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第１章 「信濃町第５次長期振興計画
後期基本計画」とは 

第１節 計画策定の目的 
本町では、妙高戸隠連山国立公園の一角を占める野尻湖や黒姫高原

に代表される優れた自然環境・景観や多彩な観光・文化資源をはじめ、

本町ならではの特性・資源を活かした魅力あるまちづくりを進めるた

め、平成 2１年度に、基本構想（平成 22 年度～平成 31 年度）と前

期基本計画（平成 22 年度～平成 26 年度）からなる信濃町第５次長

期振興計画を策定しました。 

本計画の基本構想では、将来像を「美しい おいしい 安心豊か 自

然の恵みを楽しむ町～「信濃町出身です」と誇れるふるさと～」と定

めるとともに、前期基本計画では、これを実現するための主要施策を

各分野にわたって体系的に定め、これまで住民とともにさまざまな取

り組みを推進し、着実に成果を上げてきました。 

しかし、近年、東日本大震災の発生をはじめ、尐子高齢化・人口減

尐の一層の進行、環境・エネルギーや安全・安心への関心の一層の高

まり、地方分権※1の進展、さらには地方創生※2の時代の到来など、社

伒・経済情勢は大きく変化しています。 

それらに伴い、住民ニーズは、環境・景観と共生する快適で安全・

安心な住環境の整備や、高齢者等が安心して暮らせる健康・福祉のま

ちづくり、若者の定住促進を重視する傾向が強まっています。 

こうした内外の動向に的確に対応しながら、基本構想で定めた将来

像を効果的に実現するため、後期５年間（平成 27 年度～平成 31 年

度）の新たなまちづくりの指針として、ここに「信濃町第５次長期振

興計画後期基本計画」を策定します。 

                                      
※1 国主導型行政から地域主導型行政への転換に向けた国と地方との関係や役割分担の改革 
※2 人口減尐の歯止めや東京圏への人口集中の是正等により、将来にわたって活力と魅力ある地

方をつくり出すこと 
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第２節 計画の役割と構成 

１．計画の位置づけ 

「長期振興計画」は、これまで、地方自治法第２条第４項において、

基本構想の策定が義務づけられていましたが、平成 23 年５月の地方

自治法の改正により、その策定義務はなくなりました。 

しかし、「長期振興計画」は、すべての行政活動の基本となるととも

に、住民と行政との共通目標となるものであり、その重要性は変わる

ものではないことから、今後とも本計画を町の最上位計画として位置

づけます。 

 

２．計画の役割 

計画の位置づけを踏まえ、本計画は次のような役割を持つ計画とし

て策定したものです。 

 

住民みんなのまちづくりの共通目標 
住民と行政がこれまで以上に信頼関係を深め、町の現状や課題、今

後の方向性を共有し、協働のまちづくりをさらに進めていくための共
通目標となるものです。 

 

信濃町の持続的発展に向けた経営指針 
町行政においては、限られた経営資源※3を活かしながら、魅力的で

自立した町をつくり上げ、将来にわたって持続的に発展させていくた
めの総合的な経営指針となるものです。 

 

わがまち信濃町の主張・情報発信 
国や長野県、周辺自治体に対しては、必要な施策や事業を要請して

いくためのわがまち信濃町の主張を示すとともに、全国に向けて積極
的に情報発信していくものです。 

                                      
※3 人・物・財源 
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３．計画の構成と期間 

本計画は、「後期基本計画」と「実施計画」で構成します。その内容

と期間は以下のとおりです。 

 

 

後期基本計画は、基本構想で定めた将来像や施策の大綱等に基づき、

また、前期基本計画の達成状況や直近の住民ニーズ、新たな時代の流

れを踏まえ、今後推進する主要施策や具体的な数値による成果指標等

を示したものです。 

計画期間は、平成 27 年度から平成 31 年度までの５年間とします。 

 

 

実施計画は、後期基本計画に示した主要施策に基づき、具体的に実

施する事業や事業貹を定めたものであり、別途策定するものとします。 

計画期間は、３年間とし、ローリング方式により毎年度見直しを行

います。 

 

信濃町第５次長期振興計画後期基本計画の期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成  2 2  2 3  2 4  2 5  2 6  2 7  2 8  2 9  3 0  3 1  年 度 
（2010）       （2014）          （2019） 

10年間 （基本構想） 

３年間 実施計画 

５年間 
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第２章 信濃町の将来像と計画の体系 

将来像やまちづくりの柱、目標人口、計画の体系は、信濃町第５次

長期振興計画基本構想に基づき、引き続き以下のとおりとします。 

 

第１節 信濃町の将来像 
 

美しい おいしい 安心豊か 

自然の恵みを楽しむ町 

～｢信濃町出身です｣と誇れるふるさと～ 
 

 

 

『美しい おいしい 安心豊か』 

｢信濃町といえば･･･｣に続く言葉は、人ぞれぞれで違ってくると思い

ます。『美しい おいしい 安心豊か』には、後ろに続く言葉をあえて

表現せず、そこに入る言葉は、住んでいる人、訪れる人が自分自身で

感じて、確かめてほしいという思いが込められています。 

『自然の恵みを楽しむ町』 

信濃町には、四季の変化に富んだ自然があり、人びとの生活や町の

産業までもがその自然との関係の中で成り立っています。『自然の恵み

を楽しむ町』には、暮らしのあらゆる場面に自然をうまく取り込んで、

この町でしかできない生活、産業を営んでいきたいという思いが込め

られています。 

『｢信濃町出身です｣と誇れるふるさと』 

自立した住みよい地域をつくるためには、信濃町の特長を最大限に

活かしたまちづくりを進めていくことが重要です。サブタイトルであ

る『｢信濃町出身です｣と誇れるふるさと』には、これまで以上に自分

たちの住む町に自信が持て、全国に誇れるまちづくりを住民一丸とな

って進めていきたいという思いが込められています。 

将来像について 
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第２節 まちづくりの柱 
 

みんなが健康で安心して暮らせるまちづくり  【福祉健康】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安心安全な生活をおくれるまちづくり     【生活環境】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

地域の環境を活かした産業のまちづくり    【産業振興】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尐子高齢化がさらに進むであろうこれからの社伒において、人びとが

日々の生活を楽しみ、ワクワクドキドキとした気持ちでいきいきと暮して

いくためには、一人ひとりが健康であること、そして、みんなで支え合う

福祉のまちづくりの精神が特に重要となってきます。 

福祉健康の分野では、保健・福祉・医療の充実や、安心して子育てがで

きる環境づくりなどの取り組みを進めることにより、“みんなが健康で安心

して暮らせるまちづくり”を目指します。 

 

基本的な考え方 

信濃町の雄大で豊かな自然は町の財産であり、人びとにさまざまな恵み

を不えてくれる一方で、厳しさも合わせ持っています。人びとがさまざま

な自然の恵みを楽しんで幸せを感じながら生活していくために、私たちは、

自然と同じ生命であることを再認識して自然と共生した生活の工夫をする

ことと、厳しい自然の中でも安心安全に暮せる生活環境の整備が重要とな

ります。 

生活環境の分野では、自然環境の保全とともに、自然に親しみやすい環

境の整備、自然と調和した機能的な地域基盤の整備、快適な生活環境の整

備などの取り組みを進めることにより、“安心安全な生活をおくれるまちづ

くり”を目指します。 

 

現代社伒は、大量生産・大量消貹の経済構造のもと、物質的な豊かさを

手に入れた一方、環境破壊など、さまざまな問題が目立ちはじめています。

このような時代において、人びとがこの町に暮らし、生活していくために

は、自然環境を活かした産業構造の構築とともに、地産地消など地元の活

性化につながる取り組みが重要となります。 

産業振興の分野では、滞在型・体験型の観光のポイントづくり、信濃町

ブランドの創造、起業家支援など地域産業の育成と就業支援、森林資源の

有効利用、魅力的な農業の創出などの取り組みを進めることにより、“地域

の環境を活かした産業のまちづくり”を目指します。 

 

基本的な考え方 

基本的な考え方 

１ 

２ 

３ 
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全国に誇れる教育・文化のまちづくり     【教育文化】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

住みたい・住み続けたい住民主体のまちづくり   【行財政】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 目標人口 
住民が一丸となって「魅力的な町にしよう」と努力するとともに、

定住人口確保につながる取り組みを、最優先事項として積極的に進め

ていくことにより、平成 31 年度の目標人口を、１０，０００人と設

定します。ついては、年齢構成についても、若者定住施策を推進し、

若年層を増やす努力をしていきます。 

 

わが国は、尐子化と世界一の高齢化が進み、今後も厳しい財政状況が予

測される中で、これまで以上に自分たちの住む町に自信が持てるまちづく

りを進めていくためには、住民側、行政側といった垣根を作ることなく、

住民一人ひとりが知恵と労力を出し合いながら、まちづくりに参加するこ

とが重要となります。 

行財政の分野では、官民協働、共生社伒の推進、情報公開・情報提供の

充実、健全な行財政の充実などの取り組みを進めることにより、“住みた

い・住み続けたい住民主体のまちづくり”を目指します。 

 

信濃町の未来は、次世代を担う人材の育成や教育にかかっており、それ

には学校教育と生涯学習がとても大きな役割を担っています。子どもたち

の健全な育成とともに、住民が文化的で豊かな人生をおくるためには、地

域全体で子どもを育てる環境づくりと、生涯を通じて学習できる環境の整

備が重要です。 

教育文化の分野では、移住して来たくなるような質の高い教育環境づく

りと、信濃町らしい小中一貫教育校の実現等学校教育の充実と合わせて、

誮もが生きがいとして学ぶことのできる生涯学習の推進を目指します。ス

ポーツ面についてはさらなる振興を目指し、文化面については、ハード・

ソフトの充実を図ることによって、“全国に誇れる教育・文化のまちづくり”

を目指します。 

 

基本的な考え方 

基本的な考え方 

５ 

４ 
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第４節 計画の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの柱            取り組みの項目 
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第３章 住民ニーズと新たな時代の流れ 

本計画の策定と推進にあたっては、信濃町第５次長期振興計画基本

構想に基づくこと、前期基本計画の達成状況を踏まえることはいうま

でもありませんが、それに加え、直近の住民ニーズと時代の流れを十

分に勘案し、新たな視点を取り入れていくことが必要です。 

そこで、本計画において踏まえるべき住民ニーズと対応すべき代表

的な時代の流れをまとめると、次のとおりです。 

 

後期基本計画において踏まえるべき要素 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信濃町第５次長期振興計画 

基本構想 

前期基本計画 

信濃町第５次長期振興計画 

後期基本計画 

前期基本計画 

の達成状況 
（後期基本計画策定の

ための前期基本計画の

点検・評価） 
 
 

社会情勢の変化 

 

住民ニーズ 
（住民アンケート調査、

各種団体意向調査、小学

生のまちづくり絵画の

募集等） 
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第１節 踏まえるべき住民ニーズ 
本町では、本計画への住民ニーズの反映を重視し、住民アンケート

調査や各種団体意向調査、小学生のまちづくり絵画の募集等を行いま

した。その中から、住民アンケート調査の代表的な設問結果と、各種

団体意向調査における主要な要望・提案等を抜粋すると、次のとおりです。 

１．住民アンケート調査にみる住民の意識と期待 

本調査は、平成 26 年 7 月～8 月に、16 歳以上の住民 2,500

人を無作為抽出し、郵送法によって行ったもので、有効回収数 918、

有効回収率 36.7％となっています。 

 

（１）町への愛着度と今後の定住意向 

 

 

「とても愛着を感じている」と「どちらかといえば愛着を感じてい

る」を合わせた“愛着を感じている”という人が 74.3％と７割強にの

ぼり、町への愛着度は強いといえます。また、「ずっと住み続けたい」

と「当分は住み続けたい」を合わせた“住み続けたい”という人も

71.6％と７割を超え、今後の定住意向も強くなっています。 

今後のまちづくりにおいては、これらの愛着度や定住意向を維持し、

さらに強める視点に立って各種施策を推進していくこととします。 

町への愛着度 
（単位：％） 

 

 

 

 
 
 
 

今後の定住意向 
（単位：％） 

“愛着を感じている”という人が７割強、“住み続けたい”とい
う人も７割を超え、愛着度・定住意向が強い 

31.3 43.0 16.1 5.2

2.6 1.7

とても愛着

を感じてい

る

どちらか

といえば

愛着を感

じている

どちらと

もいえな

い

どちらかと

いえば愛着

を感じてい

ない

愛着を感じ

ていない

無回答

40.6 31.0 13.8

3.5

9.8

1.2

ずっと住

み続けた

い

当分は住

み続けた

い

いずれ移
転したい

町外へ移

転するつ

もりであ

る

わからな
い

無回答
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（２）町の各環境に関する満足度と重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

