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  “住んでみたい、住んで良かった”  村を目指して 

                   

私たちの松川村は、恵まれた豊かな自然の中で、

明治 22 年の町村制施行以来、120 年間先人のたゆま

ぬ努力と村民の力の結集により着実に発展を続けて

きました。 

今、地方自治体を取り巻く状況は、国の歴史的な

政権交代をはじめ、少子高齢化の進行や 100 年に一

度と言われる景気の後退、地球規模の環境問題、地

方分権への対応など大きな転換期を迎えています。

このような中、村を更なる発展に導くために行財政

基盤の強化や的確な施策展開が喫緊の課題となって

います。 

 一方、村民の意識は一生を通じてやすらぎを感じながら生き生きと安心して暮

らせる村づくりを望んでいます。 

こうした皆様の希望を実現するため、平成 31 年度を目標とする第 6次総合計画

を策定いたしました。 

 この計画では、『みんなが主人公「未来へはばたく、光り輝く協働の村」』を目

指すべき将来像として掲げ、村の魅力である美しい自然を舞台に、更に暮らしや

すい村づくりを村民の皆様とともに実行してまいります。 

 なお、この計画の策定にあたり、貴重な後意見、ご提言をいただきました村民

の皆様をはじめ、熱心に審議していただいた地域づくり推進委員会、村議会、関

係各位に心から感謝申し上げ、総合計画策定にあたってのごあいさつといたしま

す。 

 

  平成 22 年 3 月   

松川村長 平林 明人      
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第１編 総 論 

 

第１章 総合計画策定にあたって 

 

第１節 総合計画のめざすもの 

  

村政の目標と計画的な行政運営を進めるために長期的視野にたって定めた総合計画は、

「松川村振興計画」として昭和 45 年からスタートしました。その後、平成 12 年より「21

世紀に飛躍する松川村」という将来像を掲げ、その実現に向け各施策を実施してきました。 

この間、少子・高齢化社会への移行や地球規模の環境問題、景気の低迷、高度情報化の

進展など、地方自治体を取り巻く環境は大きく変化しました。また、国が巨額の財政赤字

を抱える中で、国庫補助金の削減を進めるなどの影響により、村の行財政運営も厳しさを

増しています。 

その一方で、地方分権、行政の広域化などの進展により、地域の良さを活かした、住民

との協働による村づくりも広がりをみせています。それぞれの、創意工夫により、この厳

しい局面を打開する必要があります。 

こうした状況の中、時代の潮流と村民ニーズを的確に捉え、村づくりの方向を明確にす

るため、「松川村第６次総合計画」を策定するものです。 

「第６次総合計画」では、『緑豊かな自然と暮らし、心やすらぎ魅力あふれる村』を基本

理念に掲げました。松川村の魅力である豊かな自然とその暮らしを基に、村の良さを益々

魅力あるものとする計画です。また、『みんなが主人公 「未来へはばたく、光り輝く協働

の村」』を将来像とし、協働の村づくりによる松川村の発展を目指します。 
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第２節 総合計画の概要 

 

１．計画の名称 

  この計画の名称は「第６次総合計画」とします。 

  

２．計画の構成と期間 

 

（１）基本構想 

   基本構想は、村づくりの基本理念、将来像を掲げ、これらを実現する村づくりの基

本目標を示すものです。平成 22 年度を初年度とし、平成 31 年度を目標年次とする

10 年間の計画です。 

 

（２）基本計画 

基本計画は、基本構想で示した村づくりの基本目標を実現するため、行政の各分野

の現状と課題、施策の内容を具体的に示すものであり、実施計画の基礎とするもので

す。平成 22 年度を初年度とし、平成 26 年度を目標年次とする５年間の前期基本計画

とします。 

 

（３）実施計画 

実施計画は、基本計画で定めた基本的施策をより効果的に実施するため、財政的な

検討も加え、施策･事業を 3 ヶ年計画として別途策定するものです。毎年度その内容

を見直し、補正を加え事業を実施していきます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
基本構想概念図                                        計画別年次構成図 
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第２章 計画策定の背景 

  

第１節 村の概況 

１．村の歴史 

松川村は旧石器時代の末期、今から１万年以上も昔から人が住み始めたといわれ、

「桜沢遺跡」｢有明山社遺跡｣などからわかるように、縄文時代には最初の“むらづく

り”が行われたようです。弥生時代には、人々は稲作を覚え農業を営み始めました。

集落が農村のたたずまいを整え始めると、人々の間に階層が生まれはじめ、支配者の

墳墓として作られた「祖父塚古墳」は、1,300 年も経た今もその姿をとどめています。 

奈良時代、この地は穂高神社の勢力圏でしたが、後に伊勢皇大神宮の勢力が増大す

るとその御領の御厨が成立しました。鎌倉時代に入り大町を中心にした豪族仁科氏の

手が伸び、仁科御厨ないしは仁科庄に吸収され、仁科氏の滅亡までその前進基地とな

っていました。江戸時代になると、現在の大町市常盤･安曇野市穂高有明･松川村地域

の 16 ヵ村は、松川組として松本藩下の治世下におかれ、米どころとして有力な地域

となりました。 

1868 年、年号は明治となり、江戸は東京と改められました。1871 年（明治 4 年）、

松本藩は松本県となり、1874 年（明治 7 年）には、松川･板取･神戸新田･鼠穴･細野

からなる筑摩県松川村が生まれました。1886 年（明治 19 年）に常盤村(現大町市)と

合併し、松川村は常盤村となりましたが、1889 年（明治 22 年）町村制施行により現

在の松川村が誕生し、その後着実な発展を続け、2009 年（平成 21 年）には村制施行

120 周年を迎え、今日に至っています。 
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２．村の発展 

  松川村は、1915 年（大正 4年）の信濃鉄道の開通をはじめとし、国道 147 号、県

道有明大町線（通称：山麓線）、県道有明大町線東ルート(通称：北アルプスパノラ

マロード)、県道上生坂信濃松川停車場線など、交通機関や交通網の整備が進むにつ

れ大型店が進出し、住宅団地の造成も行われ、人口が増加してきました。 

現在、松川村は大北地域のみでなく、松本広域圏との連携も増しています。長野

自動車道に直結する北アルプスパノラマロードの開通は、経済･文化･観光などあら

ゆる面に影響を与え、都市圏との距離が益々近くなり、生活環境も大きく変わって

きています。村民生活も都市型となり、都市と地方の格差も少なくなりました。 
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 第２節 自然・地理的条件 

１．地形・地勢 

当村は、長野県の北西部、北安曇郡の南端、安曇野の北よりに位置し、東西 10.8km、

南北 7.3km、四隣は北及び北西部に大町市、南及び南西部に安曇野市、東は池田町に

接しています。北西部に雄大な北アルプス連峰がそびえ、このアルプスを源流とする

高瀬川、乳川、芦間川、中房川といった一級河川が流れています。また、西には、安

曇富士と称される有明山の麓に神戸原扇状地が広がっています。面積は 47.08ｋ㎡と

なり、比較的平坦な地形です。居住地の標高は、約 560ｍから約 670ｍに及んでいま

す。また、当村の面積の約 56％は森林、約 25％は農地が占めており、国道を境に東

側は住宅地が集積し、西側は田園地域が広がり、西部山岳地帯はほぼ手つかずの森林

地帯となっています。 

 

松川村位置図 

 
 

北緯：36°25′15″ 

東経：137°51′28″ 

標高：613.7ｍ（役場）

松川村近隣 
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２．気候 

当村は、盆地であるため内陸性気候に属し、寒暖の差が大きく、恵まれた自然環境

と四季折々の特性と相まって、生活しやすい場所として古くから人々の生活が営まれ

てきました。 

年平均気温は概ね 12℃です。夏は 36℃を超える日もありますが清涼でしのぎやす

く、冬は最低気温がマイナス 13℃となることもあり、雪は少ないものの厳しい寒さ

となります。また昼夜の温度差も大きく、降水量は多くありません。 

 

 

アメダスによる平均気温の推移（平成 20 年） 

 
資料：気象庁による（観測地点：安曇野市穂高） 

 

 

アメダスによる年間降水量の推移 

 

資料：気象庁による（観測地点：安曇野市穂高） 
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 第３節 社会的条件 

１．人口 

当村の人口は、大正 9年に実施された第１回国勢調査以降、人口が増加してきまし

た。平成 17 年には、10,072 人と初めて念願の 1万人を超えました。しかし、その後

は微増傾向にあります。 

人口の推移 

 
資料：国勢調査結果による（各年 10月 1 日現在） 

 
年齢別人口割合をみると、15 歳未満の割合は横ばい傾向にありますが、65 歳以上

の高齢者は増加傾向にあります。年齢別人口では、15 歳未満が昭和 60 年の 1,680 人

をピークに、減少傾向となり、平成 17 年には 1,541 人となりました。一方、65 歳以

上の高齢者人口は、昭和 60 年の 1,050 人から増加を続け、平成 17 年には 2,423 人と

2.3 倍となっています。 

また、人口割合では 65 歳以上の方は、平成 17 年には 24.1％と、４人に１人が高

齢者という状況です。県の高齢化率 23.8％、全国平均の 20.1％を上回っており、少

子・高齢化が進行しています。 

年齢別人口割合の推移 

 
資料：国勢調査結果による（各年 10月 1 日現在） 
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世帯数については、3,210 世帯と増加傾向にあります。しかし、１世帯あたりの平

均世帯員数は、昭和60年の3.79人から平成17年には3.14人と減少傾向にあります。 

これは、アパートの増加による影響や世帯の核家族化が進行したことなどが原因と

考えられます。 

 

２．産業構造 

平成 17 年 10 月１日現在の就業者数は 5,299 人となり、総人口の 52.6％を占めて

います。就業別内訳としては、第１次産業*1が13.9％（735人）、第２次産業*2が34.6％

（1,835 人）、第３次産業*3が 51.5％（2,729 人）となっています。 

経済のサービス化が進む中、松川村の産業別就業割合も、第３次産業が半数を超え

ています。また、第２次産業の割合は横ばい傾向にあったものの、平成 17 年には 30％

台と大きく減少しました。一方、農業を中心とした第１次産業に従事している割合は、

昭和 50 年以降減少傾向にありましたが、平成 17 年には若干増加しています。 

 

