誘致に努めていく必要があります。 

また、中小企業では経営規模の拡大や新規事業などを行う際、金融機関からの円滑な事業資

金調達が難しいことから、中小企業資金あっせん、保証料補給、利子補給などの充実に取り組

んでいます。 

課題 

消費税増税などの社会環境の変化も相まって、経営環境は厳しい状況です。経営の安定化に

向けて、経営の合理化や人材育成、技術力の向上などに継続的に取り組む必要があります。 

また、既存企業の振興と優良企業の誘致に努め、雇用の場を確保するなど地域の活性化を図

る必要があります。 

基本

方針 

◎企業の技術力向上や経営の近代化を促進し、生産性の向上と人材育成に努めるとともに、既

存企業の育成・強化を図ります。 

◎最新技術産業など、地域に適した優良企業の誘致に努めます。 

◎企業の労働環境や福利厚生の充実を推進し、優良技術者、若年労働者の定着化と高齢者やＵ

ターン･Ｉターン者などの職場確保に努めます。 

 

（１）既存企業への支援強化   経済課 商工観光係 

具体的

施策 

既存企業の経営の近代化･合理化や人材育成、技術力向上に対し、支援を強化します。 

実施

内容 

テクノ安曇野高瀬プロジェクトや北アルプスものづくり連絡協議会と連携した人材育成、

技術力向上に係る取組みの他、商工会における経営分析及び指導、不況対策特別利子補給金、

県中小企業融資制度及び商工貯蓄共済融資資金に係る保証料補給金を交付。 

評価 

効果 

小規模事業者及び中小企業の経営健全化及び発展、創業等に寄与した。 
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課題 関係機関等と連携した小規模事業者及び中小企業の更なる支援。 

今後の

方向性 

関係機関等と連携した取組みを引続き推進する。 

 

（２）優良企業の誘致   経済課 商工観光係 

具体的

施策 

環境にやさしい最新技術産業を中心とした、優良企業の誘致に努めます。 

実施

内容 

企業立地促進法及び地域未来投資促進法に基づく北アルプス広域基本計画に沿った取組み

の他、村工場等誘致振興条例に基づく優遇措置により優良企業の誘致を実施。 

・上緑町工業団地（明科陸運株式会社 用地取得） 

評価 

効果 

 村外からの企業誘致により経済の発展及び雇用機会の拡大に寄与した。 

課題  既存企業の振興及び更なる優良企業の誘致。 

今後の

方向性 

優良企業誘致の取組みを更に推進する。 

 

（３）雇用の場の確保   経済課 商工観光係 

具体的

施策 

働きやすい環境の整備を促進するとともに、労働者の職場確保と村内定着化を図ります。 

実施

内容 

 移住定住施策による就労者確保の取組みの他、労働及び福利厚生対策推進の実施。 

 

評価 

効果 

職場環境の整備及び労働者確保に寄与。 

課題 ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業を活用した取組み。 

今後の

方向性 

現状に加え、ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業の活用を推進する。 

 

◆施策の目標 

目標の内容 現状（H25） 目標（H31） 実績（H30） 達成状況 

製造品出荷額（百万円/年） 8,629 8,629 8,663 達 成 

 

 

第６節 魅力ある観光の振興 

現状 

安曇野ちひろ美術館やすずむし荘、道の駅「安曇野松川」などの観光施設に、年間 50 万人

を超える観光客が訪れています。駅前の観光拠点の充実を図る一方、車利用の玄関口となる道

の駅を情報発信基地として、質の向上に努めています。 

また、すずむし荘は、安曇野ちひろ美術館、国営アルプスあづみの公園と連携し、共通チケ

ットなどの新たな事業展開を行うなど、魅力ある観光地づくりに取り組んでいます。 

北アルプス観光協会及びゆう浪漫委員会などにより、広域観光も積極的に進めています。 

課題 

村内の観光客の増加は、松川村の活性化に繋がります。そのためには、村の魅力を見出すこ

とが重要であり、地域住民が村の魅力について共有することが必要となっています。村全体で

意識を合わせることで、地域の付加価値を高めることにつながっていくと考えます。ボランテ
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ィアガイドの育成など、個々の知識も活かし、継続した地域の活性化へ協働でつなげていきま

す。 

また、近隣の市町村と協力し、大町市・安曇野地域における観光の中継地点とし、首都圏な

ど他の地域においても広域観光の宣伝活動を行う必要があります。 

農家民泊については、首都圏からの学習旅行として需要が高まっている反面、受け入れ農家

数が不足しています。農家民泊の魅力を伝え、受け入れ農家数を増やしていくことが課題とな

っています。 

基本

方針 

◎多様化する観光ニーズに対応するため、村の豊かな自然と安曇野の風景を大切にした、地域

の個性や魅力を生かした観光地を目指します。 

◎広域的な観光の振興を図るため、情報収集に努めるとともに、関連団体との連携を密にし、

広域的ネットワークの強化に取り組みます。 

◎村の更なる活性化のため、個々の技術や知識を生かし、村全体で独自のイベントを開催する

ことにより地域振興につなげます。 

 

（１）村の個性と魅力を生かした観光の振興   経済課 商工観光係 

具体的

施策 

① 観光プログラムの創造と誘客の促進 

(ア) 豊かな自然、貴重な文化遺産、風光明媚な田園風景、清らかな水と空気、豊 かな土

で育まれた農作物など、優れた観光資源や素材を見直し、近年、新しい旅行の形とし

てニーズの高まる体験型観光の企画など、村の個性を活かした観光プログラムをつ

くります。また、安曇野ちひろ公園が拡充される中で、美術館を目的に来場する方へ

の新たな魅力として、相乗効果を活かしていきます。 

② 新たな顧客層の開拓 

(ア) 芸術・文化はもとより、近年の健康ブームなど〝体に良い事”に関心を持つ観光旅行

者などをターゲットに、自然を活かしたスポーツや地元食など、地方ならではの魅力

ある観光プログラムを創造し、シニア層や外国人旅行者などの、新たな顧客層の誘客

に取り組みます。 

③ 広域的な観光エリアの形成 

(ア) 大糸線沿線を中心とした、広域的な観光宣伝、周遊ルートなど二次交通の検討や関連

団体と連携し、広域観光エリアの形成を図ります。 

④ 個性あるイベントづくり 

(ア) 観光協会や商工会との連携を強化し、既存観光施設の有効利用や、観光ニーズに対応

した個性あるイベントづくりを推進します。 

実施

内容 

① 関係機関等と連携して地域の特性を活かした誘客事業を展開するとともに、安曇野ちひろ

公園における美術館と連携したイベント及び旅行会社のツアー等と連携した野菜収穫体

験、郷土食づくり体験等を実施。 

② 観光協会と連携したウォーキングイベント、雨引山トレッキングの開催。 

JR 東日本における駅からハイキングの開催。 

安曇野ちひろ公園における野菜収穫体験、郷土食づくり体験等を実施。 

③ 北アルプス連携自立圏での取組みの他、大糸線ゆう浪漫委員会での機関誌の発行や近隣市

町村と連携した自転車利用の推進等を図った。 

④ 観光協会及び商工会が実施する観光関連事業での連携を図った。 

評価 

効果 

① 自然、農村環境等の観光資源を捉えた事業展開により誘客の促進を図った。 

② 再参加するケースも見られることから将来に向けてリピーターとしても期待ができ、新た



81 

 