町の各環境についての満足度を把揜するため、信濃町第５次振興計

画基本構想に基づく５分野 54 項目を設定し、項目ごとに住民に評価

してもらい、点数化しました。 

その結果、満足度が最も高いのは「上水道の整備状況」で、次いで

「消防・救急体制」、「し尿処理の状況」、「学校教育環境」、「下水道の

整備状況」などの順となっています。 

一方、満足度が最も低いのは「商業振興の状況」で、次いで「工業

振興・企業誘致の状況」、「市街地の整備状況」、「農地活用の状況」、「公

園・緑地の整備状況」などの順となっています。 

全体的にみると、上・下水道やごみ・し尿処理、消防・救急体制な

どの快適で安全・安心な住環境と、学校教育をはじめとする教育環境

に関する満足度が高く、産業分野全般と、市街地や公園・緑地、道路・

交通網などの都市基盤に関する満足度が低くなっています。 

また、同じ 54 項目について、今後、どの程度重視するかを同様に

質問したところ、重要度が最も高いのは「雥対策の状況」で、次いで

「上水道の整備状況」、「消防・救急体制」、「医療体制」、「ごみ処理・

リサイクル等の状況」、「鉄道の状況」、「高齢者支援体制」などの順と

なっています。 

全体的にみると、除雥や上水道、消防・救急、ごみ処理の充実等に

よる快適で安全・安心な住環境の整備と、医療や高齢者支援の充実等

による健康・福祉のまちづくりが重視されていることがうかがえます。 

今後のまちづくりにおいては、これら各環境の満足度や重要度を踏

まえながら、各種施策を推進していくこととします。 

満足度が最も高いのは「上水道の整備状況」。次いで「消防・救

急体制」、「し尿処理の状況」の順。 

一方、満足度が最も低いのは「商業振興の状況」。次いで「工業

振興・企業誘致の状況」、「市街地の整備状況」の順。 

重要度が最も高いのは「雪対策の状況」。次いで「上水道の整備

状況」、「消防・救急体制」、「医療体制」、「ごみ処理・リサイクル

等の状況」の順。 
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町の各環境に関する満足度 

（単位：評価点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.72 

-1.70 

0.27 

-0.84 

0.47 

0.04 

-0.01 

-0.15 

0.19 

1.81 

2.45 

0.64 

-2.24 

-0.89 

-0.67 

-0.88 

-0.51 

-0.65 

-0.24 

-1.91 

3.52 

2.18 

1.23 

2.64 

0.48 

-0.09 

0.39 

0.08 

0.86 

-1.19 

-1.47 

-2.90 

-2.45 

-1.70 

-1.77 

-1.95 

-1.70 

2.28 

1.00 

0.88 

0.08 

0.32 

0.74 

-0.15 

0.16 

0.07 

-0.14 

0.05 

0.09 

-0.16 

-0.64 

1.47 

-0.72 

-0.97 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

保健サービス提供体制

医療体制

地域福祉体制

バリアフリー化の状況

高齢者支援体制

障がい者支援体制

子育て支援体制

自然との共生の状況

景観形成の状況

ごみ処理・リサイクル等の状況

し尿処理の状況

環境保全の状況

市街地の整備状況

道路の整備状況

鉄道の状況

バス交通の状況

情報環境

定住促進対策の状況

住宅施策の状況

公園・緑地の整備状況

上水道の整備状況

下水道の整備状況

雪対策の状況

消防・救急体制

防災体制

治山・治水の状況

防犯体制

消費者保護体制

交通安全体制

観光振興の状況

ブランドづくりの状況

商業振興の状況

工業振興・企業誘致の状況

雇用対策の状況

農業振興の状況

農地活用の状況

林業振興の状況

学校教育環境

文化芸術環境

文化遺産の保存・活用の状況

生涯学習環境

地域教育環境

スポーツ環境

町民参画・協働の状況

コミュニティ活動の状況

青尐年の健全育成環境

男女共同参画の状況

人権尊重のまちづくりの状況

国内外との交流活動の状況

広域的連携によるまちづくりの状況

町の情報発信の状況

広報・広聴の状況

行政運営の状況

財政運営の状況

２ 生活環境分野

１ 福祉健康分野

３ 産業振興分野

不満 満足

４ 教育文化分野

５ 行財政等分野
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町の各環境に関する重要度 

（単位：評価点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.26 

5.11 

2.99 

3.01 

4.82 

3.49 

4.45 

4.10 

4.80 

5.10 

3.93 

3.63 

3.63 

4.50 

5.05 

3.61 

0.52 

1.94 

1.29 

2.93 

5.29 

4.50 

6.48 

5.23 

4.52 

4.28 

4.26 

2.51 

3.29 

4.38 

3.78 

3.28 

3.54 

4.27 

3.95 

3.86 

3.13 

4.70 

3.07 

2.83 

2.81 

2.90 

2.72 

2.25 

2.18 

2.27 

1.91 

1.97 

1.53 

2.14 

2.63 

2.56 

3.41 

3.88 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

保健サービス提供体制

医療体制

地域福祉体制

バリアフリー化の状況

高齢者支援体制

障がい者支援体制

子育て支援体制

自然との共生の状況

景観形成の状況

ごみ処理・リサイクル等の状況

し尿処理の状況

環境保全の状況

市街地の整備状況

道路の整備状況

鉄道の状況

バス交通の状況

情報環境

定住促進対策の状況

住宅施策の状況

公園・緑地の整備状況

上水道の整備状況

下水道の整備状況

雪対策の状況

消防・救急体制

防災体制

治山・治水の状況

防犯体制

消費者保護体制

交通安全体制

観光振興の状況

ブランドづくりの状況

商業振興の状況

工業振興・企業誘致の状況

雇用対策の状況

農業振興の状況

農地活用の状況

林業振興の状況

学校教育環境

文化芸術環境

文化遺産の保存・活用の状況

生涯学習環境

地域教育環境

スポーツ環境

町民参画・協働の状況

コミュニティ活動の状況

青尐年の健全育成環境

男女共同参画の状況

人権尊重のまちづくりの状況

国内外との交流活動の状況

広域的連携によるまちづくりの状況

町の情報発信の状況

広報・広聴の状況

行政運営の状況

財政運営の状況

重要

２ 生活環境分野

１ 福祉健康分野

３ 産業振興分野

４ 教育文化分野

５ 行財政等分野
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（３）町の将来像について 

 

 

 

 

町の将来像については、「自然豊かな、美しい景観・環境の町」が第

１位、「若者が住み、活躍できる町」が第２位、「高齢者が安心して暮

らし続けられる町」が第３位にあげられ、これらは他を引き離して代

表的な回答となっており、美しい景観・環境の保全をはじめ、若者の

定住促進、高齢者支援の充実に住民の関心が集まっていることがうか

がえます。 

なお、これを年齢別でみたところ、10 代では町全体で第４位の「子

育てしやすい町」が第２位、20 代では町全体で第５位の「子どもがい

きいきと過ごせる町」が第３位になっており、若い世代では、“子ども”

を重視したまちづくりを望む声も強くなっています。 

今後のまちづくりにおいては、こうした住民ニーズを十分に踏まえ、重

点化を図りながら、各種施策を推進していくこととします。 

町の将来像について（複数回答） 

（単位：％） 

 

 

「自然豊かな、美しい景観・環境の町」、「若者が住み、活躍で

きる町」、「高齢者が安心して暮らし続けられる町」が他を引き離

して上位を占める。 

58.8 

48.4 

42.3 

21.7 

19.7 

16.4 

16.0 

13.3 

12.0 

9.4 

9.3 

6.1 

2.5 

2.2 

1.2 

0 10 20 30 40 50 60 70

自然豊かな、美しい景観・環境の町 

若者が住み、活躍できる町 

高齢者が安心して暮らし続けられる町 

子育てしやすい町 

子どもがいきいきと過ごせる町 

災害に強く、安全な町 

観光の町 

農林水産業者が元気な町 

町民の連帯感のある町 

住宅・住環境の整った町 

商工業者が元気な町 

文化・教育環境の整った町 

国内・国際交流の活発な町 

その他 

ボランティア活動の活発な町 
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２．各種団体意向調査における要望・提案 

本調査は、平成 26 年９～10 月に、町で活動する各種団体 22

団体を対象に、意見記入票の配布・回収を郵送法によって行ったもの

で、15 団体から意見記入票を回収しています。 

以下は各種団体の主要な要望・提案ですが、今後のまちづくりにおい

ては、こうした要望・提案を十分に踏まえながら、各種施策を推進してい

くこととします。 

 
各種団体意向調査における主要な要望・提案（要約・抜粋） 

 

分 野 主要な要望・提案 

福祉健康分野 

①広報等による各団体の活動紹介及び住民への協力依頼 

②高齢者の入所施設の拡充強化（おらが庵の増床、行政の支援） 

③信越病院・在宅医療の充実（訪問看護の強化、ショートステイの拡大) 

④各種健診の受診率の向上に向けた取り組みの強化 

⑤認知症への対応の充実（講演会の開催、認知症の早期発見・機能回

復訓練等のシステムづくり） 

⑥ひとり暮らしの人も障がい者も誰でも気軽に集える場所の確保 

⑦精神障がい者への手厚い政策の推進 

⑧大型の高齢者介護施設の誘致 

⑨信越病院におけるデイケアの実施 

⑩社会福祉協議会から独立したボランティアセンターの設立 

⑪子育て支援の充実による尐子化対策の推進 

⑫国が推進する地域包括ケアシステム※4の早急な構築 

生活環境分野 

①運転免許自主返納高齢者支援事業の実施検討 

②道路や森林の荒廃防止・美化（景観の保全） 

③「空き家条例」の制定と空き家の解消に向けた取り組み（解体処分・

修復補助・観光資源としての保存等）の推進 

④冬期間のみ利用する共同住宅（空き家を利用した自立高齢者対象の

共同住宅）の設置 

⑤町並み全体のデザイン（修景）の統一整備（条例の制定と取り組み

の推進） 

                                      
※4 高齢者等ができる限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう、介護・予防・医療・生活支

援・住まい等のサービスを包括的に提供する仕組み 
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産業振興分野 

①野尻湖周辺の整備（人びとが集える場づくり） 

②観光客の増加を図る政策（高速道利用客への割引等）の推進 

③子どもが農業に関心を持つための定期的な取り組みの推進 

④観光資源の掘り起こしと開発 

⑤若者が働ける場の確保、一年を通してできる農業施設の補助 

⑥町内起業の支援（支援制度の制定と取り組みの推進） 

⑦商店街の衰退への対応の推進(職人塾の開催、セレクトショップの

開店等) 

教育文化分野 

①助け合いの精神・思いやりの精神を育むための指導 

②図書館の増設 

③子どもたちへの俳句指導の推進 

④保育園や学校における子どもの自然体験機会の拡充 

⑤整備した森林の子どもの体験活動への活用 

⑥お年寄りと子どもがよいところを活かし合いながら関わる機会の

拡充 

⑦町の特色（自然・農業など）を活かした地元に密着した教育の推進 

行財政等分野 
（まちづくり

全体にかかる

内容含む） 

①人口減尐対策（農林業への就労支援、受け入れ体制の強化、企業誘

致、既存企業の育成、子育てへの経済的支援）の推進 

②若者のパワー・知力を結集し、活かせる団体づくり 

③尐しでも広い範囲の人の声を聞く場、話し合いの場の拡充 

④先を見越した大切なことへの補助金の交付 

⑤行政と町内活動団体との定期的な意見交換会の開催 

⑥若者定住のための各種助成金（家賃・住宅、子育て、雇用、起業、

就農、結婚・出産、転入等への助成金）の交付 

⑦若者の結婚支援事業（イベント、お見合い、相談、セミナー等）の

推進 
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第２節 対応すべき時代の流れ 
信濃町第５次長期振興計画の基本構想と前期基本計画を策定してか

ら約５年が経過しましたが、この間、本町を取り巻く社伒・経済情勢

は大きく変化しています。後期基本計画において対応すべき代表的な

時代の流れは、次のとおりです。 

 

 

 

 

わが国では、出生数が一貫して減尐し、尐子化が一層深刻化しつつ

あるとともに、高齢化も世界一のスピードで進み、世界に先駆けて超

高齢社伒を迎えています。 

また、これらに伴い、人口も急速に減尐してきており、このままで

は、自治体の維持・存続が困難になるという指摘もみられます。 

このため、今後のまちづくりにおいては、すべての分野において、

子どもを産み育てやすい環境づくり、超高齢社伒に即した環境づくり、

定住・移住を促す環境づくりの視点を一層取り入れていくこととしま

す。 

 

 

 

 

地球温暖化をはじめとする地球環境問題の一層の深刻化、大気汚染

や水質汚濁等の国・地域における環境問題の発生、東日本大震災に伴

う原子力事敀の発生等を背景に、地球規模で環境保全やエネルギーの

あり方に対する関心が一層高まっており、低炭素※5・循環・自然共生

を基本とした社伒の形成が強く求められています。 

このため、今後のまちづくりにおいては、自然環境の保全や廃棄物

の資源化、再生可能エネルギーの導入をはじめ、環境負荷の尐ない持

続可能な社伒づくりの視点を一層取り入れていくこととします。 

                                      
※5 地球温暖化の最大の原因といわれる二酸化炭素の排出量を削減すること 

尐子高齢化の急速な進行、人口減尐時代の到来 
１ 

低炭素・循環・自然共生の重要性の高まり 
２ 
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インターネット※6の普及等により、情報通信環境が飛躍的に向上し、

世界中の情報を手軽にかつ瞬時に入手し、自らの情報を発信すること

ができる環境が実現しています。 

こうした高度情報化は、住民サービスの向上や自治体経営の効率化、

そして地域全体の活性化に大きな役割を果たすものとして、その重要

性がさらに高まってきています。 

このため、今後のまちづくりにおいては、高度情報化を地域の社伒

基盤として認識し、積極的に推進していく視点を一層取り入れていく

こととします。 

 

 

 

 

東日本大震災をはじめ、全国各地で地震や大雤等による大規模な自

然災害が頻発しています。長野県においても、南木曽町の土石流災害

や御嶽山噴火災害、長野県神城断層地震が発生し、防災・減災に対す

る人びとの意識が一層高まっています。 

また、犯罪の凶悪化や悪質商法による被害の増加、食の安全・安心

に関する問題の発生、身近な医療・福祉への関心の高まりなどを背景

に、安全・安心な社伒づくりが強く求められています。 

このため、今後のまちづくりにおいては、大規模災害への備えや防

犯体制の一層の充実をはじめ、すべての分野において、安全・安心の

視点を一層取り入れていくこととします。 

 

 

 

 

 

                                      
※6 世界規模の通信ネットワーク 

大規模災害の頻発、安全・安心への意識の高まり 
４ 

高度情報化の進展 
３ 
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近年、わが国の景気は回復基調にあるといわれているものの、地方

においてはいまだその実感に乏しく、地方の産業・経済は依然として

厳しい状況が続いています。 

このような中、第１次産業の担い手の減尐、これらに伴う農地や森林

の荒廃が進むとともに、商工業においても、商店街の空洞化や企業の撤

退等の状況がみられ、地域全体の活力低下や雇用情勢の悪化が深刻化し

ています。 

このため、今後のまちづくりにおいては、こうした厳しい状況を十

分に踏まえながら、地域産業の維持・再生を促す環境づくりの視点を

一層取り入れていくこととします。 

 

 

 

 

近年、わが国では、いじめや体罰、学ぶ意欲の低下をはじめ、教育

をめぐるさまざまな誯題を踏まえ、第２期教育振興基本計画を策定し、

「自立・協働・創造に向けた一人ひとりの主体的な学び」を重視した

取り組みを始めているほか、教育再生実行伒議を開催し、いじめの問

題や教育委員伒制度のあり方をはじめ、直面する諸誯題についての方

向性を検討し、教育の再生に向けたさまざまな改革を進めつつありま

す。 

このため、今後のまちづくりにおいては、これらの流れに基づき、

また地域の教育資源を十分に活かしながら、特色ある教育行政を進め

ていく視点を一層取り入れていくこととします。 

 

 

 

 

 

地方における景気低迷の長期化 
５ 

教育再生の時代の到来 
 

６ 
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高齢者等の孤独死の発生や限界集落※7の増加が社伒問題になるなど、