 

産業別人口割合の推移 

 
資料：国勢調査結果による（各年 10月 1 日現在） 

 
 

*1【第１次産業】：農業、林業、水産業など、原材料、食料など基礎的な生産に関わる産業。 

*2【第２次産業】：製造業、建設業、鉱工業などの産業。 

*3【第３次産業】：第１次、第２次産業に分類されない産業。商業、運輸、通信、金融など、サービスに関する

産業。 
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第４節 村を取り巻く状況 

 

１．少子高齢化の進行と人口の減少 

日本では、少子化と高齢化が同時に、かつ急速に進行しつつある状況です。 

松川村においても例外でなく、平成 21 年 10 月現在、総人口に対する 65 歳以上の

人の割合は 25.2％となっております。 

このような少子・高齢化は、社会保障面など社会全体に大きな影響が予想されるこ

とから、当村においてもそれらに対応するための政策の転換が求められています。 

 

２．環境問題 

二酸化炭素などの温室効果ガスによる地球温暖化など、地球規模の環境問題をはじ

めとし、私たちの身近な地域でもゴミの最終処分場所の論議が盛んにされています。 

国はリサイクル法などを制定し、ゴミの排出を抑制、資源を再利用する循環型社会

の形成を目指しています。当村においても、ゴミ処理に対する啓発活動を強化すると

ともに、分別収集の徹底を推進してきました。 

一方、二酸化炭素の排出量を減らすため、省エネルギーの推進と自然エネルギーの

活用が大きな課題となっています。これまで以上に、エネルギーの有効活用を進める

ための取り組みが重要となります。 

今後は、経済活動や生活水準を維持する中、社会・企業・個人の意識改革により、

環境問題に取り組み、貴重な資源の有効活用と保全に努め、子や孫の世代へ継承して

いくことができる環境社会の構築が求められています。 

 



15 

３．財政の健全化 

国・地方においても、長引く不況の影響で経済は低迷し、税収が大きく減少する中、

多様化する住民ニーズに応えるための支出は増える傾向にあります。また、貯金にあ

たる「基金」が底をつく自治体が今後多く出てくると報じられるなど、深刻な財政状

況にあります。 

当村の財政状況は、近隣市町村と比較して健全化が図られていると言えますが、自

主財源に乏しく、国からの地方交付税に依存する形となっています。 

このことから、国の情勢の変化や制度改正によっては、厳しい財政運営となること

が危惧されます。 

このような状況を踏まえ、現在の住民サービスの水準を維持していくためには、自

主財源の確保をはじめ、「自立の村づくり計画」などによる長期的視野に立った、健

全財政を維持していく必要があります。 

 

 

４．時代の潮流 

高度経済成長期以降、私たちの身の回りの物は確実に増加、高級化し、生活水準の

向上に伴い、人々の価値観や行政に望む内容も多様化してきています。 

このような時代の変化の中、村づくりに対し、従来の「物質的な豊かさ」に加えて、

「将来の安心」や「生きがい」といった、「心の豊かさ」を望む声が高まってきてい

ます。 

地方分権の流れが加速する今、これまで以上に独自の地域資源を活かした、特色あ

る地域づくりが求められています。 
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第２編 基本構想 

 

第１章 村づくりの目標 

 

 第１節 基本理念 

村制施行以来 120 周年を迎えた松川村は、雄大な北アルプスの麓、田園風景が広がる、

豊かな自然あふれる安曇野にあります。この恵まれた自然環境を守るとともに、その中で

豊かな暮らしができるよう、村づくりを進めていきます。 

緑豊かな自然は、松川村の魅力です。この美しい自然や豊かな歴史、伝統・文化など、

すばらしい地域資源の魅力を活かすとともに、若い世代から高齢者まで、やすらぎを感じ

られる、暮らしやすい村づくりを目指します。誰もが生き生きと安心して暮らすことがで

きる、魅力あふれる村づくりを基本理念として掲げます。 

 

【基本理念】 

緑豊かな自然と暮らし、心やすらぎ魅力あふれる村 

 

第２節 将来像 

みんなが主人公となれる村を実現できるよう、基本理念に基づき村づくりを進めます。

村民一人ひとりが、その個性をより輝かせることができ、誰もが積極的に村づくりに参加

する「協働」の輪を広げていくことが、みんなが主人公の村づくりと考え、10 年後の村の

将来像を次のように定めます。 

 

【将来像】 

みんなが主人公 「未来へはばたく、光り輝く協働の村」 
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第２章 将来指標 

 

第１節 人口・世帯数 

当村の平成 17 年度国勢調査人口は 10,072 人であり、その後も微増傾向にあります。一

方、全国の人口は減少に転じています。 

今後、松川村においても、大幅な自然増は期待できない状況にあります。しかし、豊か

な自然環境を活かし、基本理念に掲げる「魅力あふれる村」づくりを進めることにより、

村外からの転入など、人口は微増すると考えられることから、平成 31 年の目標定住人口を

10,700 人と設定します。 

 

第２節 産業別就業者数 

平成 17 年の就業者数は 5,299 人と、総人口の 52.6％を占めています。今後、第１次産

業の就業者数は、横ばい傾向と考えられます。その一方で、第２次産業の就業割合は若干

減少するとともに、第３次産業の就業割合が増加すると予想されます。 

人口は微増するものの、高齢化率*4 が上昇すると考えられることから、総就業者数も微

増に留まるものと予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*4【高齢化率】：全人口に対する、65 歳以上の人口割合。社会の高齢化状況を把握するための指標。 
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第３章 施策の大綱 

 

【施策体系図】 
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第１節 受け継がれてきた美しい田園景観と暮らす村づくり 

先人から受け継ぎ、村民が守ってきた「水」と「緑」は、村の宝です。この美しい田園

景観を守り、ふるさととして誇りに思えるような村づくりを進めます。 

美しい景観を守り、次代へ継承していくため、村土全体の調和を図り、計画的な土地利

用の推進とともに、生活の基盤である道路・水環境の整備に取り組みます。 

 

１．将来を見据えた計画的な土地利用 

安曇野らしい田園風景と恵まれた自然環境を、次代へ残していくため、平成 13 年に

制定された「村づくり条例」に基づき、適正な土地利用の規制・誘導を図ります。松川

村の基盤産業である農業を守るため、優良農地の保全を図るとともに、「土地利用調整

基本計画*5」で設定されたゾーン区分に沿った村の総合的な発展をめざし、バランスの

とれた計画的な土地利用を進めます。 

 

２．良好な景観形成の推進 

松川村の宝である安曇野らしい美しい田園風景を守るため、田園と屋敷林*6で囲まれ

た家屋が点在する景観を大切にします。また、魅力ある景観づくりを推進するため、地

域住民の理解と協力を得ながら、個性ある景観づくりに取り組んでいきます。 

 

３．利便性の高い道路網の整備 

暮らしの基盤となる道路網の整備を、長期的視点に立った道路計画に沿って進めてい

きます。美しい田園風景との調和を図りながら、他地域との交流を促進する、幹線道路

の整備を図ります。また、地域住民の要望に基づき、道路整備の基本方針に沿った優先

順位づけを行い、生活道路*7をはじめとした道路環境の計画的な整備を進めます。 

 

４．水環境・水資源の保全と活用 

松川村は、豊かな自然と水の恩恵を受けてきました。しかし、一方では河川の氾濫に

悩まされてきた歴史があります。村民の生命財産を水害などから守るために、国・県な

どの関係機関へ、河川改修の更なる推進を働きかけるとともに、村民が水に親しめる河

川環境を整備していきます。貴重な水資源である地下水の保全と有効活用に努めます。

また、山林における水源かん養機能を高めるため、治山・治水対策を進めていきます。 

 

 

 

*5【土地利用調整基本計画】： 土地利用の基本方向を示す、長期計画。 

*6【屋敷林】： 住宅地の周囲に、風よけなどの目的で植えられた樹木。 

*7【生活道路】：住宅地内や地区と地区とを結ぶ、生活に密着した道路。 
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第２節 健やかに笑顔で暮らす、支え合いの村づくり 

少子・高齢化が進行し、行政による福祉サービスだけでは十分な取り組みができない時

代となりました。行政としての取り組みを充実させる一方、村民一人ひとりがお互いを思

いやり、支え助け合う関係を構築することにより、誰もが笑顔で健康に暮らせる村づくり

を推進します。 

 

１．生涯健康づくり 

（１）健康の増進 

保健・福祉・教育部門が連携を図り、生涯にわたっての健康づくりを推進します。ま

た、健診結果などに基づき、村民が健康課題を明確にしながら、自主的に健康づくりに

取り組めるよう支援していきます。 

 

（２）地域医療の充実 

地域に密着した医療サービスが適切に受けられるよう、広域圏での医療機関との連携

を図ります。また、保健・医療・福祉と連携した、包括的な医療の推進を進めます。 

 

２．地域福祉の推進 

（１）福祉の村づくり 

安心して生活ができる村を目指し、ライフステージ*8に応じた相談支援体制の充実や

関係機関との連携により、地域ケア体制*9の整備を進めます。また、住民の福祉意識の

向上、心のバリアフリー*10を推進し、福祉の村づくりに取り組みます。 

 

（２）高齢者福祉の充実 

高齢者が生き生きと自分らしく生活できるよう、健康づくりと介護予防を推進すると

ともに、社会参加への仕組みづくりを行い、活躍の場を広げます。また、住み慣れた地

域で生活していくため、在宅介護サービス体制の充実を図り、安心して暮らせるための

地域づくりに取り組みます。 

 

（３）障がい者福祉の推進 

障がいのある人もない人も、自分の暮らしたい地域で安心して生活ができるよう、

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推進します。 

 

 

*8  【ライフステージ】：各人が置かれている、人生における段階。 

*9  【地域ケア体制】：地域における福祉、医療などを提供する体制のこと。 

*10【心のバリアフリー】：施設面でなく、気持ちにおいて高齢者などへのわだかまりを意識しないこと。 
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３．児童福祉の充実 

