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村 民 憲 章 
（昭和 63 年 6 月 23 日制定） 

 

 松川村は、崇高な有明山のふもと、清い流れや肥沃な緑の大地に恵また、長い歴

史と文化の香り高い村です。 

 私たちは、このふるさとをこよなく愛し、連帯の輪を拡げ、さらに発展する村づ

くりに願いをこめて、ここに村民憲章を制定します。 

 

一、うるわしい田園や 水と緑を守り 豊かな自然を後世に伝えます 

一、先人の遺産と 向学の伝統を重んじ 感性あふれる教育 文化を高めます 

一、健康につとめ 明るい家庭をつくり 思いやりと感謝の心を育てます 

一、未来をみつめ 仕事に励み 活力ある郷土をつくります 

一、ふれあいを大切に 力を合わせ 心温かな松川村を築きます 

  

 

村章    （昭和 41 年 12月 20日制定）  

     村名「松川村」の頭文字「マ」を円形化して和を表現し、「川」の字を組み合わせたもの

です。特に川は、村内を流れる高瀬川、乳川、芦間川の３川に意味づけ、水田を主とする純

農村に力強く限りなく流れ、平和な本村の発展を象徴しています。 

 

 村花 レンゲツツジ写真 

 村木 赤松写真 

村歌 歌詞 

特別シンボル 鈴虫写真 
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第１編 総 論 

第１章 総合計画の策定にあたって 

 

■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。直近では平成 22

年度より「緑豊かな自然と暮らし、心やすらぎ魅力あふれる村」を基本理念とし、

将来像には、みんなが主人公「未来へはばたく、光る輝く協働の村」を掲げて、その

実現に向けた施策を実施してきました。 

 しかし、少子高齢化の急速な進展に伴う人口減少、東京圏への人口一極集中が進

み、これまで順調に増加を続けてきた人口が減少に転じてしまいました。それに伴

う社会基盤や経済基盤への影響も出始めており、これまで経験したことのない時代

を迎えています。また、情報化社会からスマート社会への急速な変化の時期を迎え、

それに伴う住民ニーズの多様化や複雑化が進行し、新たな行政課題として取組むべ

き施策も多岐にわたっています。 

 松川村では、平成 27 年度に「松川村総合戦略」を策定し、地方創生として人口減

少社会の克服と持続可能な地域づくりの実現に積極的に取組んでいますが、課題の

解決には至っていない現状があります。 

 こうした状況の中、村制施行１３０周年を迎えた松川村が、将来にわたって誰も

が健康で幸せに暮らし続けられるようにするためには、恵まれた豊かな自然環境を

守りつつ、快適で安心・安全な生活空間と活力ある地域を創造していかなければな

りません。 

 本計画は、こうした現状を的確に捉えるとともに 10 年先、更にその先の未来を見

据え、将来にわたって魅力あるふるさととして、豊かな自然の中で快適な暮らしが

できる村としてたゆまなく発展するために、今後取り組むべき施策を示すものであ

り、基本理念に掲げる『美しい自然とともに、みんなが明るく幸せに満ちた村』の

実現を目指します。 
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■総合計画の構成 

１． 計画の名称 

本計画の名称は、「松川村第 7 次総合計画」とします。 

 

２． 計画の期間と構成 

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

ための村づくりの基本目標を示すものです。令和 2（2020）年度を初年

度とし、令和 11（2029）年度を目標年次とする 10 年間の計画とします。 

 

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、令

和 2（2020）年度を初年度とし、令和 6（2024）年度を目標年次とする

5 年間を前期基本計画とします。 

 

３） 実施計画 

実施計画は、基本計画で定めた具体的施策をより効果的かつ効率的に

実施するため、財政的な見通しも含めた上で、施策や事業を 3 カ年計画

として示すものであり、事業の進捗状況や財政的な面も含めた検討を行

ない毎年度その内容を見直しし、本計画とは別途策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

基本

構想

基本

計画

実施

計画

第7次総合計画　計画期間

３カ年の計画を

毎年更新

基 本 構 想

前期基本計画 後期基本計画
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４） まち・ひと・しごと創生総合戦略 

本計画は、平成 26 年 11 月に施行された「まち・ひと・しごと創生法」

に基づく地方版総合戦略としての位置づけも含めて策定するものであ

り、国が策定する「第 2 期まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び県が

策定する「しあわせ信州創造プラン 2.0」におけるそれぞれの基本方針

を勘案した計画とします。 

なお、総合戦略としての計画期間は、令和 2（2020）年度から令和 6

（2024）年度までの 5 年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『まち・ひと・しごと創生総合戦略』基本目標 （国） 

 １ 地方にしごとをつくり安心して働けるようにする、これを支え

る人材を育て活かす 

 ２ 地方への新しいひとの流れをつくる 

 ３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる、誰もが活躍で

きる地域社会をつくる 

 ４ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域

と地域を連携する 

『しあわせ信州創造プラン 2.0』基本方針 （長野県） 

 １ 学びの県づくり 

 ２ 産業の生産性が高い県づくり 

 ３ 人をひきつける快適な県づくり 

 ４ いのちを守り育む県づくり 

 ５ 誰にでも居場所と出番がある県づくり 

 ６ 自治の力みなぎる県づくり 
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５）SDGs「持続可能な開発目標」 

