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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。 

このような状況の中、地域農業と農地を守

ることを目的に、村内 11 集落営農組合が立ち

上がり、関係機関と連携しながら農地の利用

集積、大型機械による合理化及び低コスト技

術栽培などによる、生産性向上*51や省力化の

検証に取り組んでいます。水稲については、

全国でも有数の高単収をあげており、エコフ

ァーマー*52の認定を受け、環境に配慮した農

業への取り組みや安全で安心な米づくりを推

進してきました。 

さらには、酪農家と水稲生産組織との連携により、飼料稲ＷＣＳ*53生産現地試験を実施

し、堆肥供給と自家飼料化を目的に、検討を進めています。 

また、園芸品目については、りんごの新わい化栽培*54など高度新技術や生産性の向上に

取り組んでいます。直売所では地場産品の販売を積極的に行っています。 

一方、体験型観光が増加する中、観光と農業の交流人口の増大を目的に、農業体験を利

用したグリーンツーリズム*55の推進を図っています。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。 

 近年、深刻な被害が発生している有害鳥獣の被害防止については、村猟友会の協力を得

る中、村内 5地域の協議会が中心となって追い払いや個体数調整が行われています。 

 

【今後に向けた課題】 

農業の生産性の向上と農用地の利用集積を図るため、集落営農組織の育成が重要な課題

となっています。しかし、当組織の運営は補助金に頼るところが大きいため、今後は如何

にして収益を確保していくかなど、自立し得る経営体としての育成を進める必要がありま

*51【生産性向上】：少ない労働力、資源で、より多くの生産量を確保すること。 

*52【エコファーマー】： 堆肥作りを基本とし、持続性の高い農業生産方式を導入していると認定され

た農業者のこと。 

*53【飼料稲ＷＣＳ】： 稲発酵粗飼料のこと。飼料用の稲を栽培し、ホールクロップサイレージにて調

整したもの。 

*54【新わい化】：成長しても作業しやすい低樹高に抑える技術。定植２年目から収穫できる。 

*55【グリーンツーリズム】：農山漁村に住む人と都市に住む人の交流。 
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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。 

国が進めてきた米の生産調整は、政策の転換により大きく変わろうとしています。今後

の動向を的確に捉え、時代に適した農業ビジョンの構築が必要となっています。 

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。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、内容の充実したグリーンツーリズムを

推進するなど、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。 

 

農業産出額の推移（単位：千万円） 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

198 190 186 174 

資料：農林水産省 

 

農家数の推移（単位：軒） 

  平成 12 年度 平成 17 年度 

総数 705 636 

専業 101 101 

第１種兼業 83 176  

第２種兼業 521 359 

資料：農林水産省 

 

【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*56・女性農業者の

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。 

◎北アルプス山麓ブランドを核とした、農産物の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。 

*56【認定農業者】：作成した「農業経営改善計画」を市町村から認定された、農業改善を図ろうとして

いる農業者のこと。 
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◎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。 

 

【具体的施策】 

（１）集落営農組織の活性化と営農活動の推進 

①集落営農組織の経営安定と収益向上を図るため、新規転作作物などの栽培を

促進し、共同営農活動を支援します。 

②効率的な農地の集積と利用を図るため、農用地利用改善団体を設立するなど、

集落内の合意形成を支援します。 

 

（２）効率的・安定的な経営体の育成 

①認定農業者や集落営農組織の経営安定を図ります。 

② 農業経営の安定を図るため、栽培技術・経営管理能力の向上に向けた相談・

支援活動を進めます。また、効率性向上のため、農用地の面的集積を促進し

ます。 

③大規模稲作経営における、省力化・低コスト化を図るため、栽培技術の開発・

普及を進めます。 

 

（３）女性農業者及び若い農業者など担い手の育成 

女性及び若者が主体的に農業経営に参加し、活躍できるよう、研修会などに

よる担い手の育成を図ります。 

 

（４）環境にやさしい農産物生産の推進 

① 消費者から信頼される高品質、安全・安心な農産物生産地を目指し、集落営

農組合と連動し、農地・水・環境保全向上対策などとしてのエコファーマー

認定取得、特別栽培米*57 といった環境にやさしい農産物認証米などの生産

を進めます。 

②鈴ひかり栽培基準を徹底し、鈴ひかりブランドの確立を図ります。 

 

（５）果樹産地の構築 

①りんごを中心に、需要が高く、生産性の高い優良品種の栽培面積拡大を積極

的に行い、偏重した品種構成を改善します。また、樹園地の団地化、担い手

*57【特別栽培米】：農産物が生産された地域の通常と比較し、農薬の使用回数が 50％以下でかつ、

化学肥料の窒素成分量が 50％以下で生産されたお米。 
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育成、生産性の向上、生産費の低減を図り、りんご新わい化栽培を積極的に