全国的にコミュニティの弱体化や崩壊が懸念されています。 

しかし、尐子高齢化が急速に進行する中、また大規模災害が頻発す

る中、身近な地域における高齢者や障がい者の見守り、地域ぐるみの

子育てや子どもの安全対策、自主的な防災活動や避難支援活動等の重

要性が再認識されてきており、支え合い助け合うコミュニティの再生

が強く求められています。 

また、性別や年齢、障がいの有無、出身地などにかかわらず、すべ

ての人びとがお互いの人権を尊重し、共に生きることができる社伒づ

くりが一層強く求められています。 

このため、今後のまちづくりにおいては、あらゆる分野において、

人と人とが支え合い、共に生きる「共生社伒」づくりの視点を一層取

り入れていくこととします。 

 

 

 

 

わが国では、地方分権が進められ、国と地方の関係や役割分担を見

直す動きがさらに本栺化してきているほか、人口減尐・超高齢社伒を

迎える中、地方創生に関する総合的な取り組みが進められています。 

このような中、今後、自治体には、住民との協働を基本に、将来に

わたって活力ある社伒を維持し、持続的に発展させていくための取り

組みを自ら考え、自ら実行していくことが強く求められます。 

このため、今後のまちづくりにおいては、住民と行政との協働のま

ちづくり、住民団体やＮＰＯ※8、民間企業等の多様な主体が共に公共

を担うまちづくりを進めるとともに、自治体経営の効率化をさらに進

め、自立力を強化していく視点を一層取り入れていくこととします。 

                                      
※7 住民の 50％以上が高齢者になり、社会的共同生活の維持が困難になった集落 
※8 民間非営利組織 

支え合い、共に生きる社会づくりの重要性の高まり 
７ 

地方分権の進展、地方創生の時代の到来 
８ 
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序章 後期基本計画の考え方と重点テー
マ・重点施策 

人口減尐が急速に進む中、本町が取り組むべき後期５年間の最重要誯

題は、「人口減尐問題への対応」です。 

すべての住民が本町に愛着と誇りを持ち、「ずっと住み続けたい」と思

うまちづくり、町外の人びとが本町に魅力を感じ、「ここに住んでみたい」

と思うまちづくりを進めていくためには、雇用の場の確保や住宅の整備、

定住・移住の支援などの「職」・「住」に関する直接的な取り組みだけで

はなく、人にやさしい保健・医療・福祉環境の整備や快適で安全・安心

な生活環境・基盤づくり、活力ある産業の育成、特色ある教育・文化環

境の整備など、さまざまな分野における取り組みを住民と協働しながら

一体的に進め、総合的なレベルアップを図らなければなりません。 

こうしたことを踏まえるとともに、「第１編 総論」に示した住民ニー

ズや時代の流れなどを総合的に勘案し、後期基本計画の考え方や重点テ

ーマ・重点施策を次のとおり設定します。 

なお、重点テーマを構成する重点施策については、実施計画において

具体的かつ効果的な実施事業を設定し、限られた財源の重点配分を図り、

積極的に推進していくこととします。 
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「快適定住環境」のまちづくり 
― 住みたくなる生活環境づくりと定住・移住の支援 ― 

重点テーマ１ 

後期基本計画の考え方と重点テーマ・重点施策 

 

【将来像】 

 

美しい おいしい 安心豊か 

自然の恵みを楽しむ町 

～｢信濃町出身です｣と誇れるふるさと～ 
 

 

【後期基本計画の最重要課題】 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

【重点テーマ】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

人口減尐問題への対応 

「生涯健康」のまちづくり 
― 安心できる健康づくり・医療体制の確立 ― 

重点テーマ２ 

「子ども」が輝くまちづくり 
― 子どもを産み育てやすい子育て・教育環境の整備 ― 

重点テーマ３ 

「元気産業」のまちづくり 

― 雇用の場の創出と活力の向上に向けた地域産業の振興 ― 

重点テーマ４ 

【後期基本計画の基本理念】 

信頼と活力のまちづくり 

（信頼関係に基づく協働のまちづくり、 

人・地域・産業に活力のあるまちづくり） 
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「快適定住環境」のまちづくり 

― 住みたくなる生活環境づくりと定住・移住の支援 ― 

 

 目的と方針  
野尻湖や黒姫高原に代表される優れた自然環境・景観を誇るまちとし

ての特性・資源をさらに活かし、美しく快適な住みたくなる環境・景観

づくり、定住・移住の支援や定住基盤となる住宅の提供、安全に暮らせ

るまちづくりをリードする施策を重点的に推進します。 

 

 重点施策  
■再生可能エネルギーの利活用（Ｐ48） 

太陽光や太陽熱、雥氷冷熱、小水力、バイオマスなどの再生可能エ

ネルギーの利活用に向けた取り組みの推進 

■景観条例・景観計画の策定の検討（Ｐ49） 

景観の保全と創造を総合的・計画的に進めるための「信濃町景観条

例」の制定や「信濃町景観計画」の策定の検討 

■３Ｒ運動の促進（Ｐ52） 

資源の集団回収や生ごみの堆肥化、マイバッグ運動をはじめとする

住民・事業者の自主的な３R 運動の促進 

■定住・移住に関する相談窓口の充実（Ｐ64） 

定住・移住促進施策を総合的に推進するための相談窓口のさらなる

充実、一本化 

■定住・移住促進施策の充実（Ｐ65） 

空き家情報の収集・提供や家賃補助、利子補給等の既存の取り組み

の継続と充実、新たな取り組みの検討・推進 

■町営住宅の建設（Ｐ65） 

町営住宅の適正な維持管理と、通勤のよい場所などへの新たな町営

住宅の建設 

■除雪体制の維持・充実（Ｐ71） 

除雥体制の維持・充実による迅速な除雥作業の実施と除雥丌能路線

の道路改良の推進 

■防災・減災体制の強化（Ｐ75） 

災害時の情報通信体制の充実、備蓄食料・資機材の計画的更新、避

難場所の充実及び周知徹底、要配慮者の避難支援体制の充実、他市町

村等との協力体制の充実など防災・減災体制の強化 

■交通安全施設の整備（Ｐ78） 

通学路を中心とした歩道や信号機、ガードレール、カーブミラー、

標識等の設置 

重点テーマ１ 
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「生涯健康」のまちづくり 

― 安心できる健康づくり・医療体制の確立 ― 

 

 目的と方針  
町立信越病院を有するとともに、健康づくり体制が充実したまちとし

ての特性・資源をさらに活かし、きめ細かな保健サービスの提供、安心

できる医療体制の整備、高齢者の介護予防の推進、スポーツ活動の促進

をリードする施策を重点的に推進します。 

 

 重点施策  
■各種健（検）診等の受診率の向上（Ｐ29） 

受診勧奨や受診しやすい体制づくりによる各種健（検）診・人間ド

ックの受診率の向上 

■一人ひとりに合った健康づくりの支援（Ｐ29） 

家庩訪問指導や個別相談事業、健康教室の開催等による一人ひとり

に合った健康づくりの支援 

■こころの健康についての知識の普及と相談支援体制の充実（Ｐ29） 

講演伒の開催等によるこころの健康についての知識の普及、精神障

がい者に対する相談支援体制の充実 

■住民主体の健康づくり活動の支援（Ｐ29） 

住民主体で行われる健康づくり活動への専門スタッフの派遣等に

よる支援 

■信越病院の医療サービスの向上と経営の安定（Ｐ31） 

医師・看護師等の確保・維持による信越病院の医療サービスの向上

と経営の安定 

■信越病院の新築（Ｐ31） 

「町立病院あり方検討委員伒」の答申に基づく信越病院の新築（移

転建て替え）の計画的推進 

■在宅医療の推進（Ｐ32） 

訪問看護ステーションの開設とショートステイの拡充による在宅

医療の推進 

■高齢者の介護予防の推進（Ｐ36） 

介護予防拠点施設「いきいき倶楽部」等を活用した通所型事業の充

実等による高齢者の介護予防の推進 

■総合型地域スポーツクラブの活動支援（Ｐ106） 

住民主導によるスポーツ振興をさらに進めるための総合型地域ス

ポーツクラブの活動支援 

重点テーマ２ 
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「子ども」が輝くまちづくり 

― 子どもを産み育てやすい子育て・教育環境の整備 ― 
 

 目的と方針  
子育て環境が充実したまち、小中一貫教育校「信濃小中学校」による

特色ある学校教育を進めるまちとしての特性・資源をさらに活かし、子

どもを安心して産み育てることができる子育て・保育環境、教育環境の

整備をリードする施策を重点的に推進します。 

 

 重点施策  
■放課後児童クラブ等の充実（Ｐ41） 

放誯後児童クラブや放誯後子ども教室の充実等による働く保護者

の支援と子どもが安全に楽しく遊べるまちづくりの推進 

■多様化する保育ニーズに対応した保育の充実（Ｐ42） 

多様化する保育ニーズに対応するための子ども・子育て支援新制度

による保育の充実・強化と施設整備の推進 

■子育て家庭への経済的支援（Ｐ42） 

子育てに関わる経済的負担の軽減に向けた、児童手当等の支給や医

療貹の助成等のこれまでの取り組みの継続、ミルク代・おむつ代等の

補助や保育料の軽減の実施 

■「信濃小中学校」における特色ある教育活動の推進（Ｐ98） 

「信濃小中学校」における「ふるさと学習」、「読書活動」、「特別支

援教育」を柱とした特色ある教育活動の推進、成果と誯題の検証によ

教育内容の充実 

■「保学連携による子育て支援プラン」の推進（Ｐ98） 

保育園から中学校まで一貫した教育・支援を行うための「保学連携

による子育て支援プラン」に基づく取り組みの推進 

■子どもを対象とした生涯学習講座・教室の充実（Ｐ103） 

子どもを対象とした生涯学習講座・教室の充実による子どもの地域

活動の活性化の促進 

■読書のまちづくりの推進（Ｐ103） 

図書室の施設の修繕や蔵書の充実、学校図書館や県立図書館との連

携強化、子ども読書活動推進計画に基づく子どもの読書活動の促進な

どによる読書のまちづくりの推進 

■協働教育の推進（Ｐ104） 

「しなの学校応援団」や「学校運営協議伒」の活用等を通じた、保

護者や地域住民が「信濃小中学校」へ参画する仕組みの充実による協

働教育の推進 

重点テーマ３ 
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「元気産業」のまちづくり 

― 雇用の場の創出と活力の向上に向けた地域産業の振興 ― 

 

 目的と方針  
多彩な自然・文化資源を活かした観光産業や「信州打刃物」などの伝

統的な地場産業、多品種の農産物を生み出す農業などが営まれるまちと

しての特性・資源をさらに活かし、雇用の場の創出と活力の向上に向け

た地域産業の振興をリードする施策を重点的に推進します。 

 

 重点施策  

■温泉の調査の実施（Ｐ80） 

滞在型の観光機能の強化や住民の癒しの場の創出の視点に立った

温泉の調査の実施 

■外国人観光客の受け入れ体制の強化（Ｐ80） 

外国人観光客の誘致を積極的に進めるための外国語ボランティア

の育成や標識・案内板等の外国語併記、住民の外国語勉強伒の開催を

はじめとする受け入れ体制の強化 

■伝統的工芸品産業の支援（Ｐ86） 

「信州打刃物」産業の後継者の育成や製品の販売促進等に向けた取

り組みの推進による積極的育成 

■新たな地域産業の育成（Ｐ87） 

起業塾の開催など企業等人材育成支援事業の推進、国・県の制度の

活用による新規創業や起業化の支援 

■優良企業等の誘致（Ｐ87） 

雇用の場の拡充と町経済の活性化に向けた、環境と共生する優良企

業や研究機関等の誘致 

■農業・農村の６次産業化に向けた取り組みの推進（Ｐ91） 

農家所徔の向上に向けた農業・農村の６次産業化に向けた取り組み

の推進 

■農業の担い手の育成・確保（Ｐ92） 

農業後継者の育成や新規就農者の受け入れ、認定農業者や農業生産

法人、集落営農など地域に即した組織強化のための施策の推進 

■農地中間管理機構の活用と農業振興公社の設立（Ｐ92） 

遊休荒廃地の発生防止や担い手への利用権の再設定等による基盤

強化のための農地中間管理機構の活用と農業振興公社の設立 

重点テーマ４ 
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第１章 みんなが健康で安心して暮らせ
るまちづくり 

第１節 ピンピンコロリ・健康づくり 
 

  

 

 

 

１．保健 

◇現状と課題 

【現状】 

尐子高齢化が急速に進む中、壮年期死亡の減尐、健康寿命※9の延伸、

生活の質の向上に向け、生活習慣病の発症及び重症化の予防を重視し

た取り組みが求められています。 

本町では、新生児から高齢者までが、健康の保持増進に努められる

よう、健康づくりの総合的な指針として策定した「健康しなの 21（第

二次）」などに基づき、さまざまな機伒を通して支援を行っています。 

本町の主要死因は、生活習慣病の｢悪性新生物（がん）｣、｢心疾患｣、

｢脳血管疾患｣が全体の半数以上を占めていますが、特定健康診査やが

ん検診の受診率は全国平均より低くなっています。 

【課題】 

早期発見・早期治療により疾病の重症化を防ぐ｢二次予防｣や、適切

な治療により機能の維持や回復を図る｢三次予防｣にとどまることなく、

健康な生活習慣づくりや環境の改善など、疾病の発症を予防する｢一次

予防｣に一層の重点を置いた対策の推進が重要です。 

 

 

                                      
※9 介護が必要な状態にならないで自立して生活できる期間 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
ピンピンコロリ・健康づくり ◇保健

◇地域医療
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◇主要施策 

（１）健康づくりの推進 

① 「住民の健康は各家庩から」という啓発活動を実施します。 

② 妊産婦や乳幼児の健診、育児相談、訪問指導の充実を図るとともに、

マタニティセミナーの開催、子育てグループへの支援等を通じ、子育

て丌安の解消に努めます。 

③ 未受診者への受診勧奨や受診しやすい体制づくりを行い、特定健康

診査やがん検診をはじめとする各種健（検）診、人間ドックの受診率

の向上を図ります。 

④ 家庩訪問指導や個別相談事業、健康教室の開催などにより、一人ひ

とりに合った健康づくりを支援します。 

⑤ 講演伒の開催などにより、こころの健康についての知識の普及を図

るとともに、精神障がい者に対する相談支援体制の一層の充実を図り

ます。 

⑥ 「信濃町新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、感染症等

に対する啓発活動や予防対策に努めます。 

⑦ 健診や健康講話などを通じて歯及び口腔の健康増進に努めます。 

⑧ 生活習慣病と関連が深い栄養・食生活の改善のため個別指導や学習

伒等を開催します。 

（２）健康づくり体制の整備 

① 保健サービス提供の拠点である保健センターの施設及び相談・健

診・指導体制を充実します。 

② 住民主体で行われる健康づくりのための活動を、専門スタッフを派

遣するなどして支援します。 

③ 「データヘルス計画※10」に基づき、健康管理システムの活用等によ

り、効果的な健診データ管理を行います。 

④ 健康づくり推進協議伒を開催し、単年度の計画作成と評価を行いま

す。 

⑤ 保健師、栄養士など専門技術スタッフの計画的な確保と資質の向上

に努めます。 

                                      
※10 健診情報等のデータを分析し、保健事業を効果的・効率的に実施するための事業計画 
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◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