な顧客層の開拓にもつながった。 

③ 関係機関等と連携し広域観光の取組みを図った。 

④ 地域の特性を活かした振興が図れた。 

課題 

① 関係機関等と更に連携した魅力発信。 

② インバウンドに対応した体制づくり。 

③ 広域観光が村への誘客拡大につながる取組み。 

④ 機会を捉えた村内外へのＰＲ。 

今後の

方向性 

① 村独自の魅力を発信できる事業展開と誘客に引続き努める。 

② 関係機関等とも連携し村独自の魅力を発信できる事業展開に引続き努める。 

③ 広域的な情報発信が村の観光振興に更に結びつくよう努める。 

④ 村独自の魅力を発信できるよう、更に連携を強化した取組みに努める。 

 

（２）「心」と「食」で「もてなす」地域づくり   経済課 商工観光係 

具体的

施策 

① 地域の観光を支える人づくり 

地域の核となり、地域の観光を担うリーダーや地域住民による観光ガイド、体験インスト

ラクターを育成するとともに、地域住民の「おもてなし」の心を育成するなど、人づくり

を行います。 

② 地域性に富んだ食の提供や特産品・地域ブランド品の開発、提供 

「食」は宿泊旅行者の重要な目的であることから、地域性に富んだ、質の高い食事メニュ

ーや男性長寿日本一を生かした特産品の開発、提供を行います。 

実施

内容 

① エコツアーガイド倶楽部の観光ガイドによりウォーキングイベント等において地域の魅

力を伝えた。 

② 安曇野ちひろ公園において郷土食づくり体験を実施するとともに、地元農産物を活用した

新たな特産品開発が進展し、北アルプス山麓ブランド B 級グルメ「長寿の里黒豆コロッ

ケ」が完成した。 

評価 

効果 

① 村内外への地域の魅力発信に寄与した。 

② 食を通じて村の魅力をアピールすることで、村おこしに資する。 

課題 
① ガイド者数の高齢化等による減少及び新たな観光ポイント等の掘り起こし。 

② 効果的なＰＲ及び安定した特産品の製造環境整備、販路確立。 

今後の

方向性 

① ガイドの人材確保及び観光者の受け入れ体制づくりに努める。 

② 誘客につながる体験メニューの実施及び更なる特産品開発に努める。 

 

（３）観光情報の発信   経済課 商工観光係 

具体的

施策 

① 広報・イベントの推進 

パンフレットをはじめホームページなどにより、観光情報を積極的に発信するとともにイ

ベントなどを開催し、誘客に努めます。 

② 国営アルプスあづみの公園を活用した観光情報の発信 

全国各地から多くの観光客が訪れる国営公園において、観光情報を提供します。また、観

光事業者と連携し、国営公園と他の観光地との周遊旅行商品を設けるなど、国営公園を活

用した観光施策を積極的に推進します。 

実施

内容 

① インバウンドにも対応した観光パンフレット及び観光ホームページ、プロモーション動画

の活用等により情報発信及び誘客を図った。 
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② 地域連携事業を活用した農家民宿事業の推進の他、商談会での他の観光地とあわせた旅行

提案、イベント等による地域ＰＲを実施。 

評価 

効果 

① 村の魅力発信及び観光振興に寄与した。 

② 集客性の高い国営公園との連携は村の観光振興に寄与。 

課題 
① 情報発信ツールの効果的な利用。 

② 更に効果的な連携による観光振興の推進。 

今後の

方向性 

① ニーズに対応した最新情報の発信に引続き努める。 

② 連携を強化した取組みに引続き努める。 

 

（４）滞在型観光の推進   経済課 商工観光係 

具体的

施策 

農家民泊、農業生活体験など、観光と農業の連携による、滞在型観光を推進します。 

実施

内容 

安曇野ちひろ公園におけるイベント及び旅行会社のツアー等と連携した野菜収穫体験や郷

土食づくり体験、農家民宿による修学旅行等の受入れを実施。 

評価 

効果 

近隣観光地と連携した滞在型観光推進に寄与。 

課題 農家民泊受入れ農家数の確保及び村内の宿泊施設数が僅少。 

今後の

方向性 

引続き魅力ある体験等企画の創出に努めるとともに、農家民宿事業を推進。 

 

◆施策の目標 

目標の内容 現状（H25） 目標（H31） 実績（H30） 達成状況 

観光客入込み数（人/年） 548,000 600,000 629,501 達 成 

宿泊者数（人/年） 6,000 6,000 4,743 達 成 
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第６次総合計画評価検証シート （第６章） 

第６章 安全で、安心･快適に暮らせる村づくり 

第１節 魅力のある村づくり 

現状 

 現在、我が国は「人口減少時代」が到来しており、一部地域では既に大幅な人口減少に直面

しています。同様に、村内の人口も減少傾向にあります。このままの状態が続くと、経済・産

業規模の縮小や生活水準の低下、地域の基盤維持が困難になるなど、様々な面での影響が懸念

されます。また、長引く景気低迷などの極めて厳しい財政状況などから、人口の減少は大きな

社会問題となっています。 

課題 

将来推計人口を見ると、減少は止まらないという結果が出されています。今後の人口減少に

歯止めをかけるために、安定した雇用の確保や社会保障など、多方向からの支援を各機関と連

携しながら協力して行っていく必要性があります。 

また、地方の人口減少の要因として、東京一極集中が要因として挙げられます。都市圏から

地方への人口流入を促進させるため、若年層の移住希望者が就労や結婚・子育てに希望が持て

る社会構造の実現が急務となっています。 

基本

方針 

◎ 地域社会において潤いのある豊かな生活を営むことができるよう、村の魅力向上を推進

します。 

◎ 都市圏からの移住相談について、ワンストップ化など、支援体制と情報発信施策を体系

的・一体的に推進します。 

 

（１）地方人口ビジョンの策定   総務課 政策企画係 

具体的

施策 

今後の人口動態を的確に把握し、推計・分析することにより人口減少社会の認識を深めると

ともに情報共有を図ります。 

実施

内容 

 平成 27 年度に松川村人口ビジョンを策定。2060 年の人口を約 9,500 人で定常化させるこ

とを目標値として設定した。 

 平成 28 年 4 月に人口ビジョンと総合戦略のダイジェスト版を全戸配布し、住民にも周知を

図った。また、村公式ホームページにも掲載し、人口減少に対する情報共有を図った。 

評価 

効果 

 人口ビジョンに掲載した社人研の人口推計により、将来的な松川村の人口が 8,600 人程度

まで減少するという状況にあることの周知が図られ、住民の人口減少、少子高齢化に対する認

識を深めることができた。 

課題 
平成２７年度に策定した人口ビジョンの予測人口を上回るペースで人口減少が進んでい

る。策定から５年が経過し、第７次総合計画の策定に併せてビジョンの見直しが必要となる。 

今後の

方向性 

 令和２年度からの第７次総合計画の策定に併せ、必要に応じてビジョンの見直しを実施し、

内容を住民へ周知を図る。 

 

（２）地方版総合戦略の策定   総務課 政策企画係 

具体的

施策 

急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけるため、住みよい環境を

確保し、将来に渡って活力ある村を維持していくことを目的に「地方版総合戦略」の策定を早

期に実現します。 

実施

内容 

 平成 27 年度に松川村まち・ひと・しごと総合戦略を策定。同時に策定した人口ビジョンで

示した 2060 年の人口を約 9,500 人で定常化させることを目標値として各種施策を盛り込ん



84 

 

だ。 

 平成 28 年 4 月に人口ビジョンと総合戦略のダイジェスト版を全戸配布し、住民にも周知を

図った。また、村公式ホームページにも掲載し、人口減少に対する情報共有を図った。 

評価 

効果 

 人口の東京一極集中と人口減少の是正を目的とした戦略として、４つの基本目標、１３の具

体的施策、５４のアクションプランにより計画的に事業を実施している。 

 また、中間年度にあたる平成２９年度にはそれぞれのアクションプランの評価検証を実施

し、ＫＰＩの達成度や事業の進捗管理をすることにより、新たな課題の抽出などができてい

る。 

課題 
総合戦略の策定から５年が経過し、策定当時の状況から変わってきている事項もあるため、

第７次総合計画の策定に併せ、総合戦略の見直しが必要となる。 

今後の

方向性 

 総合戦略と総合計画については類似の計画であるため、第７次総合計画の策定に併せ、総合

戦略を総合計画に含めて策定する。 

 