取り入れ、活力ある果樹経営を目指します。 

②りんご新わい化栽培の促進に向け、育苗

圃の拡大を図るとともに、モデル圃を設

置し、育成・支援にも努めます。 

③新植及び改植事業の推進を図り、安定し

た経営を促進します。 

④ブルーベリーなどの新品目の新植促進

をします。 

 

（６）野菜・花き産地の構築 

①集落営農組織を中心に栽培面積の拡大に努めるとともに、生産力の向上を図

ります。 

②松川村の気象条件、地域特性を活かした野菜栽培を推進し、有利販売に取り

組みます。 

③加工トマト・キュウリなど契約野菜の栽培を推進し、価格安定品目の導入を

図ります。 

④地場野菜を重点に新鮮な野菜を直売所で販売し、旬の野菜の生産及び軽量・

小物野菜などの振興と品揃えの充実を図ります。 

⑤リンドウ・ストックなど、切花の品質向上及び生産振興を進めます。 

⑥生産安定のための技術及び効率的な防除体制の確立を目指します。 

⑦価格安定確保のため、ＪＡ共選体制による良質生産に努めます。 

⑧雨よけ施設の有効活用など、効率性に配慮した経営を目指します。 

⑨安心して生産に取り組めるよう、共済事業の充実と強化を図ります。 

 

（７）直売など地産地消及び北アルプス山麓ブランド認定品の促進 

①各直売所及び集落営農組合との連携を図り、直売所向け農産物の取り組みを

支援します。 

②北アルプス山麓ブランド認定品の生産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。 

 

（８）食農事業の推進 

①農業小学校など、農業体験を継続的に実施します。 

②学校給食向け野菜の取り組みなど、地産地消を推進します。 
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（９）グリーンツーリズムの推進 

①風土と食材を生かした民泊の形を検討していくとともに、農業体験の受け皿

となる農家の育成・強化を推進し、農家所得の向上を図ります。 

②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。 

 

（10）鳥獣害防止対策の実施 

①鳥獣害に対する地域住民の自主防衛を徹底し、協議会を中心にパトロール、

追い払い及び個体数調整を行い、被害の拡大を防ぎます。 

②被害防止ネットなどの設置を促進します。 

③山際などへは、食害を受けにくい品目の導入を推進します。 

 

（11）耕種農家と畜産農家の連携による農業振興 

①稲発酵粗飼料用稲の生産体制の確立による、飼料自給率の向上を目指します。 

②耕畜連携による、堆肥の生産や土作りを促進します。 

 

 （12）遊休荒廃農地対策  

   ①担い手などへの利用集積等により、遊休農地の発生防止と農地の有効活用に

努めます。 

 

【施策目標】 

目標の内容 
現状 

（H21） 
平成 26 年度 

認定農業者数（人） 74 76 

エコファーマー認定者数（人） 203 300 

家族経営協定数（人）  21  30 
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第２節 林業の振興 

 

【現状】 

当村の森林面積は、2,643ha と総面積の約 56％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による、作業道の整備及び林道の維持管理が継続的に進め

られ、林業従事者の雇用促進が図られています。 

 

【今後に向けた課題】 

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・県の更なる支援が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。 

 

村の森林の所有状況 

 

            資料：平成 18 年農林業センサス 

 

 

【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。 
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【具体的施策】 

（１）林業の生産性向上 

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。 

 

（２）森林が果たす多様な役割の保全 

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、森林整

備を推進します。 

 

（３）林産物の振興 

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。 

 

（４）森林環境教育の推進 

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、林業への理解を深めます。 

 

（５）森林整備体制の育成・強化 

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、雇用

の促進に努めます。 

 

（６）松くい虫対策の徹底 

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。 

 

（７）野生鳥獣との共存体制の確立 

人間と野生鳥獣が共存できる森林造りを進めます。 

 

【施策目標】 

目標の内容 
現状 

（Ｈ20） 
平成 26 年度 

森林整備目標面積（ha/年） 15 15 
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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*58 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。一方、観光協会の運営を商工会が行うなど、商業と

観光産業との連携が図られています。 

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、融資制度を充実するなど経営に対する支援を強化しています。 

 

【今後に向けた課題】 

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。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。 

 