SDGs とは、2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な

開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2016 年から 2030 年ま

での国際目標です。持続可能な世界を実現するための 17 のゴール・169

のターゲットから構成され，地球上の誰一人として取り残さないことを

誓っています。SDGs は発展途上国のみならず，先進国自身が取り組む

ユニバーサルなものであり，日本としても積極的に取り組んでいます。 

少子高齢化をはじめ、生産年齢人口が急激に減少している地域社会に

おいては、地域の経済基盤となる企業の維持や、医療・介護サービスの

担い手確保、老朽化するインフラへの対応などが喫緊の課題とされてい

ます。 

 本計画では、この SDGs「持続可能な開発目標」の理念を取り入れ、

経済・社会・環境の 3 つの課題に統合的に取り組み、その目標の達成を

推進するものとします。 
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３． 計画の推進 

１） 重要業績評価指標（KPI）の設定 

 本計画では、総合計画の実施と実現に向け、具体的施策においてその

進捗状況を検証するために重要業績評価指標（KPI）を設定します。指

標の基準となる年度は、令和元年度またはその直近で得られる具体的数

値とし、目標年度において達成すべき成果を数値化して示すものです。 

 重要業績評価指標（KPI）は、原則として実現すべき成果「アウトカ

ム」に係る指標を設定しますが、行政活動そのものの結果に係る指標を

設定する場合もあります。 

 

２） 総合計画の推進体制（PDCAサイクルの確立） 

 本計画の実施と実現のため、KPI を設定しその指標の達成度について、

行政内部の評価・検証を行うとともに、村民や外部有識者等による委員

会及び議会による評価・検証を実施し、総合計画の進捗管理を行ないま

す。また、その評価・検証結果に基づく施策の見直しや修正及び追加を

行ない、常に変化し続ける時代のニーズや社会情勢の変化に対応できる

計画とします。 
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第２章 計画策定の背景 

■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”が行なわれたと言われています。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

「祖父が塚古墳」は、1,300年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

中心に栄えた仁科庄に吸収され、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（現大町市常盤の一部）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てきました。 

     近年では、「平成の大合併」として政府が主導的に市町村の合併を推進し、

全国の市町村数は大幅に減少しました。そんな中、松川村でも近隣市町村

との合併議論が盛んに行われましたが、“村民との協働の村づくり”を掲げ

「自立の道」を選択しました。時代は「令和」という新しい元号を迎え、松

川村は 130 周年という長い歴史を重ねながら、新しい時代へ新たなスター

トを切っています。 

 

 ２、村の発展 

     松川村は、1915年（大正 4年）の信濃鉄道（現：JR大糸線）の開通をは

じめとし、国道 147号線、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、公共交通機関や道路網の整備が進み、安曇野市や松本市を通勤

圏としたベットタウンとして人口が増加してきました。また、それに並行

してスーパー、コンビニエンスストアなどの商店や、中小規模の工場が団

地を形成するなど、民間活力による産業の活性化が進んできました。平成

時代には民間企業による住宅地造成やアパート建設が盛んに行われ、県内

外から多くの転 
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入者を迎える村となり、平成 12年 10月には人口 1万人を達成しました。 

 広域道路の整備や公共下水道、生涯学習施設や福祉施設等の公共インフラ

の整備も進み、土地利用調整基本計画を基本とした秩序ある住宅地の形成に

より、安心で安全な居住空間が形成されてきた松川村は、一時は県内トップ

クラスの人口増加率を誇っていました。しかし、近年の少子高齢化の進行と

首都圏への人口集中の流れを受けて、平成後期には人口減少に転じてしまっ

ています。      
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■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 10.8㎞、南北 7.3㎞、四隣は北及び西に大町市、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村内を縦横断しています。

また、西には安曇富士と称される有明山が村のシンボル的存在感を有し、

その麓には神戸原扇状地が広がっています。面積は 47.07 ㎢で比較的コン

パクトな村で、可住地域の標高は約 560ｍから 670ｍで平坦な地形です。 

     また、面積の約 55％は山林、26％は農地が占めており、国道 147号線を

境に東側は住宅地が集積され、西側には田園地域が広がり安曇野を代表す

る景観がのこされています。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮図） 

 

 

 

 

 ２、気 候 

     当村は、松本盆地の北部に位置しているため内陸性気候に属し、寒暖の

差は大きいですが、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。 

     季節によって昼夜の寒暖差が比較的大きく、朝晩の冷え込みが厳しくな

る時期もあります。年平均気温は概ね 11℃です。夏は 37℃を超える日もあ

りますが清涼でしのぎやすい反面、冬は最低気温がマイナス 14℃を下回る

こともあり、厳しい寒さとなります。 

     降水量はそれほど多くなく、積雪量も多くありませんが、夏季には豪雨

になることがあります。           ※気温グラフ等  
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■社会的条件 