（１）児童福祉の推進 

家庭・地域と連携し、心身ともに健全に児童が育つよう、少子化による環境変化や保

育需要の多様化に対応した児童福祉に取り組みます。また、地域の特性を活かした保育

園づくり、子育て環境の整備を進めます。 

 

（２）母子・父子福祉の向上 

各家庭の実態に応じ、生活の安定と自立を支援するとともに、明るい家庭づくりを進

めるため、相談・指導体制の充実と各種福祉制度の活用を図ります。 
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第３節 安全で、安心・快適に暮らせる村づくり 

過去の災害などを教訓とし、住民の生命、財産が災害や犯罪などから守られ、生涯を通

じ、安全で安心して生活できる村づくりを進めます。また、快適な暮らしを支える生活基

盤となる施設の整備を計画的に進め、誰もが永く住み続けたいと思える村を目指します。 

 

１．消防・防災体制の強化 

消防団の活動の円滑化と団員の確保を図る支援を進めるとともに、広域的な消防力の

強化を進めていきます。また、行政区に設置された自主防災会の協力による防災体制の

確立を図り、災害に強い村づくりに取り組みます。 

 

２．交通安全対策の充実 

「交通安全は家庭から」を理念に、子どもからお年寄りまで、交通安全意識の高揚と

交通マナーの向上に努めます。また、通園・通学路や生活道路における交通安全施設の

整備を進めます。 

 

３．防犯対策の充実 

生活様式の多様化などにより、地域の連帯感などが希薄化してきています。交通防犯

部長を中心に、地域ぐるみの防犯体制を充実するとともに、防犯灯などを計画的に整備

していきます。 

 

４．住環境の整備 

住民の住宅・宅地需要への対応や定住化人口を確保するため、自然と調和した利便性

の高い、良好な住宅地の整備に取り組みます。 

 

５．上水道の整備 

将来にわたって安全でおいしい水を安定供給するため、老朽化した施設の整備を計画

的に進めるとともに、経営の効率化と健全化に努めます。 

 

６．下水道の整備 

快適な生活環境の確保と良質な水環境の保全のため欠くことのできない、下水道施設

の整備を進めてきました。今後も長期的な展望に立ち、施設の適正な維持・管理を進め

るとともに、下水道への接続を推進し、衛生的で快適な村づくりを推進します。 
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７．環境衛生の向上 

地球温暖化防止など、環境保全に対する意識が高まっています。近年、増加傾向にあ

る可燃ごみについて減量化を推進し、廃棄物のリサイクルを図るとともに、エネルギー

の有効活用を進めます。また、美しい自然を守るため、廃棄物の不法投棄の防止や水質

保全などを進め、地球温暖化防止に取り組みます。 

 

８．安全な消費生活の実現 

様々な情報があふれ、消費者を取り巻く環境が複雑化する中、消費者取引に関するト

ラブルが増加しています。村民が安全で豊かな消費生活を実現できるよう、正しい知識

の普及に努めます。また、生活情報を速やかに収集・提供するなど、消費者の保護や相

談体制の充実を図ります。 
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第４節 人を育み、生き生きと暮らせる村づくり 

豊かで活力ある地域づくりの基本は、「人づくり」にあります。未来を担う子どもたちが

確かな学力を身に付けるとともに、社会人としての豊かな人間性・社会性を育み、生涯に

わたり心身の健康の基本となる食育*11を推進します。 

村民が、多様な学習やスポーツができる環境や機会を整えることで、一人ひとりが生き

がいを持って暮らせる村づくりを推進します。 

先人が残してくれた貴重な歴史・文化を学び、後世へ継承するとともに、活発な芸術・

文化活動を推進します。 

 

１．学校教育の充実 

（１）学校教育の充実 

未来を担う子どもたちに、確かな学力の保証と豊かな人間性・社会性を育み、児童・

生徒一人ひとりが持つ個性や能力を一層伸ばすための教育を充実します。 

特に、小・中学校とも各１校は当村の特徴であり、幼保・小・中の一体感ある学校運

営を目指します。また、子育て支援や食育などの新たな教育充実に向け、学校・家庭・

地域の連携を一層充実します。 

 

（２）教育の新たな充実 

一人ひとりの子どもたちが新しい時代を切り拓いていく力を育むため、学校・家庭・

地域一体となって、人間性や社会性を育む教育を推進します。特に「社会全体で共に育

み、共に学ぶ教育」を、積極的に進めます。 

 

２．食育の推進 

  食生活や生活習慣の変化により、肥満や生活習慣病*12の増加、食の安全などの様々な

問題が生じています。食の重要性を再認識し、村民が食を通じて生涯にわたり健全な心

身を培い、豊かな人間性を育み、食を大切にする村づくりを推進します。 

 

３．生涯学習の振興 

生涯学習の意識の高まりとともに、各年齢層において自主的・自発的な学習活動が実

践されています。中でも、新しい知識の習得や趣味の充実を目的とした、高齢者の学習

意欲が高まってきています。また、地域づくりを進める上で、生涯学習は重要な役割を

果たしています。 

多目的交流センター「すずの音ホール」や生涯学習センター「グリーンワークまつか

わ」を拠点とし、生涯学習に取り組む関係機関と連携を図り、住民ニーズに対応した多

様な学習の機会を提供し、村民だれもが自発的に、生涯を通じて学べる環境づくりを推

進します。 

 

４．生涯スポーツの振興 

子どもから高齢者まで、生涯スポーツを通じ、健康で明るく活力ある生活を実現でき

*11【食育】：自らの食を通して、生活や文化、農業などを考えること。食を通じた教育。 

*12【生活習慣病】：生活習慣により発症の確率が高まる病気の総称。糖尿病、高血圧、心臓病など。
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るよう、スポーツ・レクリエーションを継続的に親しめる環境づくりを進めます。また、

社会体育施設の整備や利・活用を進めるとともに、指導者の育成や関係者の研修を実施

するなど、団体間の連携を図ります。 

 

５．人権教育の推進 

全ての人の人権が尊重され守られるよう、教育・啓発活動を積極的に進めます。一人

ひとりが、人権問題を自らの問題として受け止め、理解と認識を深め、解決に取り組め

るよう細やかな対応に努めます。 

 

６．青少年の健全育成 

社会環境の変化が青少年に与える影響は非常に大きな問題となっており、地域を上げ

て取り組むべき課題もたくさんあります。 

「地域の子は、地域で育てる」を基本理念に、自主的で豊かな人間性を青少年が身に

つけられるよう、様々な体験の場などの環境づくりや家庭・地域・学校が連携して問題

解決を図ります。 

 

７．女性の社会参画の推進 

役割分担意識に基づく制度や慣行を見直し、性別にとらわれない、男女共同参画社会

を目指します。積極的改善措置を行い、あらゆる分野において女性が参画できる環境づ

くりに取り組みます。 

 

８．芸術・文化活動の振興 

「生きがい」や「心の豊かさ」を求め、芸術・文化に対する村民の関心が高まってき

ています。 

受け継がれてきた様々な文化や歴史・伝統を後世に伝えられるよう、地域住民の保護

意識の高揚を図るとともに、貴重な資料や文化遺産などを保存できる施設整備に取り組

みます。また、村民の自主的な文化・芸術活動を積極的に支援し、文化を創造し継承す

る環境づくりを進めます。 
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第５節 暮らしを支える、にぎわいと活力ある産業の村づくり 

地域の活性化を図り、私たちの暮らしを支える就業の場を確保するため、企業誘致に取

り組むとともに、各産業のバランスの取れた振興を推進します。また、村の地域資源を活

かした、特色ある地場産業の育成を図ります。 

 

１．特色ある農業の振興 

農家の高齢化、国際化にともなう農産物の輸入増大など、農業を取り巻く環境は引続

き非常に厳しい状況にあります。 

地域農業を支えていく仕組みづくりとして、集落営農組織*13 の更なる活性化を図る

とともに、女性農業者の育成を進めます。また、地産地消*14の推進と食農教育*15の継

続実施や消費者ニーズに対応した環境にやさしい農産物の生産、野菜・花き産地の構築

など、将来に向けた付加価値の高い、魅力ある農業・農村ビジネスを創造していきます。 

 

２．林業の振興 

木材価格の低迷により、林業は大変厳しい状況にあります。国土の保全や水源かん養

*16、良好な景観など、森林が果たす公益的な役割を発揮できるよう、住民による森林

づくりへの参加、森林組合などの事業体の育成・強化といった取り組みにより、森林整

備を推進していきます。 

 

３．個性ある商業の振興 

長引く景気の低迷と大型店舗に購買力が流出する傾向の中、地域商業を取り巻く環境

は依然として厳しい状況にあります。 

商業の振興は、地域を活性化させる大きな役割を果たすことから、地域に密着した商

業ニーズを把握し、個性と魅力ある商店経営ができるよう、商工会を核とした活動を支

援していきます。また、観光業との連携を図り、魅力ある地域づくりを支えます。 

 

４．活力ある工業の振興と誘致 

不安定な経済情勢の中、建設や建築をはじめとした、中小企業を取り巻く経営環境は

厳しさを増しています。 

商工会と連携して、技術力の向上や経営の近代化・合理化を推進し、既存の地域企業

の育成・強化を図るとともに、上緑町工業団地などへの企業誘致に引続き取り組むこと

などにより、雇用の確保に努めます。 

  また、農業・観光との連携を図り、特色ある地場産業の育成を図ります。 

 

 

*13【集落営農組織】： 高齢化などにより耕作ができなくなった農地を受け入れ、耕作をする組織。 

*14【地産地消】： 地域で採れた農林産物を、地域で消費する取り組み。 

*15【食農教育】：食べ物と農業の関係を通じ、食を支える農の役割や地域の食文化などを学ぶこと。 

*16【水源かん養】：土壌が雨水を貯蔵し、河川へ流れ込む流量を調整、平準化すること。 
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５．魅力ある観光の振興 