（３）移住・定住の推進   総務課 １万人復活特命係 

具体的

施策 

① 移住希望者に対して、住居情報・就業情報・生活基盤の情報などを一元的に対応できる総

合相談体制の確立を推進します。 

② 村内への移住・定住を支援するため、民間事業者の運営する情報サイトを活用するととも

に、村内の空き家の実態を把握し、関係機関との連携により移住希望者への情報提供を積

極的に行います。 

③ 地域社会の新たな担い手として、意欲ある都市住民の積極的な受入や、国及び県、移住推

進組織との連携を強化するとともに、移住・定住促進に資する各種制度の活用を図ります。 

実施

内容 

① 平成 29 年度より 1 万人復活特命係を新設し、移住に関する業務を一元化した。移住希望

者を対象とし農家民宿を取り入れた「魅力体感ツアー」、更に移住が具体化し公共機関や

生活に必要な病院、商業施設などを案内する「生活圏視察ツアー」を開始した。平成 29 年

度・30 年度で魅力体感ツアーは計 4 回実施し、31 名が参加、生活圏視察ツアーは 30 回

実施し 55 名に参加いただき村の魅力及び移住するための情報を案内した。移住相談の件

数は村内外合わせて、平成 28 年度には 42 件であったが、係が新設された後、平成 29 年

度 158 件、平成 30 年度 225 件となり、村の移住情報の発信数が増えてきている。 

② 平成 27 年度に業者による空き家の実態調査により空き家数を把握し、その後平成 28 年 4

月 1 日に宅建協会中信支部との協定を結び、物件調査を経て同年 8 月に空き家バンク第 1

号が登録されました。その後、村内の情報に長けている村内不動産業者 4 社からなる松川

村宅地建物活性化協議会とも協定を締結し、充実を図り、現在までに 22 件登録し、19 件

契約が成立しました。 

③ 総務省の地域おこし協力隊の制度を活用し、定期的に意欲ある都市部から住民の受入を行

い、現在までに 17 名採用。また、国の補助金である地域少子化対策重点推進補助事業交

付金により、低所得の若者の結婚を支援する制度も活用し、平成 29・30 年度で 8 組が補

助金の交付決定を受け、松川村に移住をしてきた夫婦や子どもが生まれた家庭もあり移住

定住の促進に寄与した。また、北アルプス連携自立圏により、東京に移住相談窓口を設置、

移住雑誌 TURNS に掲載など大北地域で連携し、移住推進を図った。村独自の移住定住促

進補助金についても平成 29・30 年度は 27 件の交付決定があり、移住者 52 名、定住者 45

名の実績であった。 

評価 ① 上記のとおり、ツアーや役場などの村内での移住相談、東京等の大都市部での移住相談会
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効果 を実施してきて、松川村の周知及び魅力の発信を積極的に行えている。また、平成 29 年

度途中より移住相談等をした方でメールマガジン希望者に対して、メールマガジンを発信

し、村との繋がりを継続している。 

② 空き家バンク登録物件について、大都市圏での移住相談会や村内での移住相談などで紹介

をした結果、上記、空き家バンクでの契約成立 19 件のうち、7 件 15 名が村外より松川村

へ移住した。また、契約成立のうち 2 件については二地域居住を実施しており、口頭では

あるが将来的には松川村に移住をしたいとの話も聞いている。 

③ 地域おこし協力隊が任期途中や満了で退任した隊員数が 11 名でそのうち 6 名が新たな担

い手として村に定住している。また、地域少子化重点推進補助事業や移住定住促進補助金

を活用して移住者もしくは定住者が着々と増えている。北アルプス連携自立圏事業につい

ても 7 月から 3 月まで毎月 1 日相談窓口を設け相談件数が９日間で 18 件であった。その

うち 15 件については松川村メールマガジンに登録した。 

課題 

① 移住は人生において、重大なことであるため、松川村の魅力がわかっていただいても諸事

情ですぐには移住できなかったりする。また、村内に企業が少ないこともあり、仕事の情

報をハローワークの情報で提供しているが数が少ないことや空き家が少なく、また、アパ

ートも空きがない状況も時期によっては発生してしまい、移住に繋がらないこともある。 

② 現在、空き家が 110 件ほどあるが、所有者に対して空き家バンクへの登録意向調査を行っ

ても、将来的に本人もしくは親族が居住予定である、物置や倉庫・別荘などで使用してい

るなどの理由で返答が得られないことがある。また、物件調査を不動産業者とともに行う

が、水回りなどに不具合がある、所有者と業者間で価格の隔たりがあるなど登録に至らな

いこともある。 

③ 募集時の活動内容が行政と地域おこし協力隊の間で相違がありミスマッチが生じること

がある。また、協力隊やその他補助金や相談会、個人で移住をしてきた方が移住後にギャ

ップを生じることがある。 

今後の

方向性 

① 今後も村内でのツアーを実施継続し、大都市部での移住相談会についても継続して参加を

し、松川村を周知するとともにメールマガジンにより、繋がりを持ち続け将来的な移住へ

と発展させていく。 

② 今後も協定を結んでいる宅建協会中信支部と松川村宅地建物活性化協議会と連絡を密に

とり、情報を共有し空き家バンク登録件数を増やすとともに、移住希望者のニーズに合っ

た物件を登録できるように村独自でも現地調査などを引き続き実施する。 

③ 地域おこし協力隊を新たな担い手として継続的に採用し、また、国等の補助金を有効的に

活用し、少子化対策及び移住定住促進についても継続的に実施していく。 

 

第２節 心のふれあう地域づくり 

現状 

21 世紀に入り、社会環境や生活環境、生活様式が大きく変化し、核家族化や地域連帯感の

希薄化が進んでいます。地域の活性化を図るため、地域社会の連帯感を高めることが必要とな

っています。 

 このような中、自主防災組織が立ち上がるなど、地域で支え合うコミュニティへの意識が高

まってきています。また、村民が組織する団体などにより自主的な地域づくり活動が行われる

ようになり、協働の地域づくりへの参画を促しています。 

課題 
生活様式の変化により、地域住民間の交流や助け合い、支え合いの連帯意識が希薄になり、

これまでの仕組みが十分機能しなくなる恐れが出ています。このため、転入者や若い住民が自
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治会などに参加しやすい環境をつくる必要があります。また、様々な団体や組織が、積極的に

地域づくりに取り組めるよう支援することも重要です。 

さらに、パブリックコメントや住民アンケートなどにより、村民の意見を村政に取り入れる

ことを継続して行っていく必要性があります。 

基本

方針 

◎地域住民の交流や助け合い、支え合いの連帯意識を高揚させ、心のふれあう地域づくりを進

めます。 

◎行政の透明化を進めるとともに、村民が村政へ積極的に参加できるような体制づくりと、協

働による地域づくりの支援に努めます。 

 