 １、人口（現状） 

     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、高度経済成

長や生活水準の安定など様々な時代背景を要因に順調に増加を続け、近年

では恵まれた自然環境と景観を求める移住者が増加し、昭和 45 年に約

6,300 人であった人口が、平成 17 年には念願の 1 万人を超え、平成 22 年

まで増え続けています。しかし、その後は人口減少に転じ、平成 29年度に

は 1万人を割り込み、その後も急速な減少が続いています。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      年齢別の人口割合をみると、15 歳未満の年少人口が減少傾向にあり、65

歳以上の老年人口が増加傾向になっており、いわゆる「少子高齢化」が進行

していることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性 799

人 

男性 889

男性

1,031人 

女性

1,077人 

10 年間で 

445 人減 

10 年間で 

590 人増 

10 年間で 

1,277 人増 
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世帯数の推移については、人口の増加とともに世帯数の増加がみられますが、

１世帯当たりの人口は減少しており、核家族化・単身世帯が増加していること

がわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増減理由別移動者数の推移 

   平成 13 年度以降の転入出による社会増減と出生・死亡による自然増減の推移

をみると、過去には自然減を社会増が補っていましたが、近年ではいずれも下

振れているため、人口減少が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

社会増減 114 21 42 14 66 (5) 1 33 15 2 34 (25) (61) 33 11 (44) (45) (63)

自然増減 -7 -3 2 2 -5 -15 -29 -22 -8 -12 -20 -28 -19 -51 -64 -55 -71 -36

合計 107 18 44 16 61 (20) (28) 11 7 (10) 14 (53) (80) (18) (53) (99) (116 (99)
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平成 31年 4 月 1日現在の人口ピラミッド 

少子化傾向により 0～10 歳代までが減少しており、さらに子育て世代である 20～30 歳

代が全体の 17％しかいません。また、65 歳以上の団塊の世代が多く、今後も人口の自然

減が続く見通しとなっています。 
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２、産業構造 

 生産年齢人口の減少とともに全体の就業者数も減少が始まっています。現在

の就業別内訳としては、第 1次産業が 11.07％（572人）、第 2次産業が 32.56％

（1,682人）、第 3次産業が 56.37％（2,912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、今後も増加傾向が続く見込みです。一方第 1次産業は年々減少し、村の

基盤産業である農業の後継者減少が顕著に表れています。 
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■村を取り巻く状況 

 １、少子高齢化の進行と人口減少 

  現在日本の人口は、平成 20年をピークに減少局面に入り、以降地方を 中

心に急速な人口減少時代に突入しています。合計特殊出生率は一時期より回

復の傾向があるものの、依然として 1.42 程度にとどまっており、人口置換

水準を下回り、出生数の減少が続いています。また、65歳以上の人口割合で

ある高齢化率は全国平均 28.1％となり、世界的に類を見ない速度で少子高

齢化が進行しています。 

村では、統計開始以来順調に増加を続けてきた人口が、国のそれと時期を

同じくして減少に転じ、令和元年 10 月現在 9,688 人まで減少し、ピーク時

と比較して約 600 人減っています。また、高齢化率は 32.58％まで上昇し、

村がこれまで経験したことのない人口の構造になっています。 

少子高齢化の進行による人口減少と人口構成の変化は、生産年齢人口の減

少をもたらしており、単なる後継者不足だけではなく社会全体の人材不足に

よる経済状況の悪化や消費の鈍化による景気低迷、地域コミュニティーの衰

退、商店や医療機関など生活に直結するサービスの低下など、住民生活に

様々な影響が懸念されます。 

  国立社会保障・人口問題研究所（以下：社人研）による村の将来人口推計

では、10 年後の 2030 年に 8,940 人、20 年後の 2040 年には 8,145 人まで減

少するという予測を公表しており、併せて高齢化率は 40％に届く勢いであ

ることから、今後もしばらく続くと予想される人口減少と少子高齢化の進行

は村にとって深刻な課題であり、将来に危機感を持ってその対策に取り組ま

なければなりません。 

 

   松川村人口の推移と将来推計（1970年～2040年） 
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    松川村年代別の人口比率の推移(1970年～2040年) 

 

 

 