近年の観光ニーズは、ひと昔前の物見遊山的*17 な観光から、健康志向が高まるとと

もに、体験型へと変わってきています。 

観光客のニーズを的確に捉え、恵まれた豊かな自然と安曇野の風景など、地域の個性

や魅力を生かした観光振興に取り組みます。また、ＪＲ、国営アルプスあづみの公園、

安曇野ちひろ美術館や近隣市町村などとの連携を深めた観光情報の発信により、誘客の

促進に努めるとともに、「心」と「食」のおもてなしによる、記憶に残る観光地づくり

を推進します。 

 

 

 

 

 

*17【物見遊山的】：いろいろなところへ出かけ、その地のおもしろそうなところだけを見て回ること。 
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第６節 心かよわせ、ともに暮らす協働の村づくり 

多くの行政課題を解決していくため、効率的な行政運営による健全財政の維持と住民参

画による「協働」の視点に立った政策を推進します。また、開かれた村政により、「心のか

よう」住民に信頼される行政への取り組みを推進します。 

少子・高齢化が進行する中、ともに暮らす地域住民が支え助け合う地域づくりを推進し

ます。 

 

１．心のふれあう地域づくり 

地域の活性化を図る上で、地域社会の連帯感を高めることは大変重要です。 

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

なってきています。転入者や若い住民が自治会などの地域に溶け込みやすい環境づくり

と自治会への加入を促進し、心のふれあう地域づくりに取り組みます。 

また、広報活動などの積極的な展開により、村民の村政に対する理解・協力関係を深

め、協働の村づくりを進めます。 

 

２．信頼される行政運営 

少子・高齢化が進み住民ニーズが多様化する中、限られた職員体制による、効率的な

行政運営が求められています。こうした状況に対応するため、庁内組織の見直しや職員

の政策形成能力の向上を図るとともに、透明性のある開かれた村政とするため、分かり

やすい情報の公開に努めます。 

また、資源や施設を有効に活用するため、民間活力を導入するなど、サービスの質の

向上と経営の合理化を図ります。 

 

３．健全な財政運営 

厳しい社会経済情勢のもと、住民ニーズに対し、充実した行政サービスの提供を行っ

ていくことが求められています。 

安定した行政運営を継続するため、積極的に財源確保に努めるとともに、経常経費*18

の節減、重点事業への優先的予算配分などを進め、健全財政を基調とし、効率的で計画

的な財政運営に取り組みます。 

 

*18【経常経費】：毎年、継続して支出される固定的な経費。人件費、物件費、維持補修費、扶助費など 
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４．広域行政の推進 

生活圏の広域化により、ひとつの自治体では解決が難しい課題も生まれ、広域的な視

点に立った取り組みが必要となっています。今後とも、効率化・合理化が可能となる保

健・医療・福祉・ごみ処理などは積極的に共同化を進めるとともに、共同で取り組むこ

とにより効果が高まる観光振興も、広域的な連携による取り組みを進めます。 

 

５．交流活動の推進 

情報など各分野で、国際化が進んできています。他地域との交流は、地域の活力を生

み出します。地域の文化を大切にしながら、国内・外の他地域との交流を推進し、多様

な視点を持った豊かな人づくりを進めます。また、村民・企業・大学との連携により、

広い分野での交流活動の展開を促進します。 
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【基本計画の見方】 

  基本計画の記載は、次のような構成により記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

【施策体系】 

章で計画の柱を示し、節で施策の

体系を示しています。 

【現状】 

施策に関わる現状について説明して

います。 

【今後に向けた課題】 

施策に関わる課題を示しています。 

現状などを示す資料を紹介し

ています。 

【具体的施策】 

基本方針に沿った具体的な施策の内容を示し

ています。 

【施策目標】 

施策に関わる現状及び目標となる数値がある

場合に示しています。 

目標数値は、具体的な施策による施策の実現

度を測る目安となるものです。 

【基本方針】 

施策で目指していくべき基本的な方針を示

しています。 

【用語解説】 

「＊」の付いたカタカナ語・専門用語につい

て、説明しています。 
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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 4,708ha あり、主な地目別面積は農用地 1,188ha（25.2％）、宅地 268ha

（5.7％）、森林 2,643ha（56.1％）、その他 609ha（13.0％）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。 

 

【今後に向けた課題】 

村民の生活様式の変化や価値観が多様化している状況の中、「土地利用調整基本計画」の

策定から一定期間が経過したことから、他の計画と整合を図りながら、計画を見直す必要

があります。また、計画的な土地利用を今後も円滑に進めていくため、土地利用の手続き

や相談に対応する体制の強化が必要です。 

 

 

開発行為申請件数（単位：件） 

 
※ その他：店舗、倉庫など                資料：総務課 
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【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ができる、計画的な土地利用を進め

ます。 

 

【具体的施策】 

（１）上位計画*19と連携した土地利用計画の見直し 

土地利用に関する施策として、総合的かつ計画的に進める上で基礎となる「国

土利用計画*20」と一体的に、「土地利用調整基本計画」の見直しを行います。 

 

（２）計画を円滑に進めるための支援体制づくり 

   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。 

 

 

【施策の目標】 

目標の内容 
現状 

（Ｈ21） 
平成 26 年度 

土地利用の取り組みに対する村民の満足度（％） 42.6 50.0 

     ※総合計画に関わる住民アンケ－トによる 

 

 

 
 

*19【上位計画】：松川村第６次総合計画、国土利用計画（松川村計画）を上位計画として位置付けている。 

*20【国土利用計画】：土地利用に関する総合的な計画。地方自治体単位でも作成する。 
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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。 

景観形成住民協定の締結は、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。 

 

【今後に向けた課題】 

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 号線及び県道上生坂信濃松川停車場線の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。 

 

景観形成に関する補助金申請件数 

 平成 15 年 平成 16 年 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年

件数（件） 9 14 10 2 16 25 

金額（円） 517,500 823,500 913,500 299,300 1,585,100 1,644,000

資料：総務課 

 

 

今後村が重点をおいて取り組むべき事柄（上位 10 項目） 

 

                          資料：平成 21 年度住民アンケート結果より 
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【基本方針】 

◎ 豊かな自然環境や歴史・文化的環境を保全し、次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。 

 

 

【具体的施策】 

（１）景観形成の推進 

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。 

（２）景観保全の推進 

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。 

 

 

【施策目標】 

目標の内容 
現状 

（Ｈ20） 
平成 26 年度 

景観形成に関する補助金申請件数 25 件 30 件 

景観形成住民協定の締結数 1 箇所 2 箇所 
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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。 

建設事務所が行ってきた、県道上生坂信濃松川停車場線の歩道設置は完了し、国道 147

号及び県道有明大町線は、歩道設置が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。 

 

 

【今後に向けた課題】 

県道は、歩道の未設置部分も多くあることから、歩行者が安心して通行できるよう早期

完成が望まれており、今後も要望活動を実施していく必要があります。 

村道においては、老朽化した橋梁の安全確保を計画的に進める必要があります。 

 

村道の状況 

 平成 15 年 平成 20 年 

道路の延長（m） 215,314 214,862 

舗装道路延長（m） 147,193 153,828 

未舗装道路延長（m） 68,121 61,034 

舗装率（%） 68.36 71.59 

資料：建設水道課 

 

 

※道路延長の減少は、市町村境界における村道廃止等による 
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【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*21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。 

 

【具体的施策】 

（１）広域幹線道路の整備 

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。 

 

（２）生活道路の整備 

村民の利便性と安全性に配慮し、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。 

 

   （３）橋梁の整備 

      災害時の地域の孤立化を防ぐため、橋梁の安全確保及び保守管理を進めます。 

 

【施策目標】 

目標の内容 
現状 

（Ｈ20） 
平成 26 年度 

舗装整備率（％） 71.59 73.50 

 

 

 

*21【地域高規格道路】：自動車専用道路もしくはそれと同等の高い規格となる道路。60〜80km/h で

の高速運行が可能となる道路。 
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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、

産業用水として広く使用されています。 

 

【今後に向けた課題】 

河川の改修については、規模の大小を問わず、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、村民が親しみやすく、気軽に利用できる水辺空間の活用に引続き取り組んで行く

必要があります。 

地下水は限りある資源であり、保全や合理的な有効利用について検討が求められていま

す。 

 

西部山麓水路改修状況 

 平成 19 年 平成 20 年 

水路の長さ（m） 461 1,039 

資料：経済課 

 

【基本方針】 

◎河川改修をさらに進め、安全性を確保するとともに、村民が水に親しみ、憩い

の場として利用できるよう、水辺環境の整備を推進します。 

    ◎貴重な資源である地下水の保全と有効活用について取り組みます。 

 

 

【具体的施策】 

（１）河川の整備促進 

一級河川の堤防・護岸など危険箇所の改修・整備について、国・県へ要望し、

河川の安全対策を推進します。 
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（２）農業用水路などの整備 

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。 

 

（３）水辺環境の活用 

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。 

 

（４）水資源の保全と活用 

地下水の使用状況を的確に捉え、今後の水資源の保全及び有効活用について

検討します。 
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第２章 健やかに笑顔で暮らす、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 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*22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。 

 

【今後に向けた課題】 

村民の生涯に渡る健康づくりを推進するため、各種健診・調査結果の分析を行い、健康

課題を明確にしたうえ、実状に即した具体的な目標を設定し、関係機関との連携のもと、

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。 

生活習慣病予防対策としては、特定健診*23 の受診率アップや特定保健指導*24・健康教

育などを充実させていく必要があります。 

子育て支援対策については、育児に関する悩みへの対応や親子の心の健康づくりを重点

に、各種健診・相談・教室などを今後一層充実させる必要があります。 

 

特定健診・特定保健指導の実施状況 

年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

対象者 国保加入者（40〜75 歳） 

受診者数（人） 783 681 

情報提供（人） 629 550 

積極的支援（人） 48 44 
特定保健指

導対象者 
動機付け支援（人） 105 87 

資料：環境福祉課 
 

【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。 

◎健康づくり基盤の整備を推進します。 

*22【両親学級】：妊娠、出産、育児について、母親だけでなく父親も一緒に参加して学ぶこと。 

*23【特定健診】： 40 歳以上の被保険者が受診する、糖尿病など生活習慣病に関する健診。 

*24【特定保健指導】：糖尿病などの生活習慣病に関する保健指導。生活改善指導。 
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【具体的施策】 