（１）コミュニティ活動の推進   総務課 総務係 

具体的

施策 

① 地域の連帯感を一層高め、自治組合活動の推進を図るため、転入者など地域住民の自治組

合加入促進に努めます。 

② 村民一人ひとりが、心のふれあう地域づくり推進を図ります。 

実施

内容 

① 転入手続の際、住民課にて自治組合加入の促進を行っている。 

自治組合加入者を対象とした補助金交付を行っている。（移住定住促進補助金） 

自治組合未加入世帯に加入促進通知の送付。 

② 各地区でふれあい交流会、敬老会、夏祭りなどの地区住民の交流事業を開催している。各

地区の自主防災組織で村総合防災訓練への参加や自主防災活動を実施している。 

コミュニティ助成事業、地域活動助成事業を活用し、地域活動に必要な備品を整備。 

評価 

効果 

① 自治組合加入率の推移 

自治組合加入率の算出方法：自治組合加入世帯数

÷住民基本台帳世帯数×100 

分子にあたる「自治組合加入世帯数」は各町会から

の報告をもとにした数値であるため、実態を表し

ているものといえるが、分母にあたる「住民基本台

帳世帯数」は「２世帯住宅の場合」や「世帯分離を

行っている場合」について“２世帯”とカウントし

てしまうため、世帯全体としては町会に加入して

いるにも関わらず、同世帯の計算上の加入率は実

態よりも低く算出されている。 

② 地区行事を通して、顔の見える関係づくりができる。 

自主防災での訓練を通して、防災意識の高揚を図ることができる。 

地域活動に必要な備品を整備することにより、多様な地域活動を行うことができる。 

 

課題 

① 世帯数をどう数えるかによって、算出される町会加入率に違いが生じると考えられるた

め、自治組合加入率の算定方法の見直しが必要。（例：国勢調査による世帯数を用いて算

出） 

世帯分離により世帯数は増加したが、同じ家に住んでいるため自治組合には加入しない傾

向があるため自治組合加入率(自治組合数/世帯数）12％減少した。 

高齢化が進み、役員や自治組合活動が心身への負担となり脱退する人が増えている 

地区活動が充実することで、行政主体ではない住民主体の“活気ある村づくり”が実現で

きる。 

② 各地区で行う行事は平日の日中に行うことが多いこともあり、行事に参加する人が限定さ
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れてきているため、新たな参加者の確保が課題と言える。また、交流事業の企画・運営す

る役員の心身の負担が増えていることから、交流事業の縮小や役員の担い手不足にもつな

がっていると考えられる。 

今後の

方向性 

① 自治組合加入世帯の正確な数の把握のため、区長を通して同一世帯の確認などを行う。 

地区ごとに自治組合の在り方の見直し。（役員数、高齢化対策、加入のメリット等） 

自治組合未加入世帯に、加入促進通知を送付する。 

② 転入者や若い住民が参加できる交流事業を考えるとともに、日常的に地域住民間の交流や

助け合い、支え合いの連帯意識を持てるような仕組みづくりを行う。また、地区内に限ら

ず、様々な団体や組織が、積極的に地域づくりに取り組めるよう支援する。 

 

（２）地域づくり活動の推進   総務課 政策企画係 

具体的

施策 

村民が組織する団体などによる自主的な地域づくり活動への支援に努めます。 

実施

内容 

平成 18 年度から継続して実施している地域づくり活動活性化支援補助金を交付し、村民主

体の地域づくり活動の支援を行っている。 

交付実績：Ｈ25-15 件 3,262,000 円、Ｈ26-７件 1,127,000 円、Ｈ27-5 件 1,570,000 円、Ｈ28-

5 件 1,109,000 円、Ｈ29-8 件 1,222,000 円、Ｈ30-15 件 3,299,000 円 

評価 

効果 

 これまでに 45 団体（延べ数 98 団体）に合計 22,378 千円の補助金を交付し、それぞれの団

体が自主的で発展性のある活動を展開し、地域の活性化と連帯意識の向上につながった。 

課題 

 補助金を活用して活動した団体が、補助金に頼らず自立した活動が継続できるような支援

を検討する必要がある。 

 また、公益性や発展性のある活動、備品購入への補助について、明確な基準を設け、公平で

公正な審査とそれに基づく適正な補助金交付をする必要がある。  

今後の

方向性 

 住民や団体が活用しやすい補助金として要綱を整理し、引き続き自主的な地域づくり活動

への支援を継続することにより、協働の精神による村づくりを推進する。 

 

◆施策の目標 

目標の内容 現状（H25） 目標（H31） 実績（H30） 達成状況 

地域づくり活動活性化支援補助金 

申請件数（件/年） 
7 15 15 達 成 

 

（３）村民の村政参加の推進   総務課 総務係 

具体的

施策 

① 村の重要な施策、計画などの策定を行う際には、パブリックコメント（意見公募）を実施

し、村民の意見を積極的に取り入れるよう努めます。 

② 様々な施策に村民の意見を反映することが出来るように、各種委員会に公募の委員を登用

するように努めます。 

実施

内容 

① 第６次総合計画・後期５か年計画（平成 27 年 1～2 月）コメント 2 件 

松川村人口ビジョン・松川村総合戦略（平成 28 年 2～3 月）コメント 1 件 

松川村障がい者プラン（平成 30 年 2～3 月) コメント 3 件 

松川村老人福祉計画（平成 30 年 2～3 月）コメント 0 件 

松川村地域防災計画（平成 31 年 2～3 月）コメント 0 件 

自殺対策計画（平成 31 年 2～3 月）コメント 0 件 
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② 地域づくり推進委員会 

（規程 委員 15 名以内。うち公募 3 名以内）・・・現状 委員 13 名中、公募 3 名 

上下水道委員会 

（規程 委員 12 名以内。うち公募 2 名以内）・・・現状 委員 10 名中、公募 1 名 

評価 

効果 

① 意見を募集することにより、計画の修正、効果等の再検証を行うことが可能となり、より

良い計画の策定に繋がった。 

② 委員を公募することにより、関係者では気づきにくい課題や疑問について、意見を交わす

ことが可能となった。 

課題 

① データが多くなり、文書での配布ができないため、ホームページでの公開となります。計

画を見てもらうための広報、閲覧した際の見やすさを考慮した作成の仕方などを検討する

必要がある。 

② 公募に対して応募者が少ないことがあり、委員の確保が難しいこと、また、募集時におい

て、詳細な内容を伝えることが難しいことがある。  

今後の

方向性 

① 上記課題を考慮し、引き続き重要な計画策定の際は広く意見を募集していく。 

② 様々な意見の反映のため、公募による委員登用は今後も進めていく。 

 

 

第３節 信頼される行政運営 

現状 

平成の大合併により多くの地方自治体が合併をする中、松川村は自立を選択し、「自立の村

づくり計画」による経常経費の削減や事務事業の見直し、人員の適正配置や長期的展望に立っ

た適正な事業の実施に努めてきました。 

経済情勢は引き続き厳しい状況にある中、総合計画に基づく適正な行政運営を継続し、住民

サービスの水準を維持するとともに、時代の変革や多様化する住民ニーズに的確で柔軟な対

応をするよう努めています。 

課題 

住民から信頼される行政運営を進めるため、開かれた村政運営が重要となります。村の施策

をわかりやすく住民へ説明し、行政の透明性を確保していくことが求められています。 

更に、行政サービスの向上や経常経費の削減など、限られた職員体制で、多様化する住民ニ

ーズに的確に対応するため、事務の効率化に今まで以上に努める必要があります。その一方

で、住民の利便性が図れるよう、事務処理・意思決定の迅速化と組織再編の検討も必要となっ

ています。 

基本

方針 

◎多様化する住民ニーズに的確・柔軟に対応するため、行政機構及び事務分掌を見直し、効果

的で効率的な事務の執行を推進します。 

◎多くの行政課題に取り組むため、適正な人事運営と計画的な定員管理を行うとともに、職員

研修の充実を図ります。 

◎村民から見て分かりやすい、開かれた行政運営を推進します。 

 