２、防災・減災・災害対策 

 全国で毎年のように発生している大規模な自然災害は、予測不能で想定を

超えた被害となり、これまで経験したことがない規模となっています。頻発

する自然災害を受けて、地域住民の防災への意識の高まりも見られますが、

いつ、どこで、どのような災害が発生するか予想することは困難であり、発

生を完全に防ぐことはできません。このため、災害発生時の被害を最小限に

くい止めるとともに、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を防災の基

本理念とし、たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し、ま

た経済的被害ができるだけ少なくなるよう様々な対策を組み合わせて災害

に備え、災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめなければなりませ

ん。 

松川村は、糸魚川静岡構造線上に位置し、高瀬川、乳川、芦間川、中房川

など一級河川に囲まれた地理的条件を基に、様々な災害のリスクを予測した

上で、地域の少子高齢化の進行という社会状況の変化にも対応した防災・減

災対策が求められています。予期せぬ災害に備え、県、防災関係機関、地域

住民と一体となった最善の対応をとることが重要です。 

村民の生命・財産を災害や火災などから守るため、防災体制と防災機能の

強化・向上が不可欠であり、安心・安全な村づくりを進める必要があります。 
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 ３、産業活性化と雇用対策 

  人口減少は加速度的に進行し、労働力人口に大きな変化を及ぼすことが

懸念されています。今後も出生数の減少による若年労働力の減少と、高齢

者の退職人口の増加によって、労働力人口は高齢化しながら、減少してい

くことが予想されています。 

こうした人口減少下においては、より多くの人が社会を支えるという観

点から、若者、女性、高齢者、障がい者を含め、働くことを希望するすべ

ての人が就業参加を実現し、その意欲と能力を最大限発揮できる「全員参

加型社会」をつくることが望まれています。 

地域社会の労働力を維持・確保するため、若者の就労意欲向上や女性の

社会参画支援、高齢者・障がい者の就労機会創出に取り組む必要がありま

す。 

一方、村内の経済情勢については、現状で目立った衰退はありませんが、

今後の人口動向によっては、スーパーマーケットや給油所など生活に必要

不可欠なサービス業の規模縮小や廃業などによる地域活力の低下が喫緊

の課題とされ、それに伴って雇用環境の悪化も懸念されています。 

住民アンケートの結果からも村民が村内の雇用環境の充実と商店等小

売業の活性化を求める声が多く、新規企業への支援や企業の誘致など地域

経済の活力維持に重点を置く必要があります。 

 

  

 ４、財政健全化と将来見通し 

第６次総合計画の期間中、歳入面では課税徴収の強化や積極的な企業誘

致、ふるさと納税制度の活用など自主財源の確保に取り組み、一定の成果

を得ました。一方の歳出面は、指定管理者制度の導入や電力供給会社の見

直しなど効率的な行政運営により、経常的な経費の抑制に努めました。 

これらの取り組みにより、比較的健全な財政状況を堅持してきましたが、

自主財源に乏しく、国からの地方交付税などに依存する財政構造は従来の

ままです。 

今後の財政状況の見通しは、歳入面では人口減少の影響により村税の増

加が期待できないなど、依存財源に頼らざるを得ない状況が続くことが見

込まれます。 

歳出面では、防災・減災施設や子育て支援施設の整備、広域ごみ処理施

設の建替えなど大規模な建設事業の影響で、地方債の借り入れが増加しま

す。加えて、高齢化などによる社会保障費の増加や老朽化した公共施設の

維持管理費の増加など、経常的な経費が増加することが見込まれ、財政構

造の硬直化が進むことが危惧されます。 

総合計画に掲げる施策に取り組み、村が持続的に発展していくためには、

「今」だけではなく「将来」にわたり柔軟な財政構造を保持することが重

要です。そのためには、長期的な展望を持って事業の選択と集中を行い、 
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行政運営をより一層効率化する必要があります。また、税収の増加につな

がる施策を引続き推進するとともに、特定の行政サービスに対しては適正

な受益者負担を求めるなど、自主財源の確保に努める必要があります。 
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第２編 基本構想  

第１章 村づくりの目標 

１、 基本理念 

美しい自然とともに、みんなが明るく幸せに満ちた村 

     村制施行以来 130 年を歩んできた松川村は、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村として愛されています。この恵ま

れた自然環境を後世へ受け継ぐとともに、その中でみんなが健康で豊かな

暮らしができるように村づくりを進めます。 

     少子高齢化・人口減少の時代を迎え地域活力の低下が懸念される中でも、

松川村が誇る美しい自然や豊かな歴史、伝統、文化を未来へ継承し、若者

から高齢者までみんなが幸せで活力に満ちた暮らしができる村を目指し、

「美しい自然とともに、みんなが明るく幸せに満ちた村」を基本理念とし

て掲げます。 

 

２、 将 来 像 

みんなで創る「心豊かに暮らせる支え合いの村」 

村民みんなが明るく幸せに満ちた村となるよう、基本理念に基づいて村

づくりを進めます。家族が支え合い、地域が支え合い、社会が支え合いな

がら活気ある村を村民みんなで一緒に創りだし、健康で心豊かな村を実現

します。 

 