（１）生涯にわたっての健康づくりの推進 

①すべての世代が、心身ともに健康な生活がおくれるよう、保健センター・保

育園・教育委員会・学校・その他関係機関が連携し、継続的でスムーズな支

援が図れるよう、体制づくりを推進していきます。 

②健診結果や調査結果などを分析し、村民の健康課題を明確にしたうえ、村民

が自分にあった健康づくりの方法を選択・習得できるよう、積極的な情報提

供に努めます。 
 

（２）生活習慣病対策 

①特定健診・特定保健指導を通して、メタボリックシンドローム*25対策を推進

します。 

②効果的で受診しやすい、がん検診などを推進します。 

③食育の推進や健康教育などを通して、生活習慣の改善、健康意識の高揚、健

康寿命の延伸につながる取組みを推進します。 
 

（３）子育て支援対策 

①健全な母性・父性の育成と、安心して妊娠・出産できる環境整備を進めてい

きます。 

②家庭や地域の育児力を高め、子育ての孤立化を防ぎ、ゆとりある子育てがで

きるよう、支援体制の充実を図ります。 

③乳・幼児健診や育児相談・育児教室などを通して、育児不安の解消や親子の

愛着づくりを支援していきます。 

④保育園や学校などと連携を図り、発達障がい児など支援の必要な子どもたち

の早期療育*26と継続的な支援を充実させていきます。 
 

（４）健康づくり基盤の整備 

①保健補導員会や食生活改善推進協議会、その他自主活動グループなどの活性

化と充実を図ります。 
 
 

【施策目標】 

目標の内容 
現状 

（H20） 
平成 26 年度 

特定健診の実施率（％） 42 65 

特定保健指導の実施率（％） 38 45 

メタボリックシンドローム 

該当者・予備群の減少率 

受診者数：783 人 

メタボ該当者・予備群数：262人（33.5％） 

平成 20年度比 10％

減少 

※特定健診・特定保健指導は平成 20 年度より医療保険者に実施が義務付けられている。 

   

*25【メタボリックシンドローム】：内蔵脂肪症候群のこと。内蔵脂肪型肥満を共通の要因として高血糖、脂質

異常、高血圧が引き起こされる状態。それぞれが重複した際には、命に関

わる病気を招く恐れがある。 

*26【療育】：障害児が、医療的配慮を受けながら教育を受けること。 
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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*27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。 

 

【今後に向けた課題】 

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されています。 

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うえで重大

な問題となっています。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。 

 

           緊急医療体制（大北広域）     平成 21 年 11 月末現在 

在宅当番医制に参加する医療機関（箇所） 31 

休日や夜間に対応できる医療機関数（箇所） 3 

入院を要する救急医療を担う医療機関数（箇所） 2 

資料：北アルプス広域連合による 

 

 

 

 

 

 

 

 

*27【うつ病】：気分が落ち込んだ状態が続き、物事を決めたり、実行できなくなる病気。肩こりや不

眠、倦怠感などをともなう場合もある。 
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【基本方針】 

◎広域圏内で医療機関との連携を図り、地域医療、救急医療体制の充実を図りま

す。 

 

 

【具体的施策】 

（１）広域圏での医療体制の確保 

地域に密着した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

とによって、地域医療体制の整備に努めます。 

 

（２）緊急医療の充実 

夜間・休日当番医の確保を継続するとともに、関係機関の協力のもと、広域

的視点に立った救急医療体制の確立を促進します。 

 

（３）包括的医療の推進 

保健・福祉・医療の連携による疾病予防、地域医療の強化など、包括的医療

の推進に努めます。 
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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、心のか

よう家庭、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*28を拠点に、要介護者に対し継続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要保護者などに対し、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。 

 

【今後に向けた課題】 

高齢者や障がい者など、生活弱者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、

地域ケア体制の整備と、介護制度だけに捉われない柔軟な支援が求められています。また、

相手を理解し、村民自らが積極的に支え助け合える地域づくりを進めていく必要がありま

す。 

生活基盤の弱い人たちへ、就労や技術習得の場所を提供するため、社会就労センターの安

定した受注確保が必要となっています。 

松香荘、福祉バス利用者数 

 
                                   資料：環境福祉課 

*28【地域包括支援センタ－】：保健、医療、福祉の総合的な取り組みにより、地域住民の心身の健康維持

や生活の安定を図る拠点施設。 
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 【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。 

◎要保護者など就労能力の限られている人への、安定した生活の支援に努めます。 

 

【具体的施策】 

（１）福祉意識の向上 

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。 

 

（２）活動基盤の充実 

①高齢者・障がい者サービス提供事業者などと情報を共有し、総合的・継続的

な在宅サービスを提供します。また、利用者のニーズを把握し、必要な在宅

生活支援サービスを構築します。 

②多様化する住民ニーズに対応できるよう、福祉ボランティアの育成を図ると

ともに、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

支援を進めます。 

③要保護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。 

 

（３）福祉の村づくりの推進 

①「災害時住民支え合いマップ」作りを通し、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、啓蒙を図り

ます。 

②ゆうあい館・松香荘を拠点とし、地域と行政、関係機関が一体となった福祉

の村づくりを推進します。 

 

【施策目標】 

目標の内容 
現状 

（Ｈ20） 
平成 26 年度 

松香荘利用者数（人／年） 27,779 29,000 
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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。さらに、福祉バスを運行し、その活動範囲を広めるなど、健康な長寿

社会の実現のため関係機関と連携し、生きがいづくりや介護予防事業を進めています。 

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た介護予防教室は、

高齢者の参加が促進されるなど、地域住民の交流が図られています。 

 

【今後に向けた課題】 

高齢者が生き生きと自分らしく生活できるためには、就労支援をはじめ、社会参加の仕

組みづくり、活動の場の拡大が必要であります。シルバー人材センター・ボランティア団

体及びＮＰＯ法人など、関係機関とのより一層の連携が必要となっています。 

また、高齢者の虐待が、社会問題となっています。「高齢者虐待防止法」や成年後見制度

*29、権利擁護の普及を図り、高齢者が尊厳ある生活が送れるよう、支援が必要です。 

 
高齢者人口の推移 

 
※住民基本台帳による（外国人除く）  

                                                                資料：環境福祉課 

 

介護保険受給者数（単位：人） 

平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 

321 347 357 346 

資料：環境福祉課 

 

 *29【成年後見制度】：認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方に成り代わ

り財産などを管理する制度。 
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【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、希望の持てる長寿社会の実現を目指します。 

◎介護保険制度の充実や福祉・医療・介護が一体となった支援体制の整備など、

在宅生活を支える地域社会の構築に努めます。 
 
 

【具体的施策】 

（１）総合的な高齢者福祉の推進 

①「松川村老人福祉計画」に基づき、保健・福祉・医療が連携した、総合的な

サービス体制の充実に努めます。 
 

（２）在宅介護サービス体制の充実 

①独り暮らし高齢者や、認知症、寝たきりなど、要介護高齢者を抱えている家

族を地域で支え、共に助け合えるよう、情報を発信し福祉意識の啓発に努め

ます。 

②要介護者の在宅生活が継続できるよう、家族の負担の軽減を図るとともに、

介護知識や技術の普及に努めます。また、介護者同士の交流の場を提供しま

す。 

③北アルプス広域連合や介護保険サービス事業者と連携し、介護保険サービス

を始め、在宅サービスの確保や質の向上、人材育成に努めます。 
 

（３）高齢者施設の充実と活用 

①高齢者憩いの家「松香荘」の利用を促進し、高齢者の介護予防の拠点となる

よう努めます。 
 

（４）生きがい対策の充実と社会参加の推進 

①高齢者の自立や社会参加、学ぶ意欲などを尊重し、生涯学習などに関わる各

種講座が有効に運営されるよう関係機関と連携し、内容の充実を図るととも

に、参加の啓発に努めます。 

②高齢者が、経験や知識を生かし、社会に貢献することで生きがいが得られる

よう、雇用機会の拡大を促進するため、シルバー人材センターとの連携を図

ります。 

③高齢者が生きがいを持って生活する健康寿命*30の延伸のため、健康づくり事

業との連携を密にし、高齢者が自ら健康づくりに取り組めるよう支援します。 
 

 

*30【健康寿命】：介護などが必要なく、自立して、健康に生活できる期間のこと。 
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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」*31・「松川村障害福祉

計画」*32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」*33 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。その後は毎年の法改正が進められ、自己

負担の軽減が徐々に図られています。 

 

【今後に向けた課題】 

多様な利用者ニーズに対応し、身体・知的・精神の３障がい*34の特性に配慮したケア体

制を取れる事業者が不足しています。 

障がいの早期発見・療育に努めるとともに、ライフステージ*35に応じた切れ目のない指

導・相談体制の強化と在宅援護の更なる充実が求められています。 

また、一般住民に対する、障がい特性の理解を促すための啓蒙・啓発活動を充実し、心

のバリアフリーを実現する必要があります。 

障がい福祉サービス年間利用件数（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                資料：環境福祉課 

 

*31【ライフステージ】：生まれてから亡くなるまでの一生涯の中で、その年代ごとに巡り合う状況のこと。 

*32【松川村障害者計画】：障害者基本法に基づく障がいのある人のための施策に関する基本的な事項を定

める中期計画。 

*33【松川村障害福祉計画】：障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス等の確保に関する計画。 

*34【３障がい】：「身体障害者」、「知的障害者」、「精神障害者」のこと。 

*35【障害者自立支援法】：「障がい者（児）がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会

生活を営むことができる」ようにすることを目的とする法律。 



55 

【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。 

 

【具体的施策】 

（１）地域生活支援の充実 

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

スの計画的な拡充に努めます。 

②「障害者自立支援法」が３障がい共通の仕組みであることに基づき、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、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提供を目指します。 