（１）効率的な行政運営   ①総務課 政策企画係  ②③総務課 総務係 

具体的

施策 

① 行政組織や事務分掌の見直しにより、事務処理と意思決定の迅速化・円滑化に努めます。 

② 多くの行政課題に的確に対処するため、職員の意識改革や研修の一層の充実に努めます。 

③ 事務事業の評価・見直しを行い、住民ニーズの変化に柔軟に対応した効果的な運営を推進

します。 

実施 ① 適正な人員配置と事務分掌の明確化、課内の横断的な事業実施や課を超えた協力体制を構
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内容 築し、事務事業の合理化と効率化を図り、事務処理と意思決定の迅速化と円滑化を図って

いる。 

② 各課長等講師による職員研修会の実施。 

③ 各課毎に必要な事業の見直しを行い、事業の統廃合及び外部委託等の検討を実施。 

評価 

効果 

① 事務処理と意思決定の迅速化と円滑化が図られている。 

② 職員・準職員を対象に各課長等を講師とした職員研修会を各月で実施し、各部署における

業務内容や職務遂行にあたっての心構え等について講義を受けることにより、職場内の情

報共有を図ることで住民サービスの向上に繋げることができたとともに、職員の意識改革

と組織の活性化を図ることができた。 

③ 各課において事業を実施・計画する際には、スクラップ・アンド・ビルドの原則のもと、

真に必要な事業であるかどうかを検証した上で事業の実施にあたったほか、住民ニーズを

的確に捉えて事業を実施した。また、関係団体と連携して効率的な事務の執行に努めると

ともに、必要に応じて外部委託や事務の移管等を検討した。 

課題 

① 行政の事務の多様化と複雑化が進む中で、これまで以上に迅速で的確な事務処理が求めら

れている。また、住民ニーズも多様化し行政サービスの質の向上も求められており、限ら

れた職員で対応するには更なる合理化と効率化が必要である。 

② 厳しい財政事情の中で、日頃からコスト意識を持ち、最小の経費で最大の効果を出すこと

を念頭に、時代のニーズに合った施策の展開に向け、更に知恵を出し合い、職員が一丸と

なって行政運営を進めていくことが必要となっている。 

③ 限られた財源の中で、新たな行政需要に対応するためには、行政関与の必要性や受益と負

担の公平確保、行政効率・効果等を十分考慮した上で、事務事業の整理合理化を検討して

いかなくてはならない。 

今後の

方向性 

① 引き続き適正な職員採用と人員配置を行い、必要に応じて機構改革を行なうなど、事務事

業の合理化と効率化を推進します。また、電子決済やＡＩ機能、ＲＰＡ等の導入も視野に

いれ、住民サービスの質の向上に努めます。 

② 限られた人員により質の高い行政サービスを提供し、新たな行政課題にも的確に対応し

ていくためには、職員一人ひとりの資質や意欲の向上が不可欠である。  

(ア) 今後も職員の意識改革も含めた人事管理の適正化に努めながら、職員研修の充実等

により人材の育成を図っていく。 

③ 今後も課・係別業務量を十分勘案し、適正な人員配置を図る中で、事業の目的と役割、実

施体制等について必要な見直しを行い、事務事業の最適化に努めていく。 

 

（２）人事管理の適正化と職員資質の向上   総務課 総務係 

具体的

施策 

① 行政組織の簡素化を進め、行政サービスの水準を保ちながら効率的でスリムな役場組織づ

くりを行います。 

② 定員管理計画に基づき、適正な人員配置と計画的な職員採用を図ります。 

③ 充実した研修により、職員のスキルアップを推進し、行政サービスの向上に努めます。 

実施

内容 

① 課・係の再編等、機構改革の実施。 

(ア) 税務課を新設（H27）し、税務係・村税徴収係を配置 

(イ) 子育て応援課を新設（H27）し、子育て応援係を配置 

(ウ) 総務課に 1 万人復活特命係を新設（H29） 

(エ) 経済課に海外販路推進係を新設（H29） 

② 平成 30 年度において「松川村定員管理計画」を策定。計画に基づく人員配置と職員採用
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を進めている。 

③ 長野県市町村職員研修センター主催による新規採用職員研修、中堅職員研修、係長研修等

への参加。 

(ア) 北アルプス連携自立圏相互乗入型研修会への参加。 

評価 

効果 

① 機構改革を実施し効率的な組織づくりを行った。特に行政需要の高い子育て支援に関す

る事業の充実のため、子育て応援課を新設し、認定こども園南北保育園と連携して業務を

行うとともに、平成 30 年度に新設した子ども未来センター「かがやき」を拠点としてワ

ンストップでサービスを提供できる仕組づくりができた。 

(ア) また、平成 29 年度に新設した 1 万人復活特命係と海外販路推進係により、重要課題

の一つである人口増加対策や農産物輸出事業へ重点的に取り組むことができてい

る。 

② 平成 31 年度（令和元年度）から令和 5 年度までの 5 カ年の定員管理計画を策定すること

で、将来を見据えた計画的な人員配置と職員採用を進めることができるようになった。 

③ 長野県市町村職員研修センター主催による各種研修会に、該当職員を参加させることで、

それぞれの立場に応じて必要な業務スキルについて習得することができた。 

(ア) また、北アルプス連携自立圏による相互乗入型研修会へ職員を参加させ、広域市町村

との共同研修により様々なテーマや課題についての見識を深めることができた。 

課題 

① 多様化する住民ニーズや、人口増加対策をはじめとする新たな行政課題への対応など、職

員の業務量は増加傾向にある中で、行政機構の再編等により簡素化を図る際には、住民の

利便性だけでなく職員数や事務量のバランスに十分配慮する必要がある。 

② 少子高齢化等の影響により、地方交付税や村税収入の伸びが期待できない等、今後も厳し

い財政状況が続くと予想される中、行政経費の削減は重要となる。特に人件費の抑制、削

減は避けてとおれない課題となっているが、財政状況によっては今後の職員採用にも影響

が生じる恐れがある。 

③ 住民ニーズの多様化・複雑化が進む中、よりきめ細やかな行政サービスの提供が必要であ

り、これまで以上に高度な専門知識や技術の習得が求められている。 

今後の

方向性 

① 人口減少をはじめとする社会構造の変化や住民ニーズ等を的確に見極め、必要に応じて機

構改革の実施等、事務の効率化を図っていく。 

② 定員管理計画に基づき、令和 5 年度の総職員数を 90 人とする（平成 31 年度より 5 人増）

とすることを目標に職員採用を進めるとともに、業務量に応じた適切な人員配置を行う。 

③ 今後も必要な研修会には積極的に参加をさせ、職員のスキルアップと行政サービスの向上

に努めたい。 

 

（３）開かれた村政運営   総務課 政策企画係 

具体的

施策 

① 村の政策情報を分かりやすく住民に公開するなど、事業の透明性を高めます。 

② 広報まつかわ、村ホームページの内容を充実させ、村の施策、情報をわかりやすくお知ら

せします。 

実施

内容 

① 広報まつかわに各年度の予算・決算状況、入札情報、各種政策に関する特集記事などを掲

載し、住民への情報公開に努めた。また、総合計画や総合戦略、公共施設等総合管理計画

など各種計画についても、ダイジェスト版を作成して配布したり、全文についてホームペ

ージに掲載するなどし、政策情報の公開に努めている。 

公園や施設等のハード事業については、計画段階から必要性や効果、事業計画などを公開

し、住民の皆さまに理解をいただく中で進めている。 
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② 平成 27 年度に村公式ホームページのリニューアルを実施し、掲載内容の精査とよりわか

