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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*34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。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、16 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。 

 

【今後に向けた課題】 

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。 

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。 

 
自主防災組織状況（単位：箇所） 

 
                   資料：総務課 

 

村内火災発生状況（単位：件） 

平成 16 年 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 

1 4 3 5 0 

資料：北アルプス広域消防 

*34【糸魚川静岡構造線】：糸魚川と静岡を結ぶ、本州を縦断する大断層。地質学的に、本州を東西

に２分している。 
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【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。 

 

 

【具体的施策】 

（１）消防力の強化 

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。 

 

（２）防災機能の強化 

より的確な情報伝達を行うため、防災行政無線（移動系、同報系）のデジタ

ル化*35を進めます。 

    

（３）地域防災意識の高揚 

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。 

 

   （４）治山・治水対策 

     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。 

 

 

*35【デジタル化】：防災無線の秘匿化、伝送速度の高速化、複数回線の使用などを可能とする技術。 
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第２節 交通安全対策の充実 

 

【現状】 

車社会の進展により、年々増加する運転免許保持者と、道路網の整備による交通量の増

加に伴い、交通事故も増加傾向にあります。特に、北アルプスパノラマロードなど広域幹

線道路での車輌事故が増加しています。 

当村では、各地区の交通防犯部長が中心となり、関係機関と連携し、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き

ました。また、交通事故多発箇所には、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推進のため、購入

費補助などに取り組んでいます。 

 

【今後に向けた課題】 

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、今後本格的な高齢化社会が到来していることを考えると、高齢者の交通安全対策に

取り組む必要があります。 

 

村内交通事故状況 

 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

交通事故発生件数（件／年） 54 45 53 30 

死者（人／年） 2 0 3 0 

負傷者（人／年） 68 61 72 39 

物損事故（件／年） 205 160 165 165 

資料：大町警察署  
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【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。 

 

 

【具体的施策】 

（１）交通安全意識の高揚 

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。 

 

（２）交通安全施設の整備 

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、安全施設の

設置に取り組みます。 

 

   （３）高齢者の交通安全対策の推進 

      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、歩

行空間*36のバリアフリ－化など、整備に努めます。 

 

 
 

*36【歩行空間】：歩行者が通行する道路とその空間。 
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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や高齢化など社会環境の変化に加え、複雑・巧妙

化、凶悪化した犯罪手口が増加しています。 

当村では、犯罪の発生を未然に防ぐため警察や防犯協会などと連携し、広報などで犯罪

の手口や被害防止対策などの情報を提供してきました。また、各地区の交通防犯部長との

連携により、夜間の犯罪防止と歩行者の安全確保のため、要望に基づき、計画的に、防犯

灯を設置しています。 

 

【今後に向けた課題】 

村民が広域化、巧妙化、低年齢化する犯罪に合わないため、警察などと連携を密にし、

新の犯罪の手口や被害防止対策などの情報を引続き提供していく必要があります。 

また、家庭・学校・職場など地域ぐるみで防犯意識の高揚と防犯組織の結束・強化を図

り、防犯対策を強化する必要があります。 

 

松川村の犯罪発生状況 

目標の内容 平成 20 年 

刑法犯罪発生件数   （件／年） 77 

内 車上ねらい件数（件／年） 10 

内 自転車盗難件数（件／年） 19 

 資料：大町警察署 

 

防犯灯設置数（単位：箇所） 

 
              資料：総務課 
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【基本方針】 

◎犯罪、暴力のない、安全で明るく住みよい地域実現のため、所轄警察署などと

連携を図りながら、村民の防犯意識の高揚と防犯対策に取り組みます。 

 

 

【具体的施策】 

（１）防犯意識の高揚 

①防災行政無線・ホームページ・広報などを活用し、村民に 新の犯罪情報

を提供することにより、防犯意識の高揚と犯罪の未然防止に努めます。 

②関係機関と連携し、暴力追放及び青少年非行防止など、運動強化に努めま

す。 

 