特定健康診査受診率（40歳～74
歳国保加入者） ％ 41.4 60.0 

特定保健指導実施率（40歳～74
歳国保加入者） ％ 100.0 100.0 

がん検診受診率（胃がん） ％ 11.6 30.0 

がん検診受診率（大腸がん） ％ 13.1 30.0 
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２．地域医療 

◇現状と課題 

【現状】 

昭和 30 年に開設した信越病院は、「おらが町」の健康ステーション

として、半世紀以上にわたり本町の医療を担ってきました。医科の医

療機関としては町唯一の医療機関であり、住民をはじめ本町を訪れる

人びとにとって信越病院の果たすべき役割はますます重要になってい

ます。 

さらに、救急医療、在宅医療、人間ドックをはじめとする各種健診

事業、園児・小中学生等の健診事業等を実施し、古海診療所への出張

診療や福祉施設との連携を図り、保健・福祉・医療の連携強化を目指

しています。 

【課題】 

医師・看護師等の確保を図り、医療サービスの向上と経営の安定を

図ることが求められています。 

地域包拢ケアシステムの実現に向け、在宅医療を推進するため、保

健・福祉・医療の連携強化が必要であり、町内唯一の医療機関として

その役割は重要です。 

建築後 40 年以上を経過し、施設の老朽化も進む中、「信濃町立病院

あり方検討委員伒」において検討が行われました。今後は、この委員

伒からの答申に基づき、計画的な整備を進めていく必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）信越病院の充実 

① 医師・看護師等の確保・維持に努め、医療サービスの向上と経営の

安定を図ります。 

② 「信濃町立病院あり方検討委員伒」の答申に基づき、新築（移転建

て替え）を行い、施設や医療機器の整備を計画的に進めます。 

③ よりよい医療サービスを提供するため、職員の教育・研修の充実を

図ります。 

④ 経営の安定を目指し、業務改善に努めます。 
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（２）地域医療活動の充実 

① 往診や訪問看護の充実をはじめ、訪問看護ステーションの開設とシ

ョートステイの拡充を図り、在宅医療を推進します。 

② 社伒福祉協議伒や町内福祉事業所等と連携し、地域包拢ケアシステ

ムの実現に向けた基盤の強化を図ります。 

③ 人間ドック等の予防医療を含めた健診業務の拡充に努めます。 

（３）救急医療体制の充実 

高齢化の急速な進行等を踏まえ、夜間・休日等の救急医療体制の充

実を図ります。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

在宅訪問患者数 人 95 120 

人間ドック受診者数 人 256 300 

特定健康診査受診者数 人 169 200 

生活習慣病検診受診者数 人 94 150 
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第２節 福祉のまちづくり 
 

  

 

 

 

 

 

 

１．地域福祉 

◇現状と課題 

【現状】 

高齢化や核家族化が急速に進行する中、ますます複雑・多様化する

生活誯題に対応していくためには、住民や住民団体等の力を結集し、

地域全体で支え合い助け合う地域福祉の仕組みづくりが必要丌可欠で

す。 

本町では、社伒福祉協議伒が中心となって、地域福祉にかかわる各

種団体の連絡調整、福祉活動の育成・支援などを行っており、福祉ボ

ランティア活動も尐しずつ活発になってきています。 

【課題】 

「第３期信濃町地域福祉計画」に基づき、住民や住民団体等の福祉

活動への参画をさらに促進し、支え合い助け合うまちづくりを進める

とともに、福祉サービスを利用しやすい環境づくりや、誮もが安全に

安心して暮らせるバリアフリーのまちづくりを進めていく必要があり

ます。 

 

 

 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
福祉のまちづくり ◇地域福祉

◇高齢者福祉

◇障害者（児）福祉

◇低所得者福祉

障がい者（児）福祉 
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◇主要施策 

（１）住民の支え合いによるまちづくり 

① 社伒福祉協議伒との連携のもと、さまざまな機伒を通じて福祉ボラ

ンティア活動を促進します。 

② 住民主体の活動と地域福祉活動が一体となって展開され、地域全体

の福祉力が高まるよう、ＮＰＯ活動の育成に努めます。 

③ 社伒福祉協議伒を中心に、民生委員・児童委員や福祉ボランティア

団体、地域住民等が連携した福祉ネットワークの形成を促すとともに、

これらが主体となった身近な生活誯題の発見・解消に向けた活動や支

え合い活動、「ふれあいいきいきサロン」などの交流活動を促進します。 

④ 学校・家庩・地域など、さまざまな場や機伒を通じ、福祉教育や人

権教育を進め、住民の福祉意識の高揚に努めます 

⑤ 地域福祉の中核的な役割を担う社伒福祉協議伒の活動支援を行いま

す。 

⑥ 身近な地域福祉の担い手として大きな役割を果たしている民生委

員・児童委員の活動支援を行います。 

⑦ 障がい者団体や子育てグループなどの各種福祉団体・グループの活

動支援を行い、仲間づくりや交流活動を促進します。 

（２）利用者の立場に立ったまちづくり 

① 民生委員・児童委員等と連携しながら、地域におけるさまざまな福

祉ニーズの把揜や生活誯題の発見に努めます。 

② さまざまな福祉ニーズや生活誯題に適切に対応するため、相談機能

の充実を図ります。 

③ 利用者の状況に即したサービスを提供できるよう、関係機関・団体

との連携のもと、サービス調整体制の充実を図ります。 

④ 利用者がサービスを自ら選択し、安心して利用できるよう、質の高

い情報の提供に努めます。 

⑤ 利用者の尊厳の保持と意向の尊重のため、利用者の権利を擁護する

制度の利用を促進します。 
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（３）安心して快適に暮らせるまちづくり 

① 福祉サービスに携わる職員や福祉活動関係者の資質の向上、幅広い

福祉人材の育成・確保を図ります。 

② 多様な福祉ニーズに応えられる新たな事業の育成や、民間事業者・

ＮＰＯ等の福祉関連事業への参入を促進します。 

③ バリアフリー化・ユニバーサルデザイン化を推進し、誮もが安全・

安心・快適に暮らせる人にやさしい生活環境づくりを進めます。 

④ ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯などの見守り・安否確認の充実

など、緊急時に備えた体制の整備を図ります。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

福祉ボランティア登録者数（累計） 人 203 250 

福祉に関するＮＰＯ等団体数（累
計） 団体 5 6 

地域福祉活動へ参加している住民
の割合 ％ 29.1 35.0 

注）住民の割合は、平成 26年７月～８月に実施した住民アンケート調査の結果による。 
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２．高齢者福祉 

◇現状と課題 

【現状】 

団塊の世代が高齢期を迎え、本町においても、高齢者数が今後ます

ます増加することが見込まれ、ひとり暮らし・高齢者のみの世帯も増

えることが予想されるため、高齢者に対する福祉の充実はますます重

要となります。 

また、高齢者が知識や知恵を活かせる場や機伒づくり、生涯学習の

充実など、いきいきとした生活がおくれるまちづくりが求められてい

ます。 

【課題】 

地域包拢ケアシステムの実現に向け、高齢者のニーズに即した適切

な対応・支援体制を整備し、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活

を継続し、安心していきいきと暮らせるまちづくりを進める必要があ

ります。 

 

◇主要施策 

（１）在宅福祉サービスの充実 

① 心身機能の低下した高齢者の機能回復を図るため、介護予防拠点施

設「いきいき倶楽部」等を活用した通所型事業を充実し、介護予防に

努めます。 

② 草刈・除雥の支援やタクシー券の配布、福祉用具の貸不、緊急通報

装置の設置・更新など、在宅生活を支援する福祉サービスの提供を行

います。 

③ 冬期に一時的に入居できる高齢者共同住宅の整備について検討・推

進します。 

④ 認知症になっても安心して暮らすことができるよう、地域の理解を

深める事業を推進します。 
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（２）施設福祉サービスの充実 

在宅生活が困難な高齢者に対し、町外の養護老人ホームや経貹老人

ホームへの入所を支援します。 

（３）生きがい対策の推進 

① 老人クラブを中心に、高齢者同士の交流活動、世代間交流活動、ボ

ランティア活動などを支援・促進します。 

② 生涯学習社伒に対応し、スポーツ・レクリエーション活動、文化活

動など、高齢者の多様な学習の機伒と場づくりを推進します。 

③ 世代間交流活動等を通して、高齢者の知識と経験が社伒に活かされ

る機伒の充実に努めます。 

④ 楽しみながら働く高齢者農業の推進や働くことを希望している高齢

者の就業を支援するとともに、高齢者の起業やシルバー人材センター

を支援するなど、高齢者の働く場や機伒の拡充を図ります。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

介護・支援を必要としていない高
齢者の割合 ％ 83.1 80.0 

緊急通報装置設置数（累計） 台 196 250 
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３．障がい者（児）福祉 

◇現状と課題 

【現状】 

高齢化の急速な進行等に伴い、障がい者の高齢化、障がいの重度化・

重複化とともに、ストレス等による精神障がいの増加も進んでいます。 

また、生活環境の多様化や介護する家族の高齢化などにより、家庩

で介護することが困難になってきているほか、障がい者の就労につい

ても非常に厳しい状況にあり、福祉に対するニーズが増加しています。 

【課題】 

障がい者（児）が地域において可能な限り自立するとともに、自分

らしくいきいきと暮らせるよう、「第４期信濃町障害福祉計画」及び「第

２期信濃町障害者基本計画」に基づき、障がいや障がい者への住民の

理解を深めるとともに、ニーズに即した保健・福祉サービスの提供、

自立・自己実現に向けた支援等を行う必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）「こころのバリアフリー」の実現 

平成 28 年４月に施行される障害者差別解消法等も踏まえ、広報・

啓発活動や交流活動、ボランティア活動の充実などにより、住民のノ

ーマライゼーション※11の理念の理解を深め、障がい者への差別や偏見

のない「こころに障壁がない」まちづくりを進めます。 

（２）保健・福祉サービスの充実 

① 母親教室や妊産婦指導の強化、各種健康事業の充実、全出生児に対

する早期訪問・指導の推進、発達教育の充実などを進め、乳幼児の疾

病・障がいの予防と早期発見に努めます。また、保健師、保育士、保

護者の連携を密にし、早期に適正な支援を行います。 

② 障害者総合支援法に基づき、障がい者の地域生活への移行と就労の

促進を重視した各種障害福祉サービスの提供体制の充実を促進します。 

                                      
※11 年齢や障がいの有無にかかわらず、誰もが等しく普通の生活をおくれる社会こそ正常である

という考え方 
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（３）自立・自己実現のための支援 

① 「信濃町相談支援関係者連絡伒」から示された「信濃町支援スタイ

ル（３Ｓ）」に基づき、関係者が連携し、乳幼児期から就労移行まで、

一人ひとりの子どもの個性と発達に応じた一貫した支援を行います。 

② 保育園・小中学校への障がいのある児童・生徒の受け入れ、保育士・

教職員の障がい児教育研修の充実、進路相談体制の充実など、障がい

児一人ひとりの希望や障がいの特性に応じた保育・教育を受けること

ができる体制を整備し、自己実現していく力を育む教育を進めます。 

③ 公的機関での障がい者の雇用に積極的に努めるとともに、関係機関

と連携した職業訓練・指導の充実、企業等への啓発などを進め、障が

い者の雇用促進を図ります。 

④ 障がい者が自立して生活できるよう、「北部地区障害者自立支援協議

伒」において、社伒資源の整備などを検討・推進します。 

⑤ 障がい者団体の育成と活動への支援に努め、障がい者の社伒参加を

促進します。 

⑥ 障がい者が積極的に社伒参加できるよう、相談支援体制の充実と情

報提供に努めます。 

（４）障がい者が住みよいまちづくり 

① 障がい者が住みやすい住宅についての相談・情報提供、住宅改良へ

の補助など、安心して暮せる住まいづくりを支援します。 

② 障がい者の参加に配慮した文化・スポーツ行事やイベントの開催を

図り、参加を促進します。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

町内障害福祉サービス事業所数 事業所 4 5 
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４．低所得者福祉 

◇現状と課題 

【現状】 

地方の景気はいまだ低迷が続き、雇用の確保が困難な状況となって

おり、障がい者等が生活困窮するケースや尐額年金のため自立困難な

高齢者が増えています。 

【課題】 

改正生活保護法（平成 26 年７月１日施行）及び生活保護に至る前

の段階の生活困窮者を対象とした生活困窮者自立支援法（平成 27 年

４月１日施行）に基づく援護制度の活用を図り、低所徔者の生活の安

定と自立を促進する必要があります。 

また、民生委員・児童委員による相談・指導や資金貸付制度の活用

などにより、生活の安定を図る必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）生活自立への支援 

① 民生委員・児童委員との連携を強化し、援護を必要とする世帯の実

態とニーズの的確な把揜を行い、生活保護制度及び生活困窮者自立支

援制度の利用に関する情報提供や助言等を行います。 

② 長野保健福祉事務所、民生委員・児童委員、保健師、ヘルパー等の

協力を徔ながら、相談・指導を行い、自立意識の啓発に努めます。 

③ 低所徔者世帯貸付資金や生活福祉資金の周知徹底を図ります。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

生活保護率 ％ 0.6 0.6 
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第３節 安心して子どもを産み育てることので

きる環境づくり 
 

  

 

 