りやすい画面構成に変更を行った。また、従来ホームページ担当者がひとりで行っていた

記事の更新作業を全職員ができるようシステム改修を行い、より新鮮で正確な情報を発信

できるような体制づくりを実施した。 

毎月 2 回の文書配布で配布する回覧や全戸配布チラシについて、広報まつかわへの掲載を

優先させ、配付枚数削減に努めている。 

評価 

効果 

① 政策情報をわかりやすく住民に公開し、より開かれた行政運営が図られている。 

② ホームページのリニューアルにより、利用者に親しまれ、わかりやすい画面構成となった。

また、各担当が情報更新できる体制となったため、より正確で最新の情報を掲載できるよ

うになり、ホームページの情報量が飛躍的に増加した。 

課題 

① 広報誌やホームページに掲載するだけではなく、記事や計画を読んで理解していただくよ

うな工夫が必要である。 

② 各担当係による情報更新について、操作研修をうけた職員に限られる場合があり、係や課

によって発信する情報量に偏りが生じている。 

今後の

方向性 

① 広報まつかわやホームページを活用し、村の政策情報を迅速でわかりやすく公開していく

と共に、必要に応じて住民説明会や意見交換会などを開催し、開かれた行政運営を実現す

る。 

② 広報まつかわ、公式ホームページ共に引き続き最新でわかりやすい情報を発信できるよう

に努める。また、ＳＮＳなど新たな情報ツールを活用し、住民が求めている情報や行政情

報を積極的に発信し、開かれた行政運営を推進する。 

 

 

第４節 健全な財政運営 

現状 

当村を取り巻く社会情勢は、近年の景気低迷の影響を受け、極めて厳しい状況が続いていま

す。 

歳入では、国の「三位一体改革」による税制改革に伴い村税は増加したものの、自主財源は

微増となっています。また、地方交付税総額の抑制などにより、一般財源は大幅に減少してい

ます。 

一方、歳出は、人件費及び公債費の大幅な抑制にも関わらず、社会保障費や教育、福祉、医

療、環境などの経費が増加し、経常収支比率は上昇傾向にあります。 

こうした中、各大型事業計画年度の財源措置については、国や県などの有効な制度を活用し

取り組んでいます。また、計画的な地方債発行及び基金確保により、基金残高は増加し、地方

債残高を減少させるなど、健全化判断比率は適正を維持しています。 

課題 

自主財源の確保については、景気低迷の影響などから、村税の大幅な増加は期待できませ

ん。また、地方交付税においても、標準財政規模が大幅に減少しているなど、一般財源確保は

一層厳しくなると予想されます。 

今後、めまぐるしく変化する不透明な社会情勢の中、健全な財政運営を維持していくため、

事務処理や公共施設の運営・管理の効率化を更に図り、経常経費の削減に努めるとともに、中・

長期的視点に立った自主財源の確保が求められています。 

基本

方針 

◎自立した村づくりのため、積極的な財源の確保に取り組み、継続的な経常経費の節減、重点

事業への優先配分など、最小の経費で最大の効果を得るよう、健全で効果的な財源運営に努め

ます。 
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（１）財源の確保   ①～④総務課 財政係  ①税務課 税務係 

具体的

施策 

① 今後の経済情勢の推移などを見極め、自主財源の確保に取り組みます。また、課税徴収に

当たっては、税負担の公平性確保に努めます。 

② 受益者負担の原則に基づき、適正な料金、適正な価格について、常に見直しを行い、収入

の確保に努めます。 

③ 企業誘致を推進するなど各種産業の振興に努めるとともに、経常経費の削減と効率的、計

画的な財源活用に努めます。 

④ 中・長期的な視野に立ち、国や県の補助金や有利な起債、基金を総合的に活用し、健全財

政に配慮しながら各事業を推進します。 

実施

内容 

① 公売会による売却額 H26：66  H27：152 H28：62 

遊休村有地の売却額 H26：885 H27：52  H28：117  H29： 1,479 

ふるさと応援寄付額 H26：1,752 H27：36,930 H28：47,853 H29：43,639 

（千円） 

税負担の公平性、財源確保のため、徴収率向上を目標とする滞納整理計画を策定し、先鋭

的な取り組みにより数値目標を達成できた。 

② 平成 26 年 4 月に各施設の管理条例を改正し、施設等の使用料を見直した。 

施設使用料の状況(公営住宅関係除く)（千円） 

H26：8,353 H27：8,321 H28：7,284 H29：7,018 

※H28 以降の使用料の減少は、セピア安曇野の使用形態変更等による。 

③ ・企業誘致を推進 

上緑町工業団地の販売 全体 9.62ha 販売済 9.08ha H29 実績 0.71ha 

・経常経費の削減 

電力供給会社の見直し（H28.11～高圧電力 9 施設 H29.11～低圧電力 14 施設） 

 

④ 普通建設事業費と財源内訳の状況（千円） 

 

実質公債費比率の推移（％） 

H26：5.0 H27：4.2 H28：3.8 H29：3.5 

評価 

効果 

① 不要となった物品の処分費の削減と、財源確保につながった。 

有休村有地の削減と、財源確保につながった。 

村のＰＲ、村内産業の活性化、自主財源の確保につながった。 

計画時の徴収率 92.9%から、平成３０年度（最終年度）98%（見込）まで向上させた。計

画時の収入未済額も 6,830 万円から 2,000 万円まで圧縮できた。 

② 特に社会教育施設においては、平成 26 年 4 月の見直しにより施設間の使用料のばらつき

が是正され、公平な受益者負担につながった。 

③ ・企業誘致の評価 

上緑町工業団地 H29 に販売した１社が創業開始 

・電気料の状況（千円） 

合計 国庫支出金 県支出金 分担金等 繰入金 諸収入 繰越金 地方債 一般財源等

H26 601,499 66,088 32,631 1,941 90,714 14,484 17,292 155,100 223,249

H27 999,455 163,802 65,006 6,130 249,170 17,805 0 17,900 479,642

H28 809,994 171,625 43,400 14,787 102,851 27,955 12,207 162,500 274,669

H29 702,940 117,764 42,013 16,524 2,787 5,234 13,296 219,600 285,722
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H27：39,118 H28：35,839 H29：34,539 

④ 有利な特定財源の確保に努め、普通建設事業を実施した。 

平成 28 年度以降、地方債の借入額は増加しており、今後も増加していく見込み。 

課題 

① 公売会については、売却が見込める不要物品が生じた場合のみ開催可能なこと、準備等に

一定の手間がかかることを考慮すると、効果は限定的。 

村有地の売却に関しては、現在は購入希望者からの申し出による場合が多い状況。今後は、

売買可能な有休村有地の洗い出しと売却に向けた積極的な取り組みが必要。 

ふるさと納税制度自体が下火傾向なため、寄付額の減少が見込まれる。より一層、魅力的

な返礼品の確保が必要。 

社会情勢による税収入の影響が大きいため、税収の増減が予想できない事。 未済額の要

因が、高齢化、相続放棄等によるものが大きいため、圧縮できない事。 

② 農村婦人の家、セピア安曇野など、稼働率の低い施設の有効利用。 

③ ・企業誘致の課題 

上緑町工業団地 残り１区画 0.54ha の販売 

・電力供給会社の見直しにより大幅なコスト削減効果があった。ただし、小中学校等への

エアコン設置により、今後は大幅な使用料増が見込まれる。 

④ 今後は、公共施設の老朽化により維持管理、更新に膨大な経費が必要になることが見込ま

れ、財政運営への影響が懸念される。 

今後の

方向性 

① 公売会：継続（費用対効果を見極め、必要に応じて開催する。） 

村有地売却：拡充（資産のスリム化と財源の確保が見込める。公共施設等総合管理計画を

踏まえ、積極的に推進する。） 

ふるさと応援寄付：継続（費用対効果は大きく、貴重な自主財源となっている。）その他：

村有財産の目的外使用や貸付を推進し、安定的な自主財源を目指す。 

② 継続（消費税率の改正や物価変動により維持管理費が増減する場合は、使用料に適正に転

嫁することで公平な受益者負担を求める。） 

③ 継続（企業誘致をし、財源の確保に努める。経常経費の削減のため引き続き入札により電

力会社を選定する。） 

④ 継続（事業の実施にあたっては、引き続き有利な特定財源の確保に努める。公共施設等総

合管理計画、公共施設個別施設計画等に基づき、将来的に見込まれる経費について、計画

的に基金に積み立てる。） 

 