（２）防犯体制の充実 

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「こどもを守る安心の家」の周知に努めます。 
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第４節 住環境の整備 

 

【現状】 

住宅は、健康で文化的な生活を送る上で、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、土地利用計画に基づき、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。 

その一方で、近年急速に増加した民間によるアパ－ト開発は、落ち着きを見せています。 

 

【今後に向けた課題】 

今後、団塊の世代によるＩタ－ン・Ｕタ－ン*37などの転入者の受け入れを考え、高齢者

及び田舎暮らしの場の提供が必要となっています。また、若者の定住促進を図るため、子

育てしやすい、快適な生活環境が整った宅地などの提供が必要となっています。 

村営住宅については、建築から 20 年近く経過しているものもあります。そのため、設備

の老朽化が見受けられることから、今後計画的な修繕が必要となっています。 

 

新築住宅戸数（単位：戸） 

 
                    資料：総務課 

 

*37【Ｉタ－ン・Ｕタ－ン】：都市にもともと住んでいた人が地方へ異動することが I ターン。都会へ出た人

が出身地の地方へ戻ることが U ターンという。 
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【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。 

 

 

【具体的施策】 

（１）良好な住環境整備の推進 

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。 

     

   （２）村営住宅の維持・修繕 

      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。 
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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つの配水地から、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て

きた結果、有収率*38 の向上が図られてきました。また、昭和 47 年から稼動を開始した第

一配水池については、老朽化・耐震化に対応するため、平成 22 年度の完成を目指し、更新

工事を進めるなど、安全で安心な水道水の安定供給に取り組んでいます。 

 

【今後に向けた課題】 

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。 

経営の効率化と健全運営を更に進めるため、今後も引続き適正な料金体系に努めていく

必要があります。 

 

上水道の状況 

事項別 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度

給水人口（人） 10,230 10,275 10,246 10,233 10,253

給水戸数（戸） 3,501 3,535 3,564 3,520 3,519

年間配水量（㎥） 992,227 953,468 966,124 954,876 967,214

年間給水量（㎥） 948,588 946,675 957,429 949,673 940,878

有収率（％） 95.6% 99.3% 99.1% 99.5% 97.3%

日平均給水量（㎥） 2,599 2,594 2,623 2,602 2,578

資料：建設水道課 

 

【基本方針】 

◎より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な料金体系に努めます。 

 

【具体的施策】 

（１）施設の機能強化 

老朽化した水管橋及び鉄道横断部分の耐震化を計画的に進めます。 

（２）経営の健全化 

長期的な計画に基づき、経営の効率化と健全運営に努めます。 

*38【有収率】：上水道として供給した水量のうち、使用料収入の対象となる水量のこと。 
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第６節 下水道の整備 

 

【現状】 

当村は、河川や水路などの公共水域の保全と健康で快適な生活環境の確保のため、村民

の理解と協力を得ながら、下水道施設の整備促進に取り組んできた結果、整備目標年次よ

り早く、計画面積 337ha の整備が完了しました。 

この間、下水道への接続も順調に進み、平成 20 年度末には約 83％まで接続率*39が向上

しています。これに伴い、水路の水質改善など、下水道による効果が確実に現れてきてい

ます。 

 

【今後に向けた課題】 

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、適正な

維持・管理と計画的な改修・修繕などを実施していく必要があります。 

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。 

 
下水道の状況 

事項別 平成 15 年度 平成 20 年度 

整備率（％） 91.4 100.0 

接続率（％） 60.7 82.6 

使用料収納率（％） 99.8 98.6 

資料：建設水道課 

 

【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。 

 

【具体的施策】 

（１）下水道施設の適正な維持・管理 

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。 

（２）下水道への接続推進 

下水道に関する広報・啓蒙活動に努め、接続率の向上を図ります。 

 

