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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。 
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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。 

 