（２）効果的な財政運営   総務課 財政係 

具体的

施策 

① 多様化する住民ニーズに対応し、緊急度・公共性・効果を十分検討します。各種事業の優

先順位づけを行い、予算の重点配分を実施します。 

② 中・長期的展望に立った計画財政を推進し、適正な健全化判断比率を堅持するとともに、

財政運営の弾力性を保持します。 

実施

内容 

① 当初予算編成時に、職員に対して第６次総合計画と村総合戦略に基づいた重点配分事業に

ついて説明した。 

各年度の予算編成方針 

H29 将来を見据えた健全な財政を堅持しながら、松川村第 6 次総合計画の推進と松川村

総合戦略で掲げた目標を達成できるよう、各施策・事業を着実に推進することとする。 

H30・H31 

1.「地域の賑わいと活性化」を実現する各産業の振興事業 
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2.「住んでみたい、住んで良かった松川村」を実現する移住定住促進事業 

3.「子ども・子育て支援サービスの充実」を図る子育て支援事業 

② 健全化判断比率の状況 

実質公債費比率の推移（％） 

H26：5.0 H27：4.2 H28：3.8 H29：3.5 

実質赤字比率・将来負担比率・資金不足比率 

H26～H29：数値なし 

経常収支比率の状況（％） 

H26：76.9 H27：75.7 H28：76.1 H29：75.6 

評価 

効果 

① 平成 30 年度当初予算からは、具体的な項目を掲げ、より一層重点事業に特化した予算編

成を行なった。 

② 平成 29 年度決算における実質公債費比率は類似団体 79 団体中 11 位、経常収支比率は同

1 位と、健全な財政状況を維持している。 

課題 

① 重点配分事業については、実施後に費用対効果を検証し、次の予算編成に生かす仕組みが

必要。予算の内容について情報公開を推進し、興味・関心を持ってもらう必要がある。 

② 財政力指数は 0.38 で、全国平均 0.51、長野県平均 0.40 を下回っており、財政基盤は脆

弱。また、今後は公共施設の老朽化により維持管理、更新に膨大な経費が必要になること

が見込まれる。健全な財政状況を維持するには、財政基盤の強化と徹底した経常経費の節

減が必要。 

今後の

方向性 

① 継続（今後も、重点配分事業を具体的に示し、政策を反映した予算編成を行なう。） 

② 継続（10 年スパンの財政シミュレーションを作成するなど、より一層計画的な財政運営

を行う。) 

 

（３）民間活力の導入  総務課 政策企画係 

具体的

施策 

公共施設の運営・管理などについて、指定管理者制度など、民間の活力や資金を導入した、

効果的な事業展開を推進します。 

実施

内容 

平成 23 年度より指定管理者制度を導入し、すずむし荘及び寄って停まつかわについて民間

業者を指定管理者として選定し、管理運営に民間活力を活用している。以降、平成 26 年度、

平成 29 年度にそれぞれ指定管理者の更新をおこない、継続して民間活力を活用している。 

Ｈ23 年度から 3 カ年：ＦｕｎＳｐａｃｅ株式会社 

Ｈ26 年度から 3 カ年：ＦｕｎＳｐａｃｅ株式会社 

Ｈ29 年度から 5 か年：ＦｕｎＳｐａｃｅ株式会社（継続中） 

評価 

効果 

すずむし荘や寄って停まつかわなどの営利施設については、民間の運営ノウハウを活用す

ることにより行政が運営するよりもより効率的で柔軟な運営が可能となる。また、利用者への

サービス向上にもつながり、施設が最大限活用できる。 

すずむし荘と寄って停まつかわの指定管理については、施設使用料として年間 16,459,200

円を徴収しており、財源確保にもつながっている。 

課題 

現在指定管理者制度を導入している以外の施設について、検討の結果現状では指定管理者

制度の導入に向かない施設として民間活力を活用していないが、公共施設の老朽化や維持管

理経費の削減、住民サービスの向上の観点から、制度の導入を検討する必要がある。 

今後の

方向性 

現在制度を導入している施設については引き続き指定管理者を選定し、民間活力を活用す

る。また、その他の施設についても可能な限り指定管理者制度の導入を検討する。 
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また、民間資金を公共施設で活用できるＰＰＰやＰＦＩなどの制度活用も検討する。 

 

 

第５節 広域行政の推進 

現状 

生活圏の拡大や生活環境の充実に伴い、より効率的・効果的な広域行政の必要性が高まって

きています。 

村では、保健・医療・福祉・消防など様々な分野において、組織・機能・効率の面でスムー

ズな行政運営が図れるよう、北アルプス広域連合による広域行政を推進してきました。また、

ごみやし尿の処理については、穂高広域施設組合で行っています。更に、地域高規格道路の建

設促進、ＪＲ在来線の活性化、広域観光振興などについても、関係市町村と連携して取り組ん

でいます。 

今後、住民のニーズが多様化、高度化していくと予測される中、行政サービスの一層の専門

化や高度化が求められています。 

課題 

地方分権が進む中で、自治体が抱える多くの課題に対応するため、行財政能力を強化する観

点から、共通する課題、経費は近隣市町村などによる、広域的対応で効率化を図るとともに、

質の高いサービスの提供や地域づくりを進めて行くことが必要です。 

基本

方針 

◎広域行政による圏域の活性化のため、近隣市町村による施策の連携強化を推進します。 

◎住民サービスの向上のため、広域的課題に対し、積極的な取り組みを推進します。 

 

（１）広域観光の振興   経済課 商工観光係 

具体的

施策 

地域特性を活用し、広域的な観光振興を推進します。 

実施

内容 

北アルプス連携自立圏での取組みとして、北アルプス地域旅行商品造成促進事業を実施。 

評価 

効果 

旅行会社の広告宣伝費または造成費の一部を助成することで圏域内のツアー催行を促進。 

課題 広域観光が村への誘客拡大につながる取組み。 

今後の

方向性 

広域的な情報発信が村の観光振興に更に結びつくよう努める。 

 

（２）広域化による事務処理の効率化   総務課 政策企画係 

具体的

施策 

保健・医療・福祉・ごみ処理など事務処理の効率化・合理化の視点に立った事務処理の共同

化を推進し、質の高いサービスを提供します。 

実施

内容 

平成 27 年度末に北アルプス広域圏域を単位として、圏域の活力ある経済・生活圏の形成と

圏域全体の地域活性化及び生活機能の確保を目的として、「北アルプス連携自立圏」の形成に

係る連携協約を締結し、広域単位での事務の効率化と合理化を図った。 

平成 27 年度 4 分野 13 事業からスタートし、平成 30 年度には 9 分野 21 事業に拡大し、広

域連携による事務の効率化と合理化、経費の削減が図られている。 

評価 

効果 

村単独では設置が難しい成年後見センターや消費生活センターの設置、単独実施では効果

が得られにくい移住セミナーや観光振興事業、連携によって住民サービスの向上につながる

図書館連携など、北アルプス連携自立圏の協定に基づいた広域連携による効果があがってい

る。 
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課題 

県による市町村の広域連携推進事業交付金制度が令和元年度までとされており、交付金制

度の延長と、人的支援の継続を要望する必要がある。 

また、国の定住自立圏や連携中枢都市圏の制度拡大による支援を求める必要がある。 

今後の

方向性 

連携協約から 5 年が経過し、連携による効果があがっている事業と、目標値に達しない成

果の事業があるため、事業評価を実施し、連携を継続するか否かの判断をした上で、真に効果

がある事業については連携協約に基づいて事業実施を継続する。 

 