【施策目標】 

目標の内容 
現状 

（Ｈ20） 
平成 26 年度 

下水道接続率（％） 83 87 

*39【接続率】：下水道共用区間内で、実際に下水道へ接続している人口を共用区間内の人口で除した割合。 
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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、生活様式の変化による消費活

動の増加に比例したゴミ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。また、ごみステーション（村内 101 ヶ所）を整備し、松川村カレンダーへの分別収

集日・分別マニュアル掲載による、分別収集の徹底に取り組でいます。さらに、生ごみ処

理機などの設置に対する補助により、生ごみの減量化の推進を図っています。 

一方、各区の環境衛生部長が中心となり清掃活動を実施、環境美化意識の高揚を図って

きました。また、不法投棄監視連絡員・シルバー人材センターと連携し、林道や河川敷に

おいて不法投棄パトロールを実施、不法投棄防止看板やバリケードを設置するなど、不法

投棄防止に努めています。 

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、水質の保全などに取り組んできました。 

 

【今後に向けた課題】 

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

*40（アレチウリなど）の駆除体制強化も重要となっています。 

 

 

ごみの状況 

事項別 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度

可燃ごみ排出量（kg/年） 1,261,370 1,279,170 1,293,060 1,286,410 1,297,630

不法投棄状況（kg/年） 1,945 2,834 3,714 4,030 3,270

資料：環境福祉課 

 

 

 
*40【特定外来生物】：海外からの生物で、生態系、人の生命・身体、農林水産業などへの被害を及ぼす

もの。法律によって特定されている。 
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【基本方針】 

◎環境保全に対する意識の高揚を図り、分別収集の徹底とゴミの減量化を推進し

ます。 

◎公害の未然防止、環境保護と環境衛生の向上を目指します。 

 

【具体的施策】 

（１）廃棄物のリサイクル、減量化の推進 

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。 

 

（２）廃棄物の不法投棄の防止 

①清掃活動や不法投棄の監視など、地域・関係機関と連携を取りながら、環境

美化意識の高揚を図り、不法投棄防止に努めます。 

②野焼きが環境に与える影響について理解を深めてもらうとともに、野焼き禁

止についての指導・啓発を強化します。 

 

（３）水質の保全 

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。 

 

（４）環境衛生の向上 

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地球温暖化対策に向けた環境学習を実践するなど、CO2 排出抑制に努めます。 

 

   （５）省エネルギ－・新エネルギ－利用の推進 

公共施設や家庭・事業所などにおける、省エネルギ－対策及び新エネルギ－

*41の利用を推進します。 

 

【施策目標】 

目標の内容 
現状 

（H20） 
平成 26 年度 

燃えるごみ排出量（ｔ／年） 1,298 1,222 

*41【新エネルギー】：太陽光発電、風力発電、廃棄物発電など、「新エネルギー利用等の促進に関する

特別措置法」において規定された新しいエネルギー。 
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第８節 安全な消費生活の実現 

 

【現状】 

経済社会のＩＴ化*42の進展、技術革新にともなう新製品の登場などを背景に、生活は豊

かになり、便利な社会となりました。しかし、消費者を取り巻く環境は急速に複雑・多様

化してきています。特に、消費者を陥れるような取引の出現など、消費生活に不安が生じ

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。 

 

【今後に向けた課題】 

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。 

 

消費者相談件数 

 
                                         資料：総務課 

 

 

*42【ＩＴ化】：Information Technology の略が IT。最新の高度な情報技術を活用すること。 
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【基本方針】 

◎安心して消費生活を営むため、消費者にとって必要な情報の積極的な提供に努

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。 

 

 

【具体的施策】 

（１）消費生活の意識の高揚 

適切な知識や情報を村民へ提供し、消費生活の安全を確保するとともに、

消費者を対象とした学習会を開催するなど、消費者の意識の高揚を図ります。 

 

（２）相談窓口の充実 

安心して消費生活ができるよう、関係機関と連携し、消費者被害防止を図

ります。また、被害発生時には、適切な指導に努めます。 

 

 