商業の状況 

 平成 9年 平成 11 年 平成 14 年 平成 16 年 平成 19 年

商店数（軒） 80 86 74 73 64 

従業員数（人） 342 371 387 416 353 

商品販売額（万円） 896,252 828,889 706,862 708,563 761,610 

店舗面積（㎡） 8,277 9,082 10,603 10,030 9,657 

資料：商業統計 

 

 

【基本方針】 

◎商業の活性化を図るため、商工会と連携し、地域性や個性を生かした商店づく

りへ向けた支援の充実・強化を図ります。 

 

 

 

 
*58【地元滞留率】：その市町村に住む住民が、地元で買物をする割合。 
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【具体的施策】 

（１）商工団体の育成・強化 

商工会を核とした、商工団体の育成・強化を支援します。 

 

（２）若手経営者の育成 

若手後継者を核として、魅力ある商店経営が出来るよう、新たな情報や知識

の収集を図り、後継者の育成を支援します。 

 

（３）観光産業との連携 

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。 

 

（４）魅力あるイベントの開催 

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

力あるイベントなどの開催を支援・協力します。 

 

（５）経営基盤の安定支援 

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。 

 

 

【施策目標】 

目標の内容 
現状 

（Ｈ19） 
平成 26 年度 

商業販売額（百万円／年） 7,616 7,997 

資料：経済課 
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第４節 活力ある工業の振興と誘致 

 

【現状】 

村内の事業者は、経営規模が零細な中小企業が主であり、近年の長引く不況により、経

営環境は極め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。 

 

【今後に向けた課題】 

急激な社会環境や経済環境の変化に対応するため、既存企業の経営の近代化･合理化や人

材育成、技術力向上を図るなど、経営の安定化に向けた積極的な支援を行う必要がありま

す。 

また、企業誘致にあたっては、地域に適した、公害のない自然と調和した優良企業の立

地促進に努め、若者や高齢者などの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。 

 

工業の状況 

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

事業所数（箇所） 29 29 27 28 29 

従業員数（人） 555 482 472 528 453 

製造品出荷額（万円） 940,999 725,166 660,345 618,637 638,766 

※（ ）内の数字は事業所統計による。工業統計は従業員 4人以上の事業所が対象。 

資料：工業統計より 

 

【基本方針】 

◎企業の技術力向上や経営の近代化により、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。 

◎上緑町工業団地へ 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。 
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【具体的施策】 

（１）既存企業への支援強化 

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。 

 

（２）優良企業の誘致 

環境にやさしい 新技術産業を中心とした、優良企業の誘致に努めます。 

 

（３）雇用の場の確保 

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。 

 

【施策目標】 

目標の内容 
現状 

（Ｈ20） 
平成 26 年度 

製造品出荷額（百万円／年） 6,388 7,246 
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第５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。 

観光協会の運営を商工会に委託し、組織改革を行い、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を中心とした「大糸線沿線地域活性化事業」などにより、広域観光

も積極的に進めています。 

 

【今後に向けた課題】 

情報化社会の進展に伴い、旅行の形態が十人十色から一人十色型観光が主流になる中、

体験・滞在型の本物志向が強くなるなど、観光ニーズが多様化しています。このような状

況の中、時代にあった観光ニーズに対応した取り組みが求められています。 

また、観光客のリピート化を図るためにも、顧客満足度*59の向上が重要であり、地域全

体でのホスピタリティ「おもてなしの心」の向上を図り、地域特性を生かした魅力ある観

光地づくりが求められています。 

  また、地域における公共交通であるＪＲと連携し、駅前の環境整備を図るなど観光振興

に努める必要があります。 

 

村内観光客数の推移（単位：人） 

 
                    資料：経済課 

 

 

*59【顧客満足度】：お客様が、購入した商品や受けたサービスに対して抱いた満足の度合い。 
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【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。 

 

 

 

【具体的施策】 

（１）村の個性と魅力を生かした観光の振興 

①観光プログラムの創造と誘客の促進 

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つめ直し、新し

い観光ニーズにあった、個性と魅力を生かした観光プログラムをつくります。 

②新たな顧客層の開拓 

自然や健康、芸術・文化に関心を持つ観光旅行者などをタ－ゲットに、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 

大糸線沿線を中心とした、広域的な観光宣伝、周遊ル－トの検討など、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 

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。 

 

（２）「心」と「食」で「もてなす」地域づくり 

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

い食事メニューや特産品の開発、提供を行います。 
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（３）観光情報の発信 

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。 

 

（４）滞在型観光の推進 

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。 

 

【施策目標】 

目標の内容 
現状 

（Ｈ20） 
平成 26 年度 

観光客入込み数（千人／年） 518 600 

宿泊者数（千人／年） 5 6 

 

 

 

 

 

 