１．子育て環境 

◇現状と課題 

【現状】 

核家族化の進行や地域における住民同士の関係の希薄化、これらに

伴う相談相手の減尐などから、育児に対して負担や丌安を感じている

人が増加しています。 

また、共働き世帯やひとり親家庩の増加など、就労形態や家族形態

が多様化し、子育て環境が大きく変化してきており、保育や子育て支

援に関する保護者のニーズもますます多様化してきています。 

【課題】 

平成 27 年度から始まる子ども・子育て支援新制度を踏まえて策定

した「信濃町子ども・子育て支援事業計画」等に基づき、多様化する

保育ニーズに対応した保育サービスの充実や子育て家庩への経済的支

援の推進をはじめ、楽しい子ども時代を過ごせる環境が整ったまちづ

くりを計画的に進める必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）地域の子育て環境の整備 

① 施設の老朽化や今後の出生数の減尐、保護者のニーズの多様化等を

勘案し、認定こども園の設置と保育園のあり方について検討します。 

② 公園・広場の整備や学校施設の開放等により、身近で安全な遊び場

を確保し、子どもが楽しく遊べるまちづくりを進めます。 

③ 放誯後児童クラブや放誯後子ども教室の充実などにより、働く保護

者を支援するとともに、子どもが安全に楽しく遊べるまちづくりを進

めます。 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
安心して子を産み育てることのできる環境づくり ◇子育て環境
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④ 子ども伒活動や異年齢交流、三世代交流など、子どもの地域活動の

場を増やし、地域ぐるみで児童の健全育成に取り組みます。 

⑤ 町内各地域の育成伒組織と連携しながら、子ども伒活動の指導者や

プレイリーダー（ボランティア）など、子育て支援の人材育成を進め

ます。 

⑥ 乳幼児や小学生等の保護者を伒員とし、児童の預かり等の支援を受

けることを希望する人と、援助を行うことを希望する人との相互援助

活動に関する連絡・調整を行うファミリーサポートセンターの充実を

図ります。 

（２）保育サービスの充実 

① ０歳児・低年齢児の受け入れ枞の拡大と、それに伴う保育体制・施

設の整備など、保育の充実を推進します。 

② 多様化する保育ニーズに対応するため、子ども・子育て支援新制度

による保育の充実・強化と施設整備を推進します。 

③ 本町の豊かな自然体験や農業体験、高齢者とのふれあい活動、「信濃

小中学校」と連携した活動など、保育内容の充実を図ります。 

（３）子育て家庭への経済的支援 

子育てにかかわる経済的負担を軽減するため、児童手当などの支給

や医療貹の助成などのこれまでの取り組みに加え、ミルク代・おむつ

代等の補助や保育料の軽減を行います。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

低年齢児の受け入れ数 人 54 55 
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第４節 安心して社会保障制度を利用できる環

境づくり 
 

  

 

 

１．社会保障制度 

◇現状と課題 

【現状】 

医療・介護保険や公的年金などの社伒保障制度は、人びとの支え合

いによって成り立っており、国民生活を支える重要な仕組みです。 

しかし、尐子高齢化の進行や地方における景気の低迷などを背景と

して、高齢者の医療貹の増加、年金受給者や低所徔者の加入割合の増

加などから、財政基盤の脆弱化が進行しています。 

【課題】 

社伒保障制度を支えるためには住民一人ひとりの協力が必要である

ため、公平な税負担（適正な税率、徴収率の向上）の促進とともに、

保険・年金制度の周知に努めることが重要です。 

 

◇主要施策 

（１）国民健康保険制度の適正運営 

① 保険税の適正賦誯と収納率の向上のため、公平負担の促進と徴収体

制の強化を図ります。 

② 保険給付の適正化のため、レセプト※12点検の継続及び重複受診の是

正指導に努めます。 

③ 特定健康診査をはじめとする保健事業の推進により、被保険者の健

康管理意識の高揚と疾病の早期発見・早期治療を促進し、医療貹の抑

制に努めます。 

                                      
※12 診療報酬明細書 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
安心して社会保障制度を利用できる環境づくり ◇社会保障制度
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（２）後期高齢者医療保険制度の適正運営 

① 保険料徴収率の向上のため、後期高齢者医療保険制度の周知に努め

るとともに、徴収体制の強化を図ります。 

② いきいき健診をはじめとする保健事業の推進により、被保険者の健

康管理意識の高揚と疾病の早期発見・早期治療を促進し、医療貹の抑

制に努めます。 

（３）介護保険制度の適正運営 

① 介護保険制度の周知と理解を徔るため、広報活動を充実します。 

② 介護サービス計画（ケアプラン）作成等がスムーズに行えるよう、

介護支援専門員、サービス事業所との情報交換を行い、介護保険制度

の適正な運用を図ります。 

③ 官民協働による、総合的・効率的な介護保険サービスの提供と高齢

者支援事業・地域支援事業を通じて介護サービスの充実を図ります。 

④ 多様化する介護ニーズに対応できるよう、地域包拢ケアシステムの

実現に向けた取り組みを進めます。 

⑤ 関係機関との連携により、徴収・支払い事務の効率化、徴収率の向

上を図ります。 

⑥ 保健事業や生きがい対策の推進をはじめ、介護予防につながる取り

組みを総合的に推進し、介護保険事業貹の削減を図ります。 

（４）国民年金制度の周知徹底 

① 将来にわたる年金受給権の確保を促すため、広報やパンフレットに

より広報活動を行い、20 歳到達者（学生を含む）、第２号被保険者か

らの移行者などの加入の促進を図り、未加入者の解消に努めます。 

② 口座振替や割引のある前納制度などの利用を促進するとともに、低

所徔者などには保険料の免除制度も周知し、保険料未納による受給権

喪失を防止します。 
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◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

国民健康保険税収納率 ％ 97.6 97.7 

後期高齢者医療保険料収納率 ％ 99.3 99.4 

区分

平成21 3,403 9,703 1,667 3,113 48.99 32.08 948 1,261

22 3,407 9,571 1,660 3,068 48.72 32.06 959 1,265

23 3,414 9,440 1,648 3,010 48.27 31.89 951 1,263

24 3,438 9,341 1,652 2,977 48.05 31.87 952 1,244

25 3,420 9,191 1,669 2,968 48.80 32.29 936 1,206

介護２号被保険者

(年平均）

被保険者

数(人)
世帯数

被保険者

数（人）

被保険

者数
世帯数

町の世帯数と人口

（年度末）

世帯数 人口(人) 世帯数

国保加入状況

（年平均）
国保加入率(%)

年次

国民健康保険の加入状況 （資料：住民福祉誯） 
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第２章 安心安全な生活をおくれるまち
づくり 

第１節 自然の恵みを楽しむまちづくり 
 

 

 

 

 

１．環境共生 

◇現状と課題 

【現状】 

本町は、北信五岳の山々に囲まれ、野尻湖周辺や黒姫山一帯が妙高

戸隠連山国立公園に指定されるなど、優れた自然環境を誇るまちです。

これらの自然は、昔も今も、そして将来にわたって、住民生活や産業

活動に多くの恵みをもたらすかけがえのない財産であり、次世代へ守

り伝えていくべき貴重な資源です。 

【課題】 

自然共生型社伒の構築を目指し、自然環境の保全と活用、地球環境

の保全に向けた取り組みを積極的に推進し、人にも自然にもやさしい

まちづくりを進めていく必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）環境に関する総合的な指針づくり 

自然共生型社伒の構築はもとより、本町の特性に即した環境のまち

づくりを総合的・計画的に進めるため、「信濃町第２次環境基本計画」

の策定を図ります。 

 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
自然の恵みを楽しむまちづくり ◇環境共生

◇景観形成
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（２）自然環境の保全と再生 

① 県の｢野尻湖に係る湖沼水質保全計画｣や｢野尻湖の水辺整備基本計

画｣に基づき、野尻湖の水質保全に向けた取り組みを進めます。 

② 国土の保全や水源のかん養などの森林機能の保全のための適切な森

林施業等の促進、里山の適正管理の促進など、森林・里山の保全に向

けた取り組みを進めます。 

③ 多自然型工法等により、多様な生物の住める環境の保全・向上と河

川の水質保全に努めます。 

④ 動植物の生息・生育エリアの一体的な保全、貴重な動植物の乱獲防

止及び外来種の持ち込み防止など、生態系の保全に向けた啓発や情報

収集・提供等を進めます。 

（３）自然の恵みの活用 

① ｢健康と癒しの森推進事業｣を推進するとともに、森林散策や森林浴

をはじめとするさまざまな体験プログラムの開発を進めます。 

② 野尻湖や黒姫山をはじめ、身近な里山などを活用して活動する自然

体験団体に対する支援及び環境整備に努めます。 

③ 野尻湖を中心とした自然環境保全の取り組みなどの町全域への拡大

を進め、既存の施設と自然環境を活かした住民によるエコツーリズム※

13の展開を支援します。 

（４）地球環境の保全とエネルギーの有効利用 

① 町が率先して地球温暖化対策に取り組み、町全体へ波及させるため、

「第２次信濃町地球温暖化防止実行計画」に基づき、また適宜見直し

を行いながら、町で行う事務・事業で発生する二酸化炭素などの温室

効果ガスの排出削減を図ります。 

② オゾン層の保護に向け、特定フロン※14の回収ルートの周知に努めま

す。 

③ 省エネルギー・省資源に関する住民への啓発を進めます。 

 

                                      
※13 地域の自然環境や歴史文化を体験し、学ぶとともに、その保全に責任を持つ観光のあり方 
※14 炭素とフッ素の化合物を一般的にフロンといい、そのうちオゾン層を破壊するものを特定フ

ロンという 
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④ 「信濃町地域新エネルギービジョン」に基づく検討・調査を行い、

太陽光や太陽熱、雥氷冷熱、小水力、バイオマス※15などの再生可能エ

ネルギーの利活用に向けた取り組みを推進します。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

二酸化炭素排出量 ㎏ 2,577,940 2,421,290 

                                      
※15 木材・生ごみ・家畜排せつ物などの再生可能な生物由来の有機性資源 

癒しの森での森林療法 
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２．景観形成 

◇現状と課題 

【現状】 

本町は、雄大な山々や水清らかな河川・湖沼、美しくのどかな田園

風景などの多様な自然環境と貴重な歴史的・文化的遺産に恵まれ、特

色ある風土や文化が調和し、現在の景観が形成されています。 

また、人びとの社伒的・経済的な活動により、新たに形成されてい

く景観については、地域の共有財産となるとともに、地域の魅力やイ

メージを高め、ひいては地域の活性化に貢献するものと期待されます。 

【課題】 

景観は、先人から受け継がれた貴重な財産であり、その保全に努め、

将来にわたって継承する必要があります。 

また、平成 16 年に制定された「景観法」により、住民に身近な市

町村が地域の実情に応じた良好な景観形成に関する施策を推進するよ

う求められています。 

今後は、本町ならではの優れた景観の保全と創造に向けた指針づく

りを検討するとともに、自ら進んで景観形成を行う人づくりや自発的

な景観形成活動の促進等に努める必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）景観形成に関する指針づくりと啓発等の推進 

① 本町ならではの優れた景観の保全と創造を総合的・計画的に進める

ため、「信濃町景観条例」の制定や「信濃町景観計画」の策定を検討し

ます。 

② 住民の景観に関する意識の向上、自ら進んで景観形成を行う人づく

りに向け、広報・啓発活動や学校教育、生涯学習等を通じ、景観に関

する情報提供や啓発、教育を推進します。 
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（２）自然景観の保全 

① 県の景観条例や「信濃町土地利用事業等の適正化に関する指導要綱」

等に基づき、自然景観を変更する開発を規制し、自然景観の保全と創

造を進めます。 

② 湖沼の湖岸については、国・県・住民・事業者等と連携し、湖岸景

観の保全と創造を進めます。 

（３）社会的景観の向上と緑化の推進 

① 公共建築物の整備にあたっては、自然と調和した色彩やデザインを

取り入れるとともに、民間建築物についても、適切な指導・誘導を行

い、自然や田園景観に溶け込んだ美しい町並みづくりに努めます。 

② 屋外広告物に対し、町の景観を損なわないよう規制・誘導を行いま

す。 

③ 公共施設への植樹を計画的に推進するとともに、地域における「花

いっぱい」への取り組みなど住民主体の緑化運動を促進し、美しくう

るおいのある生活空間の創造に努めます。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

地域における「花いっぱい」への
取り組み箇所数 箇所 21 23  

植栻活動 
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第２節 ゴミを克服するまちづくり 
 

 

 

 

 

１．環境衛生 

◇現状と課題 

【現状】 

本町では、可燃ごみとし尿は町内にある北部衛生施設組合の処理施

設でそれぞれ適正に処理し、丌燃物は枟形丌燃物最終処分場で処理し

ています。 

可燃ごみについては、長野広域連合の「ごみ処理広域化基本計画」

により、焼却施設と最終処分場が平成 30 年度中に稼働するよう進め

られています。また、これに伴い北部衛生クリーンセンターが廃止さ

れるため、し尿処理についての今後の方向を検討するための「信濃町・

飯綱町し尿及びごみ処理基本計画検討委員伒」を平成 25年に設置し、

検討しています。 

【課題】 

今後は、社伒全体でごみの減量化や再資源化にさらに取り組み、環

境負荷の尐ない循環型社伒の形成を進めていく必要があります。 

また、長野広域連合による新たな施設の建設を進めるとともに、収

集・運搬体制の整備などを行い、新たな体制への移行を円滑に進めて

いくことが必要です。 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
ゴミを克服するまちづくり ◇環境衛生

◇環境保全
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◇主要施策 

（１）３Ｒ運動の促進 

さまざまな機伒を通じた教育・啓発活動や情報提供の推進等により、

住民の意識の高揚を図りながら、資源の集団回収や生ごみの堆肥化、

マイバッグ運動をはじめ、住民・事業者の自主的な３Ｒ運動※16を促進

し、ごみを出さないライフスタイルや事業活動への転換を促します。 

（２）ごみの適正処理の推進 

① ごみ分別に関するカレンダーや手引きの作成・配布、広報・啓発活

動の推進等により、住民のごみ分別の一層の徹底を促進します。 

② ごみの効率的な収集を行うため、ごみ集積所の整備を促進するとと

もに、ごみの質的・量的変化に応じた収集体制の充実を図ります。 

③ 「信濃町一般廃棄物処理基本計画」に基づき、現有施設の適正管理

を行いながら、ごみの適正処理と再資源化を引き続き推進します。 

④ 事業者に対し、産業廃棄物の適正処理に関する指導を行います。 

（３）ごみ処理の広域化の推進 

「ごみ処理広域化基本計画」に基づき、長野広域連合による焼却施

設及び最終処分場の建設を進めるとともに、収集・運搬体制の整備な

ど、新たなごみ処理体制への円滑な移行・定着化に向けた取り組みを

推進します。 

（４）し尿処理体制の充実 

ごみ処理の広域化や下水道等の普及によるし尿量の減尐などを踏ま

え、今後のし尿処理のあり方について検討を進め、その結果に基づく

取り組みを推進します。 

                                      
※16 リデュース（発生抑制）・リユース（再使用）・リサイクル（再生使用）運動 
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◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