３、 将来指標 

『目標人口 9,300人』 

本計画による 10年後の目標人口は、9,300人とします。 

現在社人研より公表されている村の将来人口は、8,940 人と推計されてい

ます。この推計は、現在の出生数、流入人口などを基にした推計となること

から、村ではこの将来指標を実現するため、出生数の向上や転入などによる

流入人口の増加対策など、現在の人口を維持できるよう様々な施策に取り組

む必要があります。 

出生数を向上していくためには、現在住んでいる方の子育て環境の改善や

暮らしやすく子育てしやすい村づくりが必要となり、更に若者の婚姻数の増

加や晩婚化の歯止めも必要となります。出逢いから結婚、妊娠、出産、子育
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てに至るまで切れ目のない支援と、子どもたちが健やかに成長できる環境整

備が必要とされており、様々な分野が総合的に取り組む必要があります。 

移住等による流入人口を増やしていくためには、住まいや雇用環境の充実

などが不可欠です。また、恵まれた自然環境を武器として、田舎暮らしや移

住希望者の移住先として選択してもらえるように、安心で安全、健康で快適

に暮らせる村であり続けることも重要となります。 

このように、基本理念に掲げた「美しい自然とともに、みんなが明るく幸

せに満ちた村」の実現による目標人口の達成に向けて重点的且つ積極的に村

づくりを進めていきます。  
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美しい自然とともに、 

みんなが明るく幸せに満ちた村 
目標人口９，３００人 

総合的な 

人口増加施策の展開 

安心・安全に暮らせる村 
恵まれた地形と災害に強い地域づくり 

犯罪のない安心な暮らし 

安全で快適な道路環境 

 

質の高い福祉サービス 

健康長寿日本一への挑戦 

妊娠から子育てまで切れ目のない支援 

いきいきと暮らす健康長寿の村 
 

美しい自然とともに暮らす村 
持続可能な地域形成のための土地利用調整基本計画の見直し 

田園景観と優良農地の維持保全 

生活インフラの更なる充実 

充実の子育て応援施策 

自ら学び確かな学力を育む教育 

多種多様な活動ができる充実の施設 

未来を拓く学びの村 

地域特性を活かした産業を育む村 
企業の支援と誘致による雇用環境の充実 

地域資源の魅力を活かした観光振興 

農業を守る総合的な支援 
積極的な移住者支援と受入体制の充実 

地域の支え合いによる自治組織の見直し 

超スマート社会への対応と未来技術の活用 

持続可能な地域社会の形成 
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第２章 施策の大綱 

◆施策体系図 

 

【第１節】 美しい自然を受け継ぎ、ともに暮らす村づくり 
１、 将来に向けて持続可能な土地利用の推進 

２、 利便性の高い道路網の整備 

３、 快適な住環境の整備 

４、 上・下水道の整備の推進 

５、 水環境・水資源の保全と活用 

６、 環境衛生の向上 

 

【第２節】 支え合い、いきいきと暮らす健康長寿の村づくり 
１、 生涯健康づくり 

２、 福祉の村づくり 

３、 高齢者福祉の充実 

４、 障がい者・児福祉の充実 

５、 母子・父子福祉の向上 

 

【第３節】 つながりで、安心・安全に暮らせる村づくり 
１、 消防・防災・減災体制の強化 

２、 交通安全対策の充実 

３、 防犯対策の充実 

４、 安全な消費生活の実現 

 

【第４節】 心豊かに、未来を切り拓く学びの村づくり 
１、 未来を切り拓く力を育む教育 

２、 子ども・子育て環境の充実 

３、 生涯学習の振興 

４、 生涯スポーツの振興 

５、 芸術・文化活動の振興 

６、 人権教育の推進 

７、 青少年の健全育成 

８、 女性の社会参画の推進 

 

【第５節】 地域の特性を活かした産業を育む村づくり 
１、 特色ある農業の振興 

２、 豊富な森林資源の活用 

３、 魅力ある地域商業の活性化 

４、 活力ある工業の振興と雇用環境の充実 

５、 地域資源を活かした観光振興 

 

【第６節】 持続可能な村を創り出す体制づくり 
１、 地方創生の推進と総合的な人口増加対策 

２、 若者交流・結婚支援の推進 

３、 心ふれあう地域づくり 

４、 信頼される行政運営 

５、 持続可能な財政運営 

６、 交流活動の推進による人づくり 

７、 広域連携の推進 
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第１節 美しい自然を受け継ぎ、ともに暮らす村づくり 

 

１． 将来に向けて持続可能な土地利用の推進 

安曇野らしい田園景観と美しく恵まれた自然環境を次世代に引き継ぐとと

もに、持続可能な地域社会の形成と快適な住環境を維持するために、多様化す

る社会や住民のニーズを的確に反映した、土地利用調整基本計画や関係法令等

の見直しを行ない、自然と生活環境の調和の取れた地域づくりを推進します。 

 

２． 利便性の高い道路網の整備 

 安全で快適な住空間を形成するため、地域の広域・幹線道路の計画的整備を

推進するとともに、既存の生活道路については、地域の実情を踏まえた長寿命

化計画を策定し、優先順位をつけて効率的な維持補修を行ないます。 

 