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

援の充実を図るとともに、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・治療・相談・指導のため、医療機関・保育園・教育機関・

相談支援機関などとの連携や、民生児童委員の協力による相談・支援体制の

構築を目指します。 

 

（２）障がい者（児）の就労支援・日中活動支援の充実 

①「働きたい」障がい者に対し、ハローワークや就労・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をし、福祉的な就

労の場の確保や一般就労に向けた必要な訓練の場の拡充を目指します。 

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

支援を行なえる場の確保に努めます。 

 

（３）心のバリアフリーの推進 

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。 
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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、ボランティア養成や地域コミュニティによる福祉活動の充

実など、地域福祉を推進していきます。 

 

 

【施策目標】 

目標の内容 
現状 

（Ｈ20） 
平成 26 年度 

社会就労センター利用の障がい者数（人／年） 9 18 
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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、

小学校児童を対象に、児童クラブ・放課後こども教室事業を実施し、児童の安全確保と健

全育成を図っています。 

 

【今後に向けた課題】 

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よう、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。 

保護者の共働きの増加などにより、放課後留守家庭児童が増える傾向にある状況を的確

に捉える中、児童クラブ・放課後こども教室事業などの子育て支援体制のあり方について

検討する必要があります。 

保育園児の推移 

 
                                                                 資料：環境福祉課 

     

児童クラブ登録児童数・世帯の推移 

  平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度

人 120 128 124 152 児童クラブ登録 

児童数 世帯 90 95 92 118 

※ 毎年度 10 月末時点                            資料：教育委員会

 

173 

93 

170 

106 

177 

108 

187

107

                 定員 

北保育園  ： 190 人 

南保育園  ： 120 人 
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【基本方針】 

◎ 子どもたちが心身ともに健全に育つよう、多様化する保育ニーズに対応した、

保育内容の更なる充実を図ります。 

◎ 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。 

◎ 放課後児童の健全育成を目的とした、児童クラブや放課後こども教室事業など

を更に充実させ、子育て支援を図ります。 

 

【具体的施策】 

（１）保育環境の充実 

家庭、地域との連携を図り、特色ある保育園づくりを推進するため、安全性

を確保した保育施設の整備に取り組みます。 

 

（２）子育て支援の推進 

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。 

 

（３）保護者支援の充実 

子育ての悩みや家庭の問題に対し、家庭・学校・保育園と子育て相談員など

が更に連携を密にし、問題解決に取り組みます。 

 

（４）放課後児童の健全育成 

放課後児童の安全確保と健全育成を目的とした、児童クラブ・放課後こども

教室事業の更なる充実を図るとともに、児童館建設について検討を行います。 
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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。 

 

【今後に向けた課題】 

母子・父子家庭においては、経済不況により離職者が増加し、新規就労も厳しい状況に

あるなど、経済面をはじめ精神的な問題などを抱えている家庭に対し、不安感や孤独感を

解消し、安定した生活が送れるよう、適切な指導・相談体制の更なる充実が求められてい

ます。 

 

【基本方針】 

◎家庭生活の安定と自立を支援するとともに、福祉制度を活用し、明るい家庭づ

くりを支援します。 

 

【具体的施策】 

（１）相談・援助体制の充実 

母子・父子家庭の実態把握に努め、専門職による生活全般に渡る相談と、自

立に必要な指導・助言を行うとともに、福祉制度の周知を図ります。 

 

（２）支援体制の充実 

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、乳幼児・延長保育などの充実を更に努

めます。 
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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。 
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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 学校教育の充実 

 

【現状】 

当村は、小・中学校とも各 1校で、小学校は大北地域としては大規模校となっています。 

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・福祉の各種体験

活動などを通し、地域に根ざした学校づくりを進めています。 

また、中学校へＡＬＴ（外国語指導助手）を配置し、外国の言語や文化について、体験

的に理解を深めるとともに、小学校では平成 21 年度から 5、6 学年で英語活動を実施する

など、時代に対応した教育に取り組んでいます。 

一方、不登校や不適応の児童・生徒への個別支援のため、村費教職員や村教育相談員な

どを配置し、指導・相談体制の強化を図っています。さらに、子育て全般に関わる相談窓

口「村子育てリンリンセンター」を教育委員会内に立ち上げ、教育と福祉の連携による支

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、中学校生徒棟大規模改造や多

目的教室の増築、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。 

通学対策では、児童の安全性確保と遠距離通学者の利便性のため、状況を勘案しながら

スクールバスの運行を行っています。 

 
小中学校の児童・生徒数の推移 

 

          資料：教育委員会、学校基本調査 

 

【今後に向けた課題】 

「確かな学力の保証」は、教育委員会、小・中学校に求められる大きな課題であり、児

童・生徒の一人ひとりに応じた学習指導を行い、学力が身につく日々の授業を実践するこ

とが必要となります。また、特別支援教育*43の対象となる児童・生徒に合わせ、教育環境

を確立する必要があります。 
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学校施設は、児童・生徒にとって一日の大半を過ごす学習と生活の場であり、常に安全・

安心な環境を確保し、教育の場として好ましい状態を維持する必要があります。 

 

【基本方針】 

◎未来を担う子どもたちに確かな学力を保証し、豊かな人間性・社会性を育み、

児童・生徒一人ひとりが持つ個性や能力を一層伸ばすための教育を充実します。 

◎特徴ある小・中学校とも各１校を活かし、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。 

◎子育て支援や食育などの新たな教育の充実に向け、家庭・学校・地域の連携を

一層充実します。 

 

【具体的施策】 

（１）自ら学び・考える力の育成 

①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に関する支援を行い、個

に応じた指導を充実します。 

②時代の変化に順応できる人を育むための教育

を推進します。 

③開かれた学校づくりのため、地域との連携拡

大・深化、学校開放*44 や授業公開の拡充に努

めます。 

④地域を担う人材を育成します。 

 

（２）豊かな心と健やかな体を育む教育の推進 

①不登校傾向や適応支援を必要とする児童・生徒に対し、校内支援会議と「村

子育てリンリンセンター」などの関係機関の連携を強化します。 

②道徳教育・人権教育を推進します。 

③学校における食育推進のため、関係する農業や福祉部門とのさらなる連携を

強化します。 

④体力向上の推進と健康の保持・増進を図ります。 

 

（３）安全・安心な施設と学習環境の整備の推進 

 児童・生徒が安全で安心して学べる学校施設の維持と、教育内容の変化に対

応できる施設とするため、計画的な整備を進めます。 

 

（４）特別支援教育の充実 

特別支援教育の支援と推進体制を整備するとともに、安曇養護学校との連携

を強化します。 

*43【特別支援教育】：障害のある幼児・児童生徒の自立や社会参加に向けた取り組みを支援する教育。 

*44【学校開放】：学校が保有している校庭や体育館などの施設を、地域の人が利用できるよう開放すること。 
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２ 教育の新たな充実 

 

【現状】 

子どもの人間性や社会性を育む上で重要となる体験活動の減少、家庭や地域の教育力の

低下、規範意識の希薄化が指摘されています。少子化、核家族化、情報化など社会環境の

変化を背景に、不登校や不適応、インターネットを利用した問題行動など、子どもを取り

巻く様々な問題が増加しています。 

 

【今後に向けた課題】 

子どもを取り巻く環境悪化に対し、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。 

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います。そのため、学校内外における相談・支援体

制を整備することが必要です。 

また、学校給食を通しての食育を実践するため、給食供給体制の充実が求められていま

す。 

 

小中学校における不登校の状況（長野県） 

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

小学校（人） 576 597 630 598 632 
不登校数 

中学校（人） 1,947 2,020 2,061 2,166 2,091 

小学校（人） 183 196 245 201 234 指導の結果登

校するように

なった人数 中学校（人） 521 751 766 830 873 

 資料：長野県教育委員会「平成 20 年度児童生徒の不登校の状況について」 

 

 

【基本方針】 

◎子どもたち一人ひとりが新しい時代を切り拓いていく力を育むため、行政、学

校、家庭及び地域が一体となり、豊かな人間性・社会性の育成を推進します。 

◎「社会全体で共に育み、共に学ぶ教育」を積極的に進めます。 
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【具体的施策】 

（１）家庭・地域の教育力の向上 

①幼児期の子どもたちの健やかな成育と、家庭の教育力の向上を図るため、福

祉部門をはじめ社会教育などの関係部署・機関との連携を強化します。 

②児童・生徒による福祉施設や文化施設における交流、農業体験など、地域に

根ざしたボランティア活動を推進します。 

③子ども会育成会・青少年育成村民会議などと連携し、「放課後子どもプラン」

を充実させます。 

④部活動指導や学校環境整備など、学校支援活動をさらに促進します。 

⑤子どもの安全を守るため、地域や団体などによる組織の育成と強化を図りま

す。 

 

（２）子育て支援体制の充実 

①幼稚園・保育園、小学校、中学校の縦の連携を一層強化します。 

②学校、教育委員会、福祉の横の連携を一層強化します。 

③「村子育てリンリンセンター」を一層強化します。 

④学校へ登校できない子どものため、中間教室的な支援を行います。 

 

（３）学校給食の充実 

        学校給食施設の運営及び給食献立・調理に関する研究を行うとともに、ア

レルギー対応食や地場産物の活用による郷土食の実施などを進めます。 

 

 
 



78 

第２節 食育の推進 

 

【現状】 

核家族化や共働きの増加など社会環境の変化を背景に、朝食の欠食や偏食など食生活の

乱れが、肥満などの健康問題や子どもたちの学力に、悪影響を及ぼしていると指摘されて

います。また、食料自給率*45の低下や伝統的な食文化の喪失など、食に関わる様々な問題

が生じています。 

 

【今後に向けた課題】 

食の重要性を再認識し、生涯にわたり健全な心身を培うために、家庭、学校、幼稚園・

保育園、地域及び食料生産者が、食に関わる関係機関や団体と連携し、食育を推進する必

要があります。 

 

登校日の朝食の状況（長野県） 

 

資料：長野県教育委員会「平成 18 年度児童生徒の生活・学習意識実態調査」より 

 