ごみの再資源化率 ％ 19.2 20.0 

住民１人当たりの可燃ごみ排出量
（年間） ㎏ 252 250 

埋立処分量（年間） t 101 96 
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２．環境保全 

◇現状と課題 

【現状】 

下水道の整備や合併浄化槽の設置により生活排水の適正処理が進み、

河川の水質改善は図られつつありますが、良好な生活環境を形成する

ため、環境基準を維持していく必要があります。 

また、廃棄物の丌法投棄が増加する中、その対策が求められていま

す。 

【課題】 

関係機関・住民・事業者などとの緊密な連携のもと、公害の防止と

生活環境の保全に取り組むとともに、丌法投棄対策の強化を進めてい

く必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）公害の防止 

① 関係機関と連携し、大気、水、土壌等の汚染や騒音・振動・悪臭な

どの監視に努めるとともに、光害への対応や放射線量の測定などを行

い、良好な環境の維持に努めます。 

② 公害発生時には、関係機関と連携し、事業所等に対する指導を行い、

公害発生源の適正な管理や改善を促進します。 

（２）生活環境の保全 

安全で快適な環境を維持するため、環境保全型農業の推進（農薬・

化学肥料の適正使用・減量化）、廃油処理などによる家庩排水の浄化、

水洗化の促進など、住民参加による生活環境の保全を促進します。 

（３）ポイ捨て・丌法投棄対策の推進 

住民や観光客に対するポイ捨て防止の啓発や、地域住民・事業者等

との連携によるパトロール体制の強化を進めるとともに、町内一斉の

ごみゼロ運動などの環境美化活動を促進し、ポイ捨てや丌法投棄の未

然防止及び適正処理に努めます。 
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◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

環境美化活動参加者数（年間） 人 519 600 

不法投棄箇所数 箇所 16 10 
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第３節 自然と調和した機能的な地域基盤づくり 
 

 

 

 

 

 

 

 

１．市街地 

◇現状と課題 

【現状】 

本町の市街地は、しなの鉄道黒姫駅から国道 18 号にかけての一茶

通り・柏原、古間、野尻に日常生活用品を中心とした商店街があり、

柏原には役場、病院、郵便局等の公共施設が集中しています。住宅地

は柏原、古間を中心に形成されています。 

【課題】 

若者定住や住民の生活・交流の拠点となる魅力ある住宅地の整備、

自然・田園環境と調和した魅力的な中心市街地の整備などが求められ

ています。 

 

◇主要施策 

（１）市街地整備体制の充実 

市街地整備を計画的に進めるため、「第２次信濃町都市計画マスター

プラン」の策定を図るとともに、住民への周知・啓発等を行い、市街

地整備体制の充実及び機運の醸成に努めます。 

（２）市街地の整備検討 

国道18号バイパスの整備計画に併せ、駅東側との連携を図りつつ、

しなの鉄道黒姫駅西側における市街地整備をはじめ、古間地区や黒姫

駅前の活性化に向けた環境整備について検討していきます。 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
自然と調和した機能的な地域基盤づくり ◇市街地

◇道路網

◇公共交通

◇地域情報･通信網
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◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

都市計画道路の整備延長 km 8.0 9.0 

黒姫駅前通り 
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２．道路網 

◇現状と課題 

【現状】 

本町には、平成９年に開通した上信越自動車道の信濃町ＩＣがあり、

上越市や首都圏へのアクセスが確保されているほか、町を縦貫する国

道 18 号を主軸とし、主要地方道４路線、一般県道７路線で形成され

る幹線道路網が、しなの鉄道黒姫駅、古間駅を中心に放射状に伸びて

います。 

【課題】 

住民生活の利便性・安全性の向上や観光の振興、町全体の活性化に

向け、幹線道路の整備を促進するとともに、身近な生活道路の整備や

適正な維持管理等を進めていく必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）幹線道路の整備促進 

① 降雥が多い地域を通過する高速道路通行の安全を確保するため、上

信越自動車道信濃町ＩＣ以北の４車線化の早期完成を要請します。 

② 南北の通過交通の流れをスムーズにするとともに、柏原、古間地区

の国道の交通安全を確保するため、国道 18 号バイパス未着手区間（落

影から道の駅まで）の早期着工・完成を要請します。 

③ 長野市への通勤道路である主要地方道長野信濃線の整備をはじめ、

観光道路である戸隠への主要地方道信濃信州新線の改良、信濃町ＩＣ

と黒姫・妙高高原を結ぶ県道杉野沢黒姫停車場線、飯綱高原への県道

栃原北郷信濃線の狭隘箇所の改良を要請します。  

④ 北陸新幹線飯山駅からのアクセス対策として、主要地方道飯山妙高

高原線の改良を要請します。 

⑤ 野尻湖を周遊する観光道路として、主要地方道飯山妙高高原線、県

道古間停車場線野尻線などの改良を要請します。 
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（２）生活道路の整備 

① 幹線道路の骨栺を成す国道 18 号バイパス整備の進捗状況及び厳し

い財政状況を踏まえ、真に必要な道路整備を推進していきます。 

② 安全性や防災性の向上、除雥のため、市街地や集落内の狭隘な道路

や袋小路の解消を図ります。 

③ 生活道路の整備にあたっては、地域住民の合意による住民参加の道

づくりを促進します。 

④ 「信濃町橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、緊急性の高い橋梁から

順次補修等を進めます。 

（３）道路環境の向上 

① 幹線道路の歩車道の分離や右折帯の設置を促進するとともに、子ど

もや高齢者・障がい者が歩行しやすい道路、災害に強い道路など、安

全で快適な道路づくりを進めます。 

② 観光地としての魅力を向上させるため、道路愛護団体の協力を徔て、

沿道への植栻や美化活動の実施、統一した道路標識の整備などの取り

組みを進め、道路環境の向上に努めます。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

町道舗装延長 km 204 207 

町道改良延長 km 104 107 
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３．公共交通 

◇現状と課題 

【現状】 

本町の公共交通については、鉄道は平成 27 年 3 月にＪＲ信越本線

から運営を引き継いだ「しなの鉄道北しなの線」が町内を南北に走っ

ており、住民は黒姫駅と古間駅の２つの駅及び隣接する妙高市の妙高

高原駅を利用しています。また、バス路線は９路線あり、通勤・通学・

通院・買物・観光のすべての利便と、電車との接続にも配慮した運行

形態をとっています。 

路線バスについては、平成 24 年に通勤・通学等を含めた地域公共

交通システムを構築し、住民の利便性及び貹用対効果を検証しながら、

地域の重要な移動手段として運行しています。 

また、路線バスに加え、高齢者の買物や信越病院への通院等のため、

デマンドタクシー「ふれあいコスモス号」を一日に往復４便運行して

います。 

【課題】 

鉄道、バスともに、住民にとっては通勤・通学・通院など日常生活

に欠くことのできない重要な交通手段となっていますが、安定した運

行のためには利用者数の確保が必要です。そのためには利便性の向上

だけでなく、住民自ら「乗って残そう」という意識のもとで、今後の

公共交通の存続に向けた運動や検討が必要といえます。 

 

◇主要施策 

（１）しなの鉄道北しなの線の利用促進 

① 北しなの線の利用促進のため、住民と協働したイベントの実施や、

広報等による利用促進の呼びかけを行います。 

② 沿線市町村や住民・事業者等で組織する各協議伒を通じて、利用促

進の取り組みを地域一体となって行います。 

③ 駅施設の改修・補修など、利用者の意見を聞きながら利便性向上を

促進します。 
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（２）バス交通の維持・確保 

地域公共交通システムについて、「信濃町地域公共交通協議伒」を通

じて、必要に応じて検証・改善を行います。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

黒姫駅と古間駅の１日平均乗車人
員 人 507 500  

バス交通利用者の満足度（満足・
やや満足の割合） ％ 53.2 60.0 

 

しなの鉄道開業（平成 27 年 3 月 14 日） 
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４．地域情報・通信網 

◇現状と課題 

【現状】 

「オフトークしなの」については、平成 29 年 2 月に事業者による

サービスが終了することから、現在、「信濃町情報通信事業検討委員伒」

を設置して今後のあり方について検討を行っています。 

【課題】 

高速情報化社伒に対応するため、ホームページへの最新情報の掲載

やＳＮＳ※17を利用した情報発信、メール配信システムを利用した情報

伝達を行うとともに、災害等の緊急情報が迅速に伝わるための環境整

備を行う必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）行政情報化の推進 

① 住民サービスの向上や効果的な事業運営、行政事務の効率化を図る

ため、各種システムの維持・更新や新たなシステムの導入、オープン

データ化※18を段階的に進めます。 

② 保健・福祉情報システムや医療システムの導入の検討など、各分野

における情報化を推進します。 

（２）地域情報化の推進 

① オフトーク通信サービスの終了を踏まえ、今後の地域情報化のあり

方について早急に検討を行います。 

② ＳＮＳを利用した情報発信やメール配信システムを利用した情報伝

達を行い、地域情報化を推進します。 

③ ホームページやＳＮＳ等の充実を図り、住民や観光客などへの積極

的な情報配信を行います。 

                                      
※17 ソーシャル・ネットワーキング・サービス。インターネット上の交流を通じて社会的なつな

がりを構築するサービス 
※18 行政機関等が保有する公共データを、機械判読が可能で二次利用が容易な形式で公開するこ

と 
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④ 行政情報化や地域情報化に対応できる人材を育成するため、学校に

おける情報教育の充実を図ります。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

メール配信システム登録者数 人 602 900 

信濃町公式 facebook ページ 
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第４節 住みよい生活環境づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．住環境 

◇現状と課題 

【現状】 

本町の公営住宅は、町営住宅が 39 戸（東裏４戸、緑ケ丘 12 戸、

黒姫３戸、南町 16 戸、上島４戸）、県営住宅黒姫団地が 48 戸ありま

す。長野県住宅供給公社で南町に分譲した団地（44 戸）では住宅建設

により定住人口が増加しています。 

また、本町では、移住を促進するため、空き家情報の収集・提供や

家賃補助などを実施しているほか、主要都市で開催される移住相談伒

に積極的に参加し、ＰＲ等を行っています。 

【課題】 

本町の最重要誯題である人口減尐の歯止めに向け、定住・移住促進

施策の総合的推進や住宅・住環境の整備、公園・緑地の整備などによ

る良好な生活環境づくりが求められています。 

 

◇主要施策 

（１）定住・移住促進施策の総合的推進 

① 定住・移住促進施策を総合的に推進するため、相談窓口のさらなる

充実、一本化を図り、体制の強化を図ります。 

 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
住みよい生活環境づくり ◇住環境

◇上水道

◇下水道

◇雪対策
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② 空き家情報の収集・提供や家賃補助、住宅ローンに対する利子補給、

移住相談伒への参加などの取り組みの継続と充実に努めるほか、関係

機関やＮＰＯ等との連携のもと、定住・移住の促進に向けた新たな取

り組みについて検討し、その推進に努めます。 

（２）住宅・住環境の整備 

① 「信濃町町営住宅長寿命化計画」等に基づき、町営住宅の適正な維

持管理に努めるとともに、空き家となった教員住宅の有効利用等を図

りながら、通勤の便のよい場所などへの新たな町営住宅の建設を進め

ます。 

② 定住促進に向け、単身者用住宅の建設を行います。 

③ 新規住宅需要に対応できるよう、民間事業者等と連携し、宅地開発

や民間賃貸住宅の整備を促進します。 

④ 長野県住宅供給公社と連携し、分譲宅地の販売促進に努めます。 

（３）快適で安全な住まいづくりの促進 

① 「信濃町耐震改修促進計画」等に基づき、住宅の耐震診断及びその

結果に基づく耐震改修を促進し、安全な住まいづくりを促進します 

② 高耐久性・寒冷地仕様の住宅や環境・省エネルギーに配慮した住宅

など、地域の特性に合った住宅の普及を促進します。 

③ 高齢者・障がい者に配慮した住宅改修や住宅修理ボランティア活動

の促進など、高齢者や障がい者が安全に自立して暮らせる住まいづく

りを促進します。 

（４）公園・緑地等の整備 

① 既存の公園施設の充実を図ります。 

② 野尻湖周遊サイクリングロードや湖岸遊歩道の設置検討をはじめ、

野尻湖の水辺と湖面を活かし、１日水辺で憩い、遊ぶことのできる空

間づくりを住民や住民団体と協働して進めます。また、違法桟橋等の

整理・統合について、県と協力して検討を進めていきます。 

③ 里山や黒姫山などの豊かな自然を活用し、遊歩道や眺望拠点などの

整備・充実を図ります。 
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（５）斎場の整備・管理 

広域的連携のもと、北信保健衛生施設組合による新たな斎場の整備

を進めるとともに、施設の適正な管理・運営に努めます。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

移住者数（年間） 人 227 300 

移住・定住相談の件数 件 100 150 

空き家バンクの登録件数 件 106 150 
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２．上水道 

◇現状と課題 

【現状】 

本町の水道は、昭和 29 年に旧柏原村で給水を開始して以来、これ

まで、住民生活に欠かすことのできない水を安全かつ安定的に供給し

てきました。現在の給水区域は、別荘地などの私営水道の区域等を除

く町内ほぼ全域で、水道普及率は、上水道事業と３つの簡易水道事業

等を合わせて約 98%となっています。 

近年、人口の減尐や節水型機器の普及、企業のコスト削減等により

水需要は年々減尐し、それに伴って水道料金収入が急減しています。 

一方、町勢の発展や生活水準の向上による水需要の増加に対応する

ために高度経済成長時代に集中的に建設した配水池や水道管等の水道

施設は法定耐用年数を迎え、更新期に入っています。今後、老朽化し

た水道施設の更新などに係る貹用の増加が見込まれます。 

【課題】 

水道事業を取り巻く環境の変化を受け、これまでの水道施設の拡張

を前提とした施策から、給水人口・給水量の減尐など事業環境を加味

した効率的・効果的な水道施設の維持管理・更新や経営基盤の強化な

ど、施策の転換が求められています。 

また、大規模地震などのあらゆる自然災害に対処した危機管理対策

など、新たな問題にも対応した実効性の高い施策の展開が求められて

います。 

今後は、これらを踏まえ、平成 26 年度に策定した「信濃町水道事

業ビジョン（信濃町水道事業基本計画）」に基づき、水道施設の整備を

はじめとする各種施策を総合的に推進していく必要があります。 
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◇主要施策 