３． 快適な住環境の整備 

    地域住民のニーズに対応するため、必要な村営住宅の確保に努め、長寿命化

計画に基づいて維持管理を計画的に実施します。 

    人口減少に伴う空き家の増加を抑制するため、所有者の意向を把握した上で

有効活用できるシステムを確立し、空き家を地域の資源として活用できるよう

空き家バンクや利活用の一層の充実を図ります。 

 

４． 上・下水道の整備の推進 

 日常生活に欠かせない重要な公共インフラという認識のもと、効率的な維持

補修により安定供給に努めるとともに、適正な料金体系と経営の安定化を維持

します。また、災害時にも対応可能な体制整備と施設の耐震化を推進します。 

 

５． 水環境・水資源の保全と活用 

    ４つの一級河川を有する村として、村民が河川と共生できるよう安全性確保

に努めるとともに、水資源と水辺環境の有効活用を推進します。また、貴重な

資源である地下水の保全と適正な活用を図ります。 

 

６． 環境衛生の向上 

    資源循環型社会の構築を目指し、地域の環境美化と保護に対する住民意識の

高揚を図るとともに、ゴミの分別収集の徹底と不法投棄の防止に努めます。ま

た、地球規模の環境汚染や気候変動を防止するため、自然エネルギーの積極的

な活用推進と省エネルギー化に取り組みます。 

  



22 

 

 

 

第２節 支え合い、いきいきと暮らす健康長寿の村づくり 

 

１． 生涯健康づくり 

（１）母子保健の充実 

 核家族化の進行や共働き家庭の増加など、子どもを産み育てる環境は大きく

変化しています。すべての女性とその家族が、安心して妊娠、出産、子育てが

できる環境整備と切れ目のない支援を行い、子育てしやすい村づくりを目指し

ます。 

 

（２）健康の増進 

 今後ますます高齢化の進行が予測される中、生活習慣の変容に起因する生活

習慣病の発症予防と重症化予防が重要です。高齢者に限らず若い世代から各種

健診や予防教室などへの参加を呼びかけ、村民の健康に対する意識の向上を図

り、すべての世代が生涯を通じて健康でいきいきと暮らせる地域を実現します。 

 

（３）地域医療の充実 

 少子高齢化の進行により、地域の医療に対する需要の変化と多様化が進む一

方、慢性的な医師不足による地域医療の確保が課題とされています。住み慣れ

た地域で安心して良質な医療サービスが受けられるよう、地域の総合病院を核

とした医療提供体制の充実を図るとともに、少子化対策として産婦人科や小児

科医療の確保に努めます。 

 

（４）食育の推進 

 食生活の乱れは健康を害する大きな要因のひとつです。このため、村民一人

ひとりが食に関心を持ち、正しい食事習慣とバランスの取れた食事をとること

が健康長寿への近道です。家庭や地域、学校などあらゆる機会を通じて食に対

する知識と意識の向上を図り、心身ともに健康で暮らすことのできる村を実現

します。 

 

２． 福祉の村づくり 

 社会構造の変化に伴う高齢者単身世帯の増加、社会的孤立などが増加し、生

活困窮者やひきこもり、自殺などが社会問題化し、取り組まなければならない

大きな課題となっています。こうした現状に地域一丸となって対応できる社会

を目指し、地域福祉の担い手を育成し、地域で支え合える「地域共生社会」の

実現に向けた体制整備を進めます。 

 

３． 高齢者福祉の充実 

 高齢化の進行はこの先しばらく続く見込みであり、10年後には高齢化率が 
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35％を超えることが推計されています。こうした超高齢化社会を間近に控え、

介護を必要とする高齢者や認知症高齢者の増加が見込まれています。 

 高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるよう、医療と介護の

連携、介護予防、認知症対策など地域包括ケアシステムを構築し、健康長寿の

村を目指します。 

 

４． 障がい者・児福祉の充実 

 障がいがあっても地域の中で役割や生きがいを持って自分らしい暮らしが

できる村づくりを目指し、就労支援体制や多様な社会参画の機会の充実を図る

ことが必要です。 

 松川村障がい者プランに基づいて、障がいがあっても地域で安心して暮らし

ていくために、生活上の多様なニーズにきめ細かく対応するとともに、地域で

障がいを理解し、お互いに支え合い、それぞれの人権や権利を尊重し合えるバ

リアフリーの村づくりを推進します。 

 

５． 母子・父子福祉の向上 

   現代社会において母子・父子世帯はいずれも増加しており、それぞれ就業な

どによる自立への支援が求められています。村の現状をしっかり把握した上で、

支援制度の活用による自立支援と相談体制の充実を図ります。 
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第３節 つながりで、安心・安全に暮らせる村づくり 

 

１． 消防、防災体制の強化 

    当地域は大地震の危険性を抱えています。また、近年の異常気象による自然

災害も予測できない状況にあるため、防災・減災対策は、村民の生命財産を守

る上で最優先に取り組まなければならない施策です。 

    地域の防災を支える消防団の機能維持と強化・向上に努めるとともに、自主

防災組織や災害時住民支え合いマップの充実など、地域と一体となった防災・

減災への取組みを一層強化し、災害に強く安心・安全な村づくりを継続します。 

 