 

第６節 交流活動の推進 

現状 

平成 25 年に締結した台湾「鹿港鎮」との友好都市協定を契機に、村民の国際交流活動・地

域間交流活動への関心も高まっています。また、他地域の異なる文化や特性に触れることによ

り、お互いを理解し合い、助け合う、国際性に富んだ地域社会を形成していくことが求められ

ています。各地域での芸術・文化、スポーツ、行政・経済分野などにおいて、村民間の交流機

会の拡大と友好親善の発展をはかりながら、各地域の特性・地域性を生かした交流と人材育成

を推進することが重要です。 

地域における交流を促進するため、芸術・文化・スポーツ分野に関わる人材育成を推進し、

幅広い視点に立った交流活動の支援を行っています。 

課題 

村外との交流は、当村の魅力と課題を再発見する機会にもなり、あらゆる団体や事業者など

の協力を得て、幅広い地域間交流活動を促進していくことが求められています。 

鹿港鎮との相互交流の一層の推進を図り、教育面だけでなく観光や農業、文化・スポーツの

面でも積極的に交流していくことが重要であり、行政だけでなく民間レベルの交流活動の活

発化が求められています。また、国内の地域間交流を活発化し、多様な視点を持った、心豊か

な人づくりを進める必要があります。 

基本

方針 

◎国際化時代、交流時代に対応し、国際交流活動及び地域間交流活動を推進します。 

◎交流活動を推進し、心豊かな人材の育成を図ります。 

 

（１）国際交流の推進   ①総務課 政策企画係  ②③総務課 総務係 

具体的

施策 

① 友好都市との協定に基づき、相互交流を活発に行うとともに、文化・スポーツ、観光など

各産業での交流活動の推進を図ります。 

② 語学指導を行うＡＬＴ（外国語指導助手）による国際交流の理解、情報交換などを推進し

ます。 

③ 村民の文化やスポーツなどを通じた他地域との交流を推進するため、交流活動への支援に

努めます。 

実施

内容 

① 鹿港鎮との姉妹都市協定締結以降、継続的に中学生の相互訪問交流を実施している。また、

村民有志による観光訪問、安曇節や響岳太鼓の訪問、人形劇団の来村など文化的な交流も

活発に行われている。 

平成 30 年度には 5 周年記念として松川村において記念式典を開催し、今後の交流活動に

ついても継続することを確認している。 

中学生相互訪問：平成 25 年度以降 11 回実施 

文化交流事業：4 回（安曇節、響岳太鼓、農業委員会 OB、人形劇団） 

その他交流事業：8 回（周年行事出席、りんご狩り受入ほか） 

② 平成１４年～平成２６年まで毎年秋頃開催。松川中学校担当者と ALT が中心となり、近
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隣在住の外国人（CIR、ALT 等）と松川中学校３年生参加希望者を対象とした松川中学校

国際交流事業を実施。ワークショップやゲーム、スポーツなどを通じて国際理解を深めた。 

③ 「芸能・文化」 

平成 26 年 3 月 国際交流派遣事業として松川中学校の生徒が台湾・鹿港鎮を訪問し、鹿

港國民中學校の生徒と交流。 

平成 28 年 8 月 台湾・鹿港鎮 鹿港國民中學校の生徒が来村し、ふるさと祭りに参加。 

平成 30 年 7 月 台湾・鹿港鎮 鹿港國民中學校の生徒が来村し、 松川中学校の生徒宅へ

ホームステイ、中学校の授業、給食を体験。 

平成 30 年 8 月 台湾・鹿港鎮から鹿港國民中學より来村。布袋戯劇団として人形劇を披

露。 

「スポーツ」 

平成 31 年 3 月 中村晃大さん（社会教育課）がオーストリアゲルツェンで開催されたヨ

ーロッパデフカップ（聴覚障害者スキー国際大会）に出場し、各国の出場者との交流を深

めた。 

評価 

効果 

① 中学生相互交流に関しては、国際化の進む社会への対応として中学生の海外体験において

効果があがっている。5 周年の節目に合わせ、中学校同士の姉妹校締結に至り、将来に渡

って双方の中学校が交流を継続する基盤ができた。 

鹿港鎮からの旅行者が訪問先に松川村を選択するなど、インバウンド観光にもつながって

きている。 

② 当初は近隣の学校では国際交流事業や国際文化に触れる機会が少なかったため、例年７０

名弱の参加者があったが、近年は保育園や小学校でも ALT による授業が行われており日

常的に国際理解の機会が増えたことや、友好都市である台湾「鹿港鎮」との交流をおこな

っていることから、事業を実施しなくなった。 

③ 平成２８年に松川中学校と鹿港國民中學・鹿鳴國民中學の姉妹校協定を締結したことで、

相互に訪問が増え、交流活動が充実してきた。 

課題 

① 中学生の交流は軌道に乗っているが、目的のひとつである経済面の交流について現在まで

に具体的な成果があがっていない。 

鹿港鎮の鎮長が任期により交替されたことにより、これまでのような積極的な交流が途絶

えないように働きかけをする必要がある。 

② 台湾との交流が主となっており、英語圏との交流の機会が減少しているため、多国との交

流活動の推進が必要と考えられる。 

人事異動で主となって事業を進めていた ALT がいなくなったことで、事業の継続が難し

くなった。 

③ 姉妹校協定を締結した松川中学校と鹿港國民中學・鹿鳴國民中學は友好関係を深めていく

ことができているが、その他の国、地域との交流の機会が少ない。また、国際派遣交流事

業の対象が中学生であるため、その他の年代の国際交流の機会が少ない。 

今後の

方向性 

① 将来の松川村を担う若者たちが海外体験を通じて成長できるよう中学生の相互訪問交流

は継続して実施する。教育面だけでなく観光や農業、文化・スポーツの面でも積極的に交

流していくことが重要であり、行政だけでなく民間レベルの交流活動の活発化が求められ

ているため、鹿港鎮に限らず、国内外を問わず地域間交流を推進する。 

② 台湾に限らず、多国との交流活動の推進を行い、多種多様の人達と関わりを持ち国際交流

の理解を深める。 

③ 松川中学校と鹿港國民中學・鹿鳴國民中學の友好関係を今後も継続していくと共に、他の
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国・地域、多世代での国際交流も活発化し、多様な視点を持った、心豊かな人づくりを高

める。 

 

（２）人材育成の推進   総務課 総務係 

具体的

施策 

芸術・文化・スポーツなどの分野で、人材育成事業の推進を図ります。 

実施

内容 

国内・外研修事業、国際交流事業、スポーツ・文化交流事業に対して交付される「人材育成

推進事業補助金」を以下の通り交付した。 

平成 27 年度 41 件（8 団体 119 個人） 交付額 3,142,860 円 

平成 28 年度 44 件（7 団体 108 個人） 交付額 3,094,169 円 

平成 29 年度 53 件（9 団体 101 個人） 交付額 3,079,730 円 

平成 30 年度 42 件（5 団体 104 個人） 交付額 2,845,680 円 

※年１回行われる松川中学校と台湾・鹿港鎮 鹿港國民中學校との交流事業以外はスポーツ

事業に対しての交付。 

評価 

効果 

遠征での大会参加の金銭的負担を軽減することができた。 

芸術・文化・スポーツなどの活動を通して、様々な人との交流を持つことができた。 

課題 
同様の団体（ソフトテニス、バドミントンなど）の申請が増えており、特に芸術・文化に対

しての人材育成事業が行えていない。 

今後の

方向性 

限られた人のみならず幅広い団体・個人に活用してもらえるよう事業の周知を図り、より多

くの人の努力した結果を支援していく。 

 

 