*45【食料自給率】：国内の食料消費量が、国内の農業生産でどの程度賄えるかを示す指標。重さ、カロリー、

生産額の３つの方法で計算する。 
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【基本方針】 

◎食の知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活が実践できる人間を育成し

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。 

 

 

【具体的施策】 

（１）食育の推進 

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。 

③農業生産体験学習を通した食育の推進に努めます。 

 ④各種研修会などで、食品の安全性についての啓発に努めます。 

 

 

【施策目標】 

目標の内容 
現状 

（H20） 
平成 26 年度 

学校給食における地元農産物の使用割合（％） 41 50 
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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

施設として期待されています。 

 

【今後に向けた課題】 

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、参加者の人と人のつなが

りを築いていく必要があります。 

また、新設された図書館は、村民の学習意欲の向上のため、他の施設や関係団体と連携

し、図書館の広域的な利用システムの構築が求められています。 

 

公民館利用状況 

 

                                   資料：教育委員会 
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グリーンワークまつかわ利用状況 
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資料：教育委員会 

 

【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。 

 

【具体的施策】 

   （１）生涯学習体制の整備・充実 

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。 



82 

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。 

    

（２）図書館の充実 

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２次長野県子ども読書活動推進

計画」*46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。 

 

【施策目標】 

目標の内容 
現状 

（H21） 
平成 26 年度 

すずの音ホール利用者数（人／年） 37,233 47,000 

図書館利用者数（人／年） 44,122 48,200 

    ※現状については、実績により年間利用者を予測した数値 

 

 

*46【長野県子ども読書活動推進計画】：子どもの読書環境の整備や読書活動の推進を図ることを目的

に取り組む長野県の計画。 
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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あります。 

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。 

 

【今後に向けた課題】 

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*46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。 

 

社会体育施設利用状況 

 

                                 資料：教育委員会 

*46【ライフスタイル】：その人の持っている、生活の仕方。暮らし方。 
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【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。 

 

【具体的施策】 

（１）生涯スポーツ社会の実現 

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。 

 

（２）社会体育施設・環境の整備充実 

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。 
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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*47の第１条にうたわれています。しかし、今なお、同和問題をは

じめ、障がい者、女性、在住外国人、高齢者、子どもなどに対する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、人権問題を自らの問題

として受け止め、解決に取り組む啓発を進めています。 

すべての人の人権が尊重され、差別や偏見のない明るい社会の実現に向け、村民一人ひ

とりが人権に対する意識を高めることが大切です。 

 

【今後に向けた課題】 

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。地

域社会の人権問題を自分の問題として受け止め、みんなで解決していこうという意識を醸

成していくことが必要です。 

村民生活の安定と福祉の向上を図るとともに、教育・啓発活動を通じ、村民の人権意識

の高揚を図り、一人ひとりの人権が尊重され、明るく健やかに暮らせる村づくりの実現を

目指します。 

 

分館人権学習実施状況 

 

                                     資料：教育委員会 

 

 

 

*47【世界人権宣言】：国際連合総会で採択された、すべての人民とすべての国民が達成すべき基本的人

権についての宣言。 
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【基本方針】 

◎すべての人が、幸せに生きる明るい住みよい社会にするため、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。 

 

【具体的施策】 

（１）家庭、地域、学校、企業・職場の連携 

お互いを尊重し、生き方に学ぶ交流の場を充実するため、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。 

 

（２）新たな人権課題への取り組み 

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

ン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。 

 

（３）人権教育の推進 

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。 
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第６節 青少年の健全育成 

 

【現状】 

インターネット*47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。 

 

【今後に向けた課題】 

「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。 

 

青少年育成村民会議 育成活動部会事業 

何でもチャレンジ参加人数 

 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度

開催場所 馬羅尾高原 馬羅尾高原 高瀬川河川敷 高瀬川河川敷 馬羅尾高原 

参加人数（人） 90 130 72 79 91 

資料：青少年育成村民会議  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*47【インターネット】：標準化された機器などを利用し、通信回線を通じ、コンピュータ同士の情報交

換を地球規模で可能としたシステム。 
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【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。 

 

 

【具体的施策】 

（１）家庭、学校、地域が連携した青少年健全育成の推進 

   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。 

 

（２）子ども会育成会活動の推進 

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。 

 

（３）青少年育成活動の推進 

   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、
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情報交換の場の確保に努めます。 

   ③青少年問題に関する相談活動などの充実を図るため、関係機関との連携を図ると

ともに、「村リンリンセンター」を窓口として、青少年の非行防止のため適切な対

応に努めます。 

 

（４）食育活動の推進 

   ①食育活動の体制の整備 

食育活動を実施している団体などの活動内容を把握し、連携した食育活動の推

進体制整備を図ります。 

食育活動を支援するコーディネーター*48 の発掘とともに、「リーダーバンク制

度」「ボランティア制度」の活用を図ります。 

   ②食育活動の機会の充実 

関係団体の連携により、食育活動の機会を提供するとともに、食育活動の発表

会などを通して活動内容の改善を図るなど、継続的な食育活動の充実・促進に努

めます。 

 

*48【コーディネーター】：事業などを進める際に、様々な立場の参加者の意見などを調整する役割の

人。調整役。 
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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。 

 

【今後に向けた課題】 

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、性別に捉われない選出をするよう働きかけ、

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ることなく、継続して取り組み、具体的な行動に移していけるよう、

環境づくりが必要です。 

 

女性の公職参画率（単位：％） 

 

※議会、農業委員、各種審議会・委員会等への参画状況 

                                     資料：教育委員会 
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【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。 

 

【具体的施策】 

（１）男女共同参画社会を目指した教育と学習の推進 

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、研修会の開催回数を増やし、社会教

育・家庭教育・学校教育を充実します。 

 

（２）あらゆる分野における女性の参画の推進 

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。 

 

（３）男女で進める家庭生活と地域活動の推進 

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*50のメリットを働きかけ、社会環境の整備を進めます。 

 

【施策目標】 

目標の内容 
現状 

（H20） 
平成 26 年度 

女性の公職参画率（％） 28.0 35.0 

男女共同参画サポーター研修会回数（回／年間） 1 2 

 

 

 

 

 

*50【ワーク・ライフ・バランス】：働いている人が、仕事と子育てを両立すること。労働者の仕事と生活の両立。
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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。 

  伝統文化・文化財の継承・保存は、地域発展のためには欠かせないものであり、有形・

無形文化財の保護、管理、保存を積極的に図り、新しい芸術・文化の創造を支援していき

ます。 

 

 

 

【今後に向けた課題】 

芸術・文化に気軽に親しむ場として、村民が参画しやすい環境づくりが必要となること

から、村民主導の活動により、公演・講演、講座の企画・運営を行う地盤づくりを推進し

ていくことが課題となります。また、文化・芸術を指導する人材の育成を図り、「すずの音

ホール」を次世代に継承していく場としても活用していく必要があります。 

他の社会教育施設、公共施設と連携し、効率的な施設利用を進め、村民がより利用しや

すい環境づくりを行う必要もあります。 

  文化財については、正調安曇節をはじめ、文化財の保護、管理、保存を図り、次世代へ

継承していく必要があります。 

 

 

 

【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。 

◎歴史・文化遺産などの調査、保存・伝承に努め、これらを活用した学習活動な

どを推進し、村民の意識高揚、啓発に取り組みます。 
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【具体的施策】 

      （１）文化活動の推進 

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の有効活用を

図るとともに、広く村民が企画運営に参画できる団体の育成に努め、村民主

体の芸術・文化活動を推進する環境を整えます。 

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 

住民自ら創造する、文化活動ができる環境づくりを図るため、質の高い芸

術・文化の触れ合いや講座の開催など、機会の充実と文化・芸術を担う人材

の育成に努めます。 

 

（２）文化遺産の保護・活用 

    郷土の歴史的遺産・民族資料を後世に伝えるため、遺跡の発掘調査など、適切

な保護、保全に取り組むとともに、貴重な伝統芸能を継承するため、村民意識の

啓発に努めます。 

 

 

【施策目標】 

目標の内容 
現状 

（H21） 
平成 26 年度 

すずの音ホール 

公民館主催芸術・文化イベント開催数（回／年）
5 12 

   ※現状については、実績及び予定による。 
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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。 

 



102 

【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 
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第６章 心かよわせ、ともに暮らす協働の村づくり 
第１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。 

 

【今後に向けた課題】 

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。 

さらには、村政の現状を理解していただくため、よりわかりやすく情報を提供しながら、

村民の意見が村政に反映できるような体制づくりも必要です。 

 

パブリックコメントの実施状況（平成 20 年度） 

実施回数（回） 2 

意見件数（件） 13 

意見者数（名） 8 

資料：総務課 

 

【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。 

◎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。 

 

【具体的施策】 

（１）コミュニティ活動*60の推進 

    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。 

 

*60【コミュニティ活動】：地域をより良くするための活動。 
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    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。 

 

（２）地域づくり活動の推進 

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。 

 

（３）広報・公聴活動の推進 

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。 
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第２節 信頼される行政運営 

 

【現状】 

平成の大合併により、多くの地方自治体は大きな岐路に立たされました。経済情勢は極

めて厳しい状況にある中、松川村は自立を選択し、これまで以上の創意・工夫と計画的な

運営が求められています。 

総合計画に基づいた実施計画を毎年見直し、事業の必要性を検討するとともに、優先順

位を明確にし、計画的な行政運営に取り組んできました。 

また、「自立の村づくり計画」の実行プランに基づき、経常経費の削減に取り組んでいま

す。その一方で、住民サービスの向上のため、効率的な事務処理を目標に、組織の再編や

適正配置に努めてきました。 

 

【今後に向けた課題】 

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

施策を分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。 

さらに、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、事務の効率化をさらに図る必要があります。その一方

で、住民の利便性が図られるよう、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。 

 

職員研修参加延べ人数（単位：人） 

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

23 17 27 360 428 

資料：総務課 

 

【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*61

を見直し、効果的で効率的な事務の執行を推進します。 

◎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。 

◎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。 

 

 