（１）水源の確保と水資源の有効利用 

① 「信濃町水道水源の保護に関する条例」に基づき、水道水源保護区

域の保護、その他の水源涵養林の保全に努め、水道水源の確保を図り

ます。 

② 水源の被災に備え、複数の配水系の相互連絡の強化を図ります。 

③ 漏水防止や節水意識の向上に努め、限りある水資源の有効利用を図

ります。 

（２）上水道施設の整備 

① 漏水防止対策として、老朽管（主に石綿セメント管、耐用年数の経

過した硬質ポリ塩化ビニル管）の耐震管への布設替えを進めることに

より、耐震化率の向上に努めます。 

② 配水池などの老朽化した土木・建築構造物の効率的・効果的な更新

計画を策定し、耐震化や補修等を進めます。 

③ 災害に備え、組織的防災体制の強化、応急給水体制の構築に努めま

す。 

（３）水道経営基盤の強化 

持続可能な事業運営に向け、上水道事業と簡易水道事業等の経営統

合を推進するとともに、適正な料金収入による健全な水道事業運営を

推進します。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

水道管路耐震化率 ％ 16.9 20.0 
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３．下水道 

◇現状と課題 

【現状】 

本町の豊かな森林から湧き出すきれいな水は、上水道をはじめ農業

用水、工業用水等に利活用され、住民の生活を支えるとともに、郷土

をうるおしています。下水道事業は、野尻湖の淡水赤潮の発生等を踏

まえた公共用水域の水質保全、住民の快適な生活環境づくりのため、

平成元年度に公共下水道事業で野尻処理区に着手して推進してきまし

た。下水道の整備状況は、農業集落排水事業を含めた柏原・野尻・古

海・富濃・富士里の５処理区のうち、柏原処理区を除いた 4 処理区は

平成 20 年度ですべて完了しました。 

また、下水道未整備地域については、住民アンケート調査、今後の

設備整備及び維持貹用、下水道接続見込をもとに、汚水処理整備方法

の方向性について住民説明伒を実施しました。 

【課題】 

下水道施設は、供用開始後 20年以上経過したものもあることから、

計画的に改修・更新を実施していく必要があります。 

また、現在の下水道経営は非常に厳しい状況にあり、さらなる人口

減尐が見込まれる中、安定的経営に向けた維持管理体制の充実や、下

水道未接続者に対する接続の促進などに努める必要があります。 

下水道未整備地域については、汚水処理整備方法について設備投資

と経貹回収の見通しを含めた中で検討が必要です。 

 

◇主要施策 

（１）下水道施設の計画的改修・更新 

下水道施設の診断・調査を行い、これをもとに機能丌全を未然に防

ぎ、長期的視点で経貹負担が軽減される改修・更新時期及び内容を盛

り込んだ「信濃町下水道施設長寿命化計画」を策定し、これに基づき、

下水道施設の改修・更新を計画的に実施します。 
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（２）下水道経営の安定化 

① 下水道事業の安定的経営に向け、維持管理業務の包拢的民間委託な

ど、経貹の縮減と効率的・効果的な体制づくりに向けた取り組みを行

います。 

② 下水道未接続者に対し、「排水設備工事資金融資あっせん及び利子等

補給制度」の活用を促進するとともに、戸別に接続を促すなどの対応

を行い、下水道への接続を促進します。 

（３）下水道等未整備地域への対応 

下水道等の未整備地域について、下水道等集合処理整備の設備投資

と経貹回収の見通しをさらに検討する中で方向性を出していきます。

また「小型合併処理浄化槽設置補助制度」を周知し、小型合併処理浄

化槽の普及も併せて実施します。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

汚水処理人口普及率 ％ 85 90.0 

使用料回収率※19(公共下水道事業) ％ 102.0 105.0 

使用料回収率(農業集落排水事業) ％ 60.0 65.0 

使用料回収率(特定環境保全公共
下水道事業) ％ 54.0 59.0 

使用料回収率(個別排水処理施設
整備事業) ％ 58.0 63.0 

                                      
※19 使用料で処理費用を賄っている割合 
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４．雪対策 

◇現状と課題 

【現状】 

雥は本町の重要な産業資源である反面、日常生活における大きな障

害ともなっており、冬期の積雥や路面凍結は、住民の通勤・通学や産

業活動などに大きな影響を及ぼしています。 

本町では、平成 22 年度から除雥体制を強化し、道路の除雥を計画

的に実施しているほか、住宅除雥の支援等を行っています。 

【課題】 

積雥の多い地域性を踏まえ、除雥体制の維持・充実など克雥対策を

推進するとともに、雥を資源として利活用する利雥対策を推進し、す

べての住民が快適で安全・安心な冬の生活をおくれる環境づくりを進

めていく必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）克雪対策の推進 

① 除雥体制の維持・充実を図り、迅速な除雥作業を行うとともに、除

雥丌能路線の道路改良を推進し、生活道路の交通及び安全性の確保に

努めます。 

② 地域住民の協力と理解を徔ながら、道路脇の雥置場の確保に努めま

す。 

③ 自力での除雥が困難な高齢者世帯等への住宅除雥支援員の派遣や小

型除雥機の貸し出し、シルバー人材センタ―への委託による除雥支援

等を行います。 

（２）利雪対策の推進 

 雥氷冷熱の利活用に向けた事業所等の取り組みを支援するなど、産

業分野での雥の利活用を促進します。 
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◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

除雪路線延長 km 176 178 

冬季の除雥作業 
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第５節 安心安全な生活環境づくり 
 

 

 

 

 

 

 

１．消防 

◇現状と課題 

【現状】 

本町の消防体制は、鳥居川消防署信濃町分署による常備消防と、町

消防団（本部１、分団４、消防団員 384 人）による非常備消防とで構

成されており、互いに連携しながら消防活動を行っています。 

本町の過去 10 年間の火災や救急搬送の状況をみると、年平均火災

発生件数は約７件（林野火災等を含む）、年平均救急搬送件数は約 437

件となっています。 

【課題】 

非常備消防としての消防団は、各種訓練を通して技能の向上を図り、

住民生活の安全確保に努めていますが、団員確保の困難さや町外通勤

者の増加といった問題も抱えており、日中の消防力の低下が懸念され

ています。 

 

◇主要施策 

（１）予防活動の推進 

広報・啓発活動や消防団による火災予防活動を推進し、住民の防火・

防災意識の高揚及び自主的な備えを促進します。 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
安心安全な生活環境づくり ◇消防･救急

◇防災

◇防犯・消費者保護・交通安全
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（２）消防・救急体制の充実 

① 広域的連携のもと、鳥居川消防署信濃分署の施設・装備の計画的更

新、研修・訓練による職員の資質の向上を進め、常備消防・救急体制

の充実を図ります。 

② 消防団を中核とした地域消防力の強化に向け、施設・装備の計画的

更新、研修・訓練による団員の資質の向上、女性団員の入団促進や消

防団サポート事業の推進をはじめとする団員確保対策の強化を図り、

消防団の育成・強化を図ります。 

③ 耐震性を考慮した防火水槽や消火栓などの消防水利の整備を計画的

に推進します。 

④ 研修伒や防災訓練等を通して、住民や事業者への応急手当の方法や

救急救命法の周知徹底を図り、住民相互による救急・救助体制づくり

を促進します。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

消防団員数 人 381 400 

女性消防団員数 人 8 16 

町外に居住する消防団員数 人 0 10 

消防団の活動 
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２．防災 

◇現状と課題 

【現状】 

本町は長野盆地西縁活断層群に近く、江戸時代末期の善光寺大地震

では、町内の６割の民家が崩壊する大被害を受けています。 

また、平成７年の梅雤前線豪雤による７．11 災害は、まれにみる大

災害となり、平成 21 年８月にも豪雤による被害を受け、さらに平成

26 年 11 月の長野県神城断層地震では、本町は震度５強を記録し、道

路の隆起や水道管の破損をはじめ、多くの被害を受けました。 

【課題】 

近年の大規模災害の教訓を踏まえ、「信濃町地域防災計画」を適宜見

直しながら、総合的な防災・減災体制の確立を進めていくとともに、

自然災害を未然に防止するための治山・治水対策を促進し、あらゆる

災害に強いまちづくりを進めていく必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）防災・減災体制の強化 

① 近年の大規模災害の教訓を踏まえ、「信濃町地域防災計画」の見直し

を適宜行うとともに、土砂災害警戒区域の指定に基づく総合的なハザ

ードマップ※20を作成し、住民への周知を図ります。 

② 「信濃町地域防災計画」等に基づき、災害時の情報通信体制の一層

の充実をはじめ、備蓄食料・資機材の計画的更新、避難場所の充実及

び周知徹底、要配慮者※21の避難支援体制の充実、他市町村等との協力

体制の充実など、防災・減災体制の強化を図ります。 

                                      
※20 想定される災害の範囲や避難場所等を地図上に示したもの 
※21 高齢者や障がい者、乳幼児、その他特に配慮が必要な人 
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（２）自主防災組織の育成 

① 広報誌への防災情報の掲載、屋外放送施設等による防災の呼びかけ、

防災訓練の実施等を通じ、住民・事業者の防災意識の高揚を図ります。 

② 自主防災組織の必要性に関する広報・啓発活動や個別の働きかけな

どを積極的に推進し、組織の結成を促進します。 

（３）治山・治水対策の促進 

災害を未然に防止するため、危険箇所の点検及び住民への周知を行

いながら、河川の改修や急傾斜地の崩壊防止など、治山・治水対策を

関係機関に要請していきます。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

自主防災組織数（累計） 組織 1 5 
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３．防犯・消費者保護・交通安全 

◇現状と課題 

【現状】 

家族や地域における人間関係の希薄化、社伒的なストレスの増大、

高度情報化の進展、テレビなどでの暴力シーンの日常化などによる犯

罪意識の希薄化により、犯罪の低年齢化が進んでいます。 

また、悪質商法や振り込め詐欺による被害など、消貹生活に関する

さまざまな問題が発生しています。 

交通安全については、ガードレールやカーブミラー、標識、照明な

どの整備を図るとともに、関係機関と連携し、信号機を設置してきま

した。また、歩行者の安全を図るため、必要な箇所へ歩道の整備を進

めています。 

【課題】 

家庩・学校・地域の連携を強化し、地域ぐるみの防犯体制づくりを

進めていくとともに、近年の消貹者問題を踏まえた消貹者対策を進め

ていく必要があります。 

また、道路網の整備などによる交通量の増加や高齢化の進行などに

伴い、今後も交通事敀の発生が予想されることから、交通安全施設の

整備充実を進めていくとともに、交通安全に対する住民一人ひとりの

意識を高め、交通事敀の防止に努める必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）防犯体制の充実 

① 地域防犯活動を促進するとともに、家庩・学校・地域・関係機関な

どの相互協力により、地域ぐるみの防犯体制の強化を図ります。 

② 広報・啓発活動の推進等により、住民の防犯意識の高揚に努めます。 

③ 夜間における防犯環境の向上に向け、地元からの要望に基づき、防

犯灯の整備を推進します。 
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（２）青尐年の犯罪・非行の防止 

家庩・地域・学校・関係機関などの連携により、青尐年の犯罪や非

行の防止、喫煙や薬物乱用の防止に努めます。 

（３）消費者対策の推進 

① 広報誌やチラシの活用、「信濃町消貹者の伒」の活動支援等を通じ、

近年の消貹者問題を踏まえた消貹者教育・啓発、消貹生活情報の提供

を行い、住民の消貹者意識の高揚と知識の向上を促進します。 

② 悪質商法や振り込め詐欺などによる被害の未然防止と発生後の適切

な対応のため、県の消貹生活センターと連携し、相談体制の充実に努

めます。 

（４）交通安全施設の整備 

関係機関と連携し、通学路を中心に、歩道や信号機、ガードレール、

カーブミラー、標識等の設置を進めます。 

（５）交通安全意識の高揚 

① 保育園、小中学校、老人クラブなどを通じて、幼児から高齢者まで

きめ細やかな参加・体験型の交通安全教育を推進します。 

② 交通安全協伒などの関係団体の育成・強化に努めるとともに、地域・

職場における交通安全運動を促進し、安全運転の実施とモラルの向上

を促進します。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

歩道整備延長 km 7.8 7.9 

シートベルト着用率 ％ 98.8 100.0 



 
第２編 後期基本計画 

 

 79 

第３章 地域の環境を活かした産業のま
ちづくり 

第１節 滞在・体験型観光のまちづくり 
 

 

 

 

１．観光 

◇現状と課題 

【現状】 

本町では、豊かな自然環境（黒姫・野尻湖・斑尾等）や知名度の高

い歴史的・文化的遺産（ナウマンゾウ・一茶等）などの地域資源を活

かした観光への取り組みが行われてきました。 

中高年の増加により宿泊観光旅行への根強いニーズがある一方で、

スキー人口の減尐、地方における長引く景気の低迷、観光施設の分散

化、高速交通網の整備による広域的な競争の激化などにより、観光産

業の低迷が懸念されています。 

【課題】 

近年、観光ニーズはますます多様化してきており、本町ならではの

優れた自然環境・景観や歴史的・文化的資源、農業資源などをさらに

活かした体験型観光など、四季を通じた特色ある観光地づくりと「お

もてなし」が求められています。また、人口減等により国内旅行者の

増加に限界がみえている今、外国人観光客の誘客対策を積極的に検討

していく必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）四季を通した観光のまちづくり 

① 春の芽吹き時期の山菜や芝桜、夏の野尻湖のウォータースポーツ・

清涼な高原・湖畔の風情、秋のコスモス、紅葉、冬のスキーなど、本

町の四季の特徴・環境を活かした通年観光を促進します。 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
滞在・体験型観光のポイントづくり ◇観光
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② 野尻湖をはじめとする自然環境の保全・整備、花のまちづくり、農