２． 交通安全対策の充実 

    交通事故のない「安全で快適な住みよい村づくり」は村民の心からの願いで

す。道路環境や自動車性能の向上により交通環境の安全性が高まる一方、一部

の交通ルール違反や高齢者の誤操作による事故が絶えません。 

    交通死亡事故０を目指し、警察や安協、地域などが一体となって交通安全意

識の高揚に取り組むとともに、安全な交通環境づくりを推進します。 

 

３． 防犯対策の充実 

    年々巧妙化する特殊詐欺や若者にも広がりを見せる違法薬物など社会構造

の変化に伴う各種犯罪を防止し、「安全で明るく住みよい村」の実現のため、

警察や各種相談センターなどとの連携を強化し、犯罪や暴力から村民を守る取

り組みを一層推進します。また、犯罪を未然に防ぐための施設整備に取り組み

ます。 

 

４． 安全な消費生活の実現 

    インターネットやスマートフォン等の普及により、ネット通販や個人による

商取引、キャッシュレス決裁など日常の消費活動が大きく変化しています。そ

れに伴い、消費に関するトラブルも増加し、消費生活相談の内容も多岐にわた

っています。 

    こうした状況の中、安心・安全な消費生活が送れるよう、被害防止を呼びか

けるとともに、関係機関の連携を密にして各種相談に丁寧に対応できるよう努

めます。   
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第４節 心豊かに、未来を切り拓く学びの村づくり 

 

１． 未来を切り拓く力を育む教育 

 これからの学校教育では、次代を担う子ども達に、自ら学び活動できる力を

育成することが重要となっています。子ども達が自ら学び、確かな学力を身に

付けるとともに、変化が速く多様化する社会でも対応できる力を育成するため、

ICT 教育環境整備や地域との連携によるコミュニティースクールの推進、海外

との国際交流事業などを積極的に取組み、未来を切り拓いていける子ども達を

育成します。 

 

２． 子ども・子育て環境の充実 

 子ども達が心身ともに健全に育つよう、質の高い幼児期の保育・教育などを

総合的に提供し、地域の子ども・子育ての支援充実を図ります。 

 また、多様化・複雑化する家庭環境や子育て環境に柔軟に対応できる環境整

備に努めるとともに、相談体制や支援体制の更なる充実を図ります。 

 

３． 生涯学習の振興 

 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、子どもから高齢者まで幅広い視野に立った豊富な学習機会の提供が必要

です。 

 すずの音ホールやグリーンワークまつかわなど拠点施設とし、さらに地区

公民館なども有効活用しながら、年齢を問わず学びたいことが学びたいとき

に学べるよう、豊富な学習機会と学習環境の提供に努めます。 

  

４． 生涯スポーツの振興 

 心身の両面に良い影響を与える文化としてのスポーツは、明るく豊かで活力

に満ちた社会の形成や、一人ひとりの心身の健全な発達に必要不可欠なもので

す。 

 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。また、各種社会体育団体の支援の充実を図る

とともに、指導者や審判員などの育成に積極的に取組みます。 

 

５． 芸術・文化活動の振興 

 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

る傾向が高まり、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。 

 村民が芸術・文化に親しむ場を設けるため、より一層村民が参画しやすい環 
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境づくりを行い、講演・講座の企画運営を村民主導によって進める地盤作りに

取り組みます。 

 

６． 人権教育の推進 

 人々の多様なあり方を認め合い、お互いを思いやる心を持つことで、すべて

の人が幸せに生きる明るい住みよい社会にすることを目標に、一人ひとりの人

権が尊重され守られるよう人権尊重意識の醸成を図り、村民などとの協働によ

る人権啓発に取り組むとともに、家庭、学校、地域、企業・職場などが一体と

なり、人権教育を推進します。 

 

７． 青少年の健全育成 

 「地域の子どもは地域で守り育てる」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豊かな

青少年育成に努めます。 

 

８． 女性の社会参画の推進 

    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。 

    女性も男性も、子どもから高齢者まで、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、認め合い、自らの地域で生

きがいを持って誰もが活躍できる村を目指します。 
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第５節 地域の特性を活かした産業を育む村づくり 

 

１． 特色ある農業の振興 

    農家の高齢化、国際化に伴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。特に後継者や担い手については、少子高

齢化による人口減少により、これまで以上に切実な問題となっています。認定

農業者や農業法人など地域の担い手の育成に取り組むとともに、「人・農地プ

ラン」の実質化を推進し、地域農業の維持と田園景観の保全に努めます。 

    また、地域農業の経営安定化や収益向上のため、ロボット技術や ICTなど先

端技術の導入によるスマート農業の実現と新たな販路開拓を推進します。 

 

２． 豊富な森林資源の活用 

 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。 

 