*61【事務分掌】：事務に関する業務の役割分担。仕事の進め方。 
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【具体的施策】 

（１）効率的な行政運営 

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。 

 

（２）開かれた村政運営 

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政策に対しての住民の満足度などを分析し、村民に分かりやすい指標を定め、

開かれた行政運営を目指します。 

 

      （３）人事管理の適正化と職員資質の向上 

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「自立の村づくり計画」実行プランに基づき、適正な人員配置と計画的な定

員管理を図ります。 

③充実した研修により、職員の能力開発を推進し、行政サービスの向上に努め

ます。 
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第３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」*63による税制改革に伴い村税は増加したものの、自主

財源*62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*63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・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*64は適正を維持しています。 

 

【今後に向けた課題】 

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*65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。 

基金、地方債残高（単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               資料：総務課  

 

 

 

*62【三位一体改革】：国と地方公共団体に関する行財政システムに関する 3 つの改革。国庫補助負担金の廃

止・縮減、税財源の移譲、地方交付税の一体的な見直しをいう。 

*62【自主財源】： 地方自治体が自主的に収入にすることができる財源。村民税、使用料、手数料など。 

*63【経常収支比率】： 人件費、扶助費、公債費など経常的に支出する経常経費の割合。  
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【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、 小の経費で 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。 

 

【具体的施策】 

（１）財源の確保 

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、

課税徴収にあたっては、税負担の公平性確保に努めます。 

②受益者負担*65 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･県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。 

 

（２）効果的な財政運営 

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。 

 

（３）民間活力の導入 

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。 

 

 

*64【健全化判断比率】：実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の４つの指標。地

方自治体の財政破綻を未然に防ぐための指標。 

*65【標準財政規模】：地方自治体の一般財源の標準的な大きさを示す指標。 

*65【受益者負担】：サービスを受ける人がそのサービスに係る費用の全部または一部を負担すべきであるという

考え。 
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第４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、ゴミ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。 

 

 

【今後に向けた課題】 

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。 

 

 

【具体的施策】 

（１）広域観光の振興 

地域特性を活用し、広域的な観光振興を推進します。 

 

（２）広域化による事務処理の効率化 

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。 
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第５節 交流活動の推進 

 

【現状】 

 国際化・情報化の進展に伴い、村民の国際交流活動・地域間交流活動への関心も高まり

つつあります。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。 

 

【今後に向けた課題】 

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。 

外国人のホームステイ*66受け入れ体制を確保し、地域での国際交流活動を広げる必要が

あります。また、国内の地域間交流を活発化し、多様な視点を持った、豊かな人づくりを

進める必要があります。 

 

 

人材育成推進事業補助金実施状況 

 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 

団体（団体） 6 8 7 12 
対象 

個人（人） 55 71 71 47 

補助金額（円） 1,605,000 2,190,000 1,790,000 2,123,130 

資料：総務課 

 

 

【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。 

 

 

 

*66【ホームステイ】：外国人や留学生などが、その国の一般家庭に寄宿し、生活体験をすること。 
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【具体的施策】 

（１）国際交流の推進 

①ホームステイ受け入れの実現を目指し、ボランティアの育成を進め、外国人

受け入れ体制の整備を推進します。 

②語学指導を行うＡＬＴ（外国語指導助手）*70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。 

 

（２）人材育成の推進 

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。 

 

 

 

 

 

*70【ALT】：外国語授業の補助を行う外国語指導助手（Assistant of Language Teacher）の略称。 
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資 料 編 
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松川村第６次総合計画策定経過 

 

地域づくり推進委員会  
年 月 日 区 分 主な内容 

平成 21年 6月 25 日 
第 1回地域づくり

推進委員会 

「松川村第６次総合計画について」（諮問） 

計画策定スケジュ－ル 

8 月 27 日 
第 2回地域づくり

推進委員会 
住民アンケ－ト他集計結果 

9 月 17 日 
第 3回地域づくり

推進委員会 
基本理念・将来像・施策の大綱 

10 月 29 日 
第 4回地域づくり

推進委員会 

第５次総合計画検証結果 

第６次総合計画総論～構想（素素案） 

11 月 24 日 
第 5回地域づくり

推進委員会 
第６次総合計画基本計画（素素案） 

12 月 14 日 
第 6回地域づくり

推進委員会 

第６次総合計画（素案） 

パブリックコメントの実施 

平成 22年 1月 28 日 
第 7回地域づくり

推進委員会 

パブリックコメントの実施結果 

第６次総合計画答申書（案） 

2 月 日 
地域づくり推進 

委員会 
「松川村第６次総合計画について」答申 

 

議 会   
年 月 日 区 分 主な内容 

平成 21年 6月 17日 全員協議会 松川村第６次総合計画策定スケジュ－ル 

9 月 7 日 全員協議会 住民アンケ－ト等の集計結果 

25 日 全員協議会 基本理念他 

10 月 26 日 全員協議会 第５次検証結果、第６次総論と基本構想（素素案） 

11 月 27 日 全員協議会 基本計画（素素案） 

平成 22 年 2 月 1日 全員協議会 パブリックコメントの実施結果 

19 日 全員協議会 第６次総合計画（案） 

23 日 2 月定例会 議案「松川村第６次総合計画基本構想について」（提出）

3 月 5日 2 月定例会 議案「松川村第６次総合計画基本構想について」（議決）

 

庁内協議等 
年 月 日 区 分 主な内容 

平成 21年 6月 16日 庁 議 第６次総合計画策定スケジュール  

住民アンケート等集計結果 
8 月 21 日 庁 議 

第５次総合計画の検証と第６次総合計画（基本構想） 

9 月 1 日 庁 議 基本理念・将来像・施策の大綱（案） 

4 日 庁 議 基本理念・将来像・施策の大綱（案） 

16 日 庁 議 基本理念・将来像・施策の大綱（案） 
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24 日 庁 議 基本理念・将来像・施策の大綱（決定） 

10 月 1 日 庁 議 計画策定当面の日程 

第５次総合計画の検証結果 
20 日 庁 議 

第６次総合計画（1 編総論・2 編基本構想）素素案 

11 月 2 日 庁 議 基本計画（素素案） 

18 日 庁 議 基本計画（素素案） 

12 月 7 日 庁 議 各審議会・委員会の審議結果 

平成 22年 1月 22日 庁 議 パブリックコメントの実施結果 

2 月 1 日 庁 議 第６次総合計画（正案） 

 

アンケート、パブリックコメント、広報等 

年 月 日 区 分 主な内容 

平成 21 年 7 月 8日 

 

 

住民アンケート 

（～7月 24 日）
・村内の 16 歳以上 1,200 人 

（回収数 589 名・回収率 49.1％） 

・松川中学校生徒（288 名） 

・Ｈ20・21 年村成人式にて（103 名） 

8 月 17 日 広報まつかわ 第６次総合計画策定について掲載 

9 月 15 日 広報まつかわ 住民アンケート等の結果掲載 

10 月 15 日 広報まつかわ 第６次総合計画基本理念掲載 

11 月 16 日 広報まつかわ 第５次総合計画検証結果掲載 

12 月 15 日 広報まつかわ 第６次総合計画（素案）パブリックコメントを募集 

平成 22年 2月 15 日 広報まつかわ 第６次総合計画（素案）パブリックコメント実施結果掲載 

 

各種審議会等での意見聴取 

年 月 日 審議会等の名称 年 月 日 審議会等の名称 

平成 21 年 

11 月 10 日 
北アルプス南部消防署 11 月 29 日 身体障害者福祉協会 

11 月 19 日 消費者の会 11 月 29 日 知的障害者育成会 

11 月 19 日 人材育成推進事業審議会 11 月 29 日 あすなろ会 

11 月 20 日 上下水道委員会 12 月 1 日 社会教育委員会 

11 月 24 日 営農支援センター運営委員会 12 月 1 日 公民館運営審議会 

11 月 25 日 農業構造政策推進協議会 12 月 1 日 観光協会 

11 月 25 日 商工会 12 月 2 日 林業振興協議会 

11 月 27 日 区長会 12 月 3 日 交通・防犯部長会 

11 月 29 日 社会福祉協議会 12 月 3 日 生活環境等推進審議会 

11 月 29 日 老人クラブ連合会 12 月 7 日 教育委員会 

11 月 29 日 北アルプスシルバー人材センター   
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21 松総第 59 号 

平成 21 年 6 月 25 日 

 

松川村地域づくり推進委員会 

委員長  久保田  稔  様 

松川村長 平 林 明 人       

 松川村第６次総合計画について（諮問） 

  少子・高齢化社会の進展や景気の低迷など、地方自治体を取り巻く環境は大きく変化しています。こ

うした状況の中、時代の潮流と村民ニーズを的確に捉え、村づくりの方向を明確にするため、松川村第

６次総合計画を策定したいので、松川村地域づくり推進委員会条例第２条の規定に基づき、貴委員会の

意見を求めます。 

 

 

平成 22 年 2 月 5 日 

松川村長 平林 明人  様 

松川村地域づくり推進委員会        

委員長  久保田  稔        

松川村第６次総合計画について（答申） 

平成 21 年 6 月 25 日付け 21 松総第 59 号で当委員会に諮問のありました「松川村第６次総合計画」に

ついて、慎重なる審議を重ねた結果、各種関係機関からの意見・要望等が反映された内容と認め、下記

の意見を付して別添の「松川村第６次総合計画（案）」のとおり答申します。 

なお、本計画の推進にあたっては、それぞれの分野の計画目標の達成に向けて努力されるよう要望し

ます。 

記 

１． 村民、企業、各種団体など、関係機関と行政が相互に連携し、協働による村づくりを進めるため、

本計画の趣旨や内容を分かりやすく村民に周知するとともに、十分な理解と協力が得られるよう努

めること。 

２． 少子・高齢化社会の進行や核家族化など社会環境の変化に的確に対応し、必要に応じた弾力的な

施策の運用を図ること。 

３． 今後も厳しい財政運営が予想されるが、健全な財政運営を堅持に努めるとともに財源の重点的・

効率的な配分を行うこと。 
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