３． 魅力ある地域商業の活性化 

 近隣自治体への大型商業施設の出店等による地元消費者の流出、経営者の高

齢化や後継者不足、インターネット販売の普及などにより中小商業者を取り巻

く環境は厳しさを増しています。さらに、人口減少による日常生活に必要なサ

ービス水準の低下が懸念されています。 

 便利で快適な生活環境の維持や地元での雇用環境の安定化を図るため、関係

機関と連携した新規起業や企業誘致、経営支援や人材育成に取り組むとともに、

観光や農業など他の産業との連携による地域性のある商業の活性化に取り組

みます。 

 

４． 活力ある工業の振興と雇用環境の充実 

 村内中小企業は経営基盤の脆弱性などから、技術力向上を目的とした人材育

成や人材不足、事業承継、需要動向に関する営業力強化など、経営の安定化に

向けての課題が多くあります。 

 既存企業や新規企業に対する支援と優良企業の誘致に努め、雇用の場を確保

することにより、地域の活性化を図るとともに労働環境の整備を推進します。 

 

５． 地域資源を活かした観光振興 

観光を取り巻く環境は、人口減少社会の到来や嗜好・旅行形態の多様化、イ

ンバウンドの増加などにより著しく変化し、需要動向などへの対応が求められ

ており、これらの状況を踏まえたうえで、当村における今後の観光振興を推進

する必要があります。地域資源を有効に活用した観光振興を図り、村の魅力を

広く情報発信することで交流人口の拡大を目指すとともに、観光客受け入れ環

境の整備を推進します。  
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第６節 持続可能な村を創り出す体制づくり 

 

１． 地方創生の推進と総合的な人口増加対策 

 我が国は少子高齢化が加速し、人口減少時代を迎えており、全国の市町村に

おいて大幅な人口減少時代に直面しています。さらに今後の人口推計をみても、

減少に歯止めがかからないという結果がでています。 

 将来的な人口動態を的確に把握し、推計、分析することにより人口減少の現

状認識を深めるとともに、目標人口である 9,300人を達成するための施策を実

施し、地方創生と人口増加対策を総合的かつ積極的に推進します。 

 

２． 若者交流・結婚支援の推進 

 近年、経済的理由で結婚に踏み出せない若者が増えてきています。それに伴

い 20～30 歳代の未婚率は上昇し、男女ともに平均初婚年齢が上昇するいわゆ

る晩婚化が進んでいます。 

 若者の交流の場や出会いの機会を積極的に創出するとともに、結婚相談、情

報提供などを含めた包括的な結婚支援を推進します。 

 

３． 心のふれあう地域づくり 

 生活様式の変化や少子高齢化などから役員の担い手が不足し、自治組合組織

などの従来の組織が十分に機能しなくなることが懸念されています。 

 高齢者の見守りや災害時の助け合いなど、自治組織は地方自治の基本であり、

その機能を維持していくことは協働の村づくりを推進する上で非常に重要な

課題となります。地域の若者や移住者などの自治組合加入を促進し、行政区組

織や自治組合組織の再編も視野に、機能維持に努めます。 

 

４． 信頼される行政運営 

 地方公共団体の行財政を取り巻く環境は依然として厳しい状況にある中で、

人口減少をはじめとする社会経済情勢の変化は激しく、複雑化する地域課題や

行政需要に柔軟に対応することが求められています。 

 職員の資質向上に努めるとともに、適切な職員体制と事務分掌を行ない、役

場組織のスマート化を図り、住民サービスの向上に努めます。また、必要に応

じて IoTや ARIの活用により事務の一層の効率化を図ります。 

 

５． 持続可能な財政運営 

 歳入の見通しは、人口減少の影響により村税の増加が期待できないなど、自

主財源の確保がより一層厳しくなることが予想され、今後も依存財源に頼らざ

るを得ない状況が続くことが見込まれます。 

 適正な課税・徴税を行い、税負担の公平性を保つとともに、税収の確保を図

ります。また、総合計画に基づく各施策を計画的かつ着実に推進するため、各 
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種財源の確保と経常経費の削減により柔軟性のある財政構造を保ち、持続可能

な財政運営を維持します。 

 

６． 交流活動の推進による人づくり 

 友好都市協定に基づき、鹿港鎮との相互交流を活発に行うとともに、文化・

スポーツ・観光や工業など各産業面での交流を推進するとともに、民間レベル

での交流に対して積極的に支援を行います。 

 国内での交流に関しては、関係人口の創出に主眼を置き、これまでの派遣型

から他地域からの受入を積極的に推進することにより、多様な視点を持った、

心豊かな人づくりを推進します。 

  

７． 広域連携の推進 

 道路インフラの発展や情報技術革新など超スマート社会の到来と地方分権

の一層の推進により、地域社会のニーズもより広域化と多様化が進み、行政に

求められるサービスも変化しています。 

 既存の広域連携の維持とより一層の連携強化により、新たな行政需要に的確

に対応できる体制を構築します。また、より広域化が見込まれる社会構造に対

応するため、新たな枠組みの広域連携について積極的に取組みます。 

 

 