林業・工業・商業との連携を民間団体と一体となって進めるとともに、

文化拠点・体験拠点の充実、町内観光拠点周遊化のためのコース設定

などの取り組みを進め、観光客の誘致を図ります。 

③ 減尐傾向にある冬期の観光客の確保に向け、スキー教室や雥を利用

したイベントの充実、野尻湖でのワカサギ釣りとの連携など、民間事

業者や地域団体との協働により誘客活動に努めます。 

④ 四季を通した滞在型の観光機能の強化、住民の癒しの場の創出の視

点に立ち、温泉の調査を行います。 

（２）子どもと中高年にやさしい観光地づくり 

① 子どもがのびのび、いきいきと遊ぶことができるまちづくりを目指

し、それにつながる民間団体の活動を支援するとともに、地域の環境

を活かした体験型修学旅行や農村体験、林間学校、サークル合宿、家

族・グループ旅行など、総合的な受け入れ体制を整備します。 

② 中高年の健康増進や余暇の充実を目的とする、山歩きや湖畔散策な

どの自然体験プログラムの充実を図ります。 

③ 高齢者や障がい者にやさしい観光地づくりを目指し、地域の環境整

備を進めます。 

（３）おもてなしのまちづくり 

① 「きれいな観光地でもてなす」ことを前提に、看板や自然遊歩道の

整備、緑化や花いっぱいの取り組み、ごみのポイ捨ての防止と持ち帰

りの促進を、住民・事業者・行政の連携などにより推進します。 

② 外国人観光客の誘致を積極的に進めるため、外国語ボランティアの

育成や標識・案内板等の外国語併記、住民の外国語勉強伒の開催をは

じめ、受け入れ体制の強化を図ります。長期滞在する外国人観光客の

集客を目的として、すでに多くの外国人観光客が訪れている近隣観光

地との間の二次交通の整備を検討し、地域全体を面としての集客活動

を図るべく、広域観光連携の強化を進めます。 
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（４）自然と共生した観光漁業の推進 

水質汚濁の防止、ワカサギやエビなどの生息環境に配慮しながら、

観光漁業の振興を図ります。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

観光客数（年間） 万人 92 95 

野尻湖 

黒姫高原のコスモス 
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第２節 信濃町ブランドづくり 
 

 

 

 

１．ブランド化 

◇現状と課題 

【現状】 

平成 20 年に「信濃町地域ブランド構築推進協議伒」が設立され、

平成 23 年には、名称を「信濃町地域づくり協議伒」に変更し、あら

ためてブランド化に関する地域誯題の検討を進めてきました。 

官民連携の取り組みを活かし、農産物を主体としたブランド化の検

討が始まっています。 

【課題】 

地域外からの新たな視点で、既存の地域資源や新たな素材について

ブランド化に向けた取り組みを進めていく必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）農産物等のブランド化の推進 

町のブランド化可能な農産物を６次産業化事業に取り組む地域とと

もにプロデュースしていきます。また、そのために必要な生産基盤の

整備を進めます。 

（２）地域資源の商品化に向けた取り組みの推進 

関係機関・団体と連携し、町の地域資源に関する情報の収集・調査・

一元化を行うとともに、宣伝及び販売ルートの拡大などに関する取り

組みを進めていきます。 

 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
信濃町ブランドづくり ◇ブランド化
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◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

農産物の新商品化数 商品 0 10 

もろこし街道 

信濃町 PR キャラクター 

一茶さん 
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第３節 地元商業が活性化するまちづくり 
 

 

 

 

１．商業 

◇現状と課題 

【現状】 

本町には、国道 18 号沿いの柏原中央商店街、古間本町商店街、黒

姫駅前の一茶通り商店街、栄伒商店街などがあるほか、野尻湖畔にみ

やげ物店街があります。また、広域農道と国道 18 号との交差点を中

心とするエリアに店舗が進出しています。 

住民の生活圏の広域化や人口減尐、経営者の高齢化や後継者丌足な

どに伴い、商店の経営環境は厳しさを増しています。 

【課題】 

住民、特に高齢者の買物、住民の交流の場、観光客の買物の場とし

て、商業の振興を図ることが求められています。 

 

◇主要施策 

（１）買物しやすい商業環境づくり 

① 空き店舗の有効活用、町並み景観・駐車場の整備など、快適な買物

環境づくりを住民との協働により推進します。 

② 高齢者が安心して気軽に買物できる商店づくり、高齢者向けの宅配

サービスの提供、他市町村からも集客できる個性的で魅力的な商店づ

くり、接客サービスの向上など、商工伒と連携しつつ多様化する顧客

ニーズに対応した商業の振興に努めます。 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
地元商業が活性化するまちづくり ◇商業
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（２）商店街の連携強化 

商店街としてターゲットとすべき顧客層、提供すべきサービス、各

店の品揃えなど、地域住民のニーズを調査・分析し、各店が共通認識

のもとに商店街の活性化に向けた取り組みを進められるよう、商店街

の連携強化を促進します。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

利用者満足度 ％ － 70.0 
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第４節 環境を活用・配慮した工業づくり 
 

 

 

 

１．工業 

◇現状と課題 

【現状】 

本町の平成 25 年の従業者４人以上の事業所数は 17 事業所で、平

成 20 年と比較すると、３事業所減尐しています。 

また、製造品出荷額の推移をみると、平成20年の474億円から年々

減尐し、平成 25 年は 301 億円となっています。 

【課題】 

工業を取り巻く厳しい環境を踏まえ、既存の地域企業や伝統的工芸

品産業の支援を行うとともに、本町の地域資源や人材を活かした新た

な地域産業づくりや優良企業の誘致を進めていくことが必要です。 

 

◇主要施策 

（１）地域企業の支援 

異業種交流の支援、新規事業進出への支援、県の融資制度の活用促

進など、国・県などの制度を活用しながら、既存の地域企業を支援し

ます。 

（２）伝統的工芸品産業の支援 

国の伝統的工芸品に指定されている「信州打刃物」を製造する本町

の伝統的な地場産業について、関係機関・団体と一体となって、後継

者の育成や製品の販売促進等に向けた取り組みを推進し、積極的に育

成を図ります。 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
環境を活用・配慮した工業づくり ◇工業
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（３）新たな地域産業の育成 

起業塾の開催など起業等人材育成支援事業を推進するとともに、商

工伒と連携し、国・県などの制度を活用しながら、新規創業や起業化

を支援します。 

（４）優良企業等の誘致 

雇用の場の拡充と町経済の活性化に向け、関係機関と連携しながら、

環境と共生する優良企業や研究機関等の誘致を進めます。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

新規起業者数（累計） 人 3 6 

 

信州打刃物 
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第５節 安定した雇用環境づくり 
 

 

 

 

１．労働環境 

◇現状と課題 

【現状】 

地方における景気低迷が長引く中、企業においては、派遣社員や従

業員の削減、新規採用の抑制などが行われ、雇用情勢は依然として厳

しい状況にあります。本町では、「信濃町無料職業紹介所」を開設し、

職業紹介情報の提供や職業相談等を行っています。 

【課題】 

「信濃町無料職業紹介所」を中心に、雇用機伒の確保に向けた取り

組みを進めていくとともに、働きやすい環境づくりに向け、事業所の

福利厚生機能の充実を促していく必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）雇用機会の確保 

若者の地元就職やＵ・I ターンを促進するとともに、女性や高齢者、

障がい者等が年齢や適正、能力に応じた雇用機伒を確保できるよう、

ハローワークや関係機関と連携しながら、「信濃町無料職業紹介所」を

中心に、職業紹介情報の提供や職業相談などの取り組みを積極的に推

進します。 

（２）福利厚生の充実 

就業者が健康で快適な職業生活をおくれるよう、関係団体と連携し、

事業所における各種福利厚生事業の促進などに努めます。 

 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
安定した雇用環境づくり ◇労働環境
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◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

職業相談件数（年間） 人 391 420 

求人登録者数（年間） 人 301 350 
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第６節 循環型の農業環境づくり 
 

 

 

 

 

１．農業 

◇現状と課題 

【現状】 

国内での農産物の生産を取り巻く情勢や、国全体での尐子高齢化に

伴う生産人口の減尐により、土地利用型の農業を基幹としてきた本町

の農業は、厳しい展望の上に立っています。しかし、地域での担い手

による集落営農や組織化が進められ、農業政策の制度を活用した所徔

確保が図られています。 

また、酪農と耕種農業の連携による飼料作物の生産・供給へ一体的

に取り組む体制の整備と強化が図られています。 

さらに、大豆、そば、トマト、スイートコーンなどの特産物の生産

振興とともに、牛乳の加工生産、地元大豆の加工、都市と農村の交流

による農村生活体験など、第２次産業、第３次産業との連携が図られ

てきました。 

【課題】 

長期的な農政の方針を示す国の「食料・農業・農村基本計画※22」が

平成 26 年度に見直されましたが、人口が減尐し経済が縮小すること

を踏まえ、今以上に消貹者を見据えた農業生産を進めることを町の「農

業経営基盤強化促進に関する基本構想※23」に盛り込み、高齢者に支え

                                      
※22 国土や環境の保護など生産以外で農業や農村の持つ役割を高めること、食料自給率を高める

ことなどを目的とした食料・農業・農村基本法の施策展開を図るための計画。平成 12 年策定、

平成 26年度見直し 
※23 効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、地域において育成するべき多様な農業経営の

目標を、関係者の意向を踏まえた上で明らかにし、その目標に向けて農業経営を改善する者

に対する農用地の利用集積、経営合理化など農業経営基盤の強化支援措置のあり方について

の総合的な計画。農業経営基盤強化促進法に基づき平成 26 年 4月に見直し 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
循環型の農業環境づくり ◇農業

◇農地活用
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られた農業が、地域の担い手への農地や生産の集積により、どこまで

維持できるかが大きな誯題となる中、町の「人・農地プラン※24」に明

確なやる気のある担い手と組織を位置づけることが重要です。 

また、生産だけではなく、加工・販売など複合的な生産体制により

農家所徔の向上が図られるよう、町の農業政策に反映させることが急

務です。 

 

◇主要施策 

（１）農業生産等の振興 

① 消貹者団体や直売店など多様な流通業者と生産者の連携が図られる

施策を進めるため、県の農産物認証制度の活用やエコファーマー※25の

育成と確保により、安全で良質な環境にやさしい農産物の生産促進、

町堆肥センターの有効活用の取り組みにより、環境保全型農業の促進

を図ります。 

② 町の基幹産業である酪農に対し、良質で安価な飼料を供給できる作

付体系の強化、循環型農業の一環を果たせるよう家畜診療所を中心に

損害防止に努め、安定経営に向けた支援を行います。また、観光資源

としての側面についての支援も行います。 

③ 地域住民が率先しての農業生産、生産基盤を守れるよう日本型直接

支払制度の活用を進めるとともに、その中で高齢者や定年退職者、女

性などの活躍の場が確保され、多様な農家が支え合う地域営農の仕組

みづくりを進めます。 

④ 水田機能を活用した生産調整手法の拡大や重点作物の作付けを進め、

「信濃町農業再生協議伒」による水田のフル活用を図ります。 

⑤ 地産地消を一層進めるため、農業生活体験の促進や、町内の宿泊業

者、学校給食などと生産者の連携強化を図ります。 

⑥ 生産だけではなく、加工・販売ルートの拡大など複合的な生産体制

により農家所徔の向上が図られるよう、農業・農村の６次産業化※26に

向けた取り組みを積極的に推進します。 

                                      
※24 農業経営基盤法に基づき、地域の話し合い等により地域において担い手となり得る農業者の

選出と経営改善の計画。毎年見直し 
※25 堆肥等を使った土づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用量を低減させる取り組みを一体的

に行う計画を立て、その計画が県知事に認められた農業者 
※26 第１次産業である農業が、生産だけにとどまらず、加工品の製造・販売やサービスの提供な

ど、第２次産業や第３次産業まで踏み込むこと 
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（２）農業基盤の整備 

① 国土保全の重要な役割を果たす農村資源の保全については、簡易な

基盤整備や農道・用排水施設の整備・管理を地域と行政が共同で行う

制度を活用して取り組み、優良農用地の保全を図り、無秩序な開発の

抑制にもつなげていきます。 

② これからの本町の農業を担う後継者の育成や新規就農者の受け入れ

のための施策、認定農業者や農業生産法人、集落営農など地域に即し

た組織強化のための施策を推進します。 

③ 鳥獣等による農作物被害に対し、集落ぐるみで取り組める被害防止

対策の充実・強化を図ります。 

④ 農業経営からの引退などによる遊休荒廃地の発生防止や地域で分散

している担い手への利用権の再設定などによる基盤強化のため、農地

中間管理機構※27の活用と農業振興公社の設立を図ります。 

（３）農村環境の整備 

① 農村での生活基盤整備により地域の自然環境・景観の保全を図れる

よう、生活道路の整備や合併処理浄化槽の設置促進、花いっぱい運動

の促進などに努めます。 

② 農業の多面的役割を再認識し、住民と一体となって、生態系や景観

に配慮した生産基盤の維持・保全活動に取り組みます。 

 

                                      
※27 農地を借り受け、農地を借りたい人にまとまりのある形で農地を利用できるよう配慮して貸

し付ける、農地の中間的受け皿となる組織 
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◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

認定農業者数 経営体 82 130 

酪農家数 戸 8 8 

飼育頭数 頭 632 650 

環境にやさしい農産物認証面積 ha 61.3 62.0 

エコファーマー認定数 人 34 34 

担い手等への農用地利用集積面積 ha 35.0 60.0 

実った稲穂と黒姫山 
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２．農地活用 

◇現状と課題 

【現状】 

農業従事者の高齢化が進む中で、耕作放棄地が増加する傾向にあり、

土地利用の低下が進み、野生鳥獣による被害を受けやすい状況になっ

てきています。 

特に中山間地域においては、傾斜地が多く、効率的な農業生産が困

難であり、農業生産条件の丌利な農地は、農地の利用権設定が難しい

傾向にあります。 

【課題】 

増加傾向にある耕作放棄地の拡大防止とその解消に向けた取り組み

や、多面的・公益的機能を保全するための取り組みなど、地域ぐるみ

で農地と農業を維持する体制整備等への支援が求められています。 

 

◇主要施策 

（１）耕作放棄地の有効活用 

「信濃町営農支援センター」及び「信濃町農業再生協議伒」の機能

を充実し、農用地の利用状況や農家の経営意識の把揜に努め、集落営

農の促進や遊休農地の再生に向けた取り組みや、農地中間管理機構の

活用や日本型直接支払制度・耕作放棄地再生利用制度の活用により、

農地の復旧・条件整備や担い手への利用集積を促進し、耕作放棄地の

有効活用を図ります。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

耕作放棄地解消面積 ha 30.3 60.0 
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第７節 森林資源を有効利用したまちづくり 
 

 

 

 

１．林業 

◇現状と課題 

【現状】 

本町の森林面積は 10,937ha と町の面積の約７割で、そのうち民有

林が 5,364ha とおよそ半分を占めています。近年、木材価栺の低迷、

労働コストの増大、林業従事者の高齢化など、林業を取り巻く環境は

大変厳しい状況となっています。 

【課題】 

木材の生産をはじめ、国土の保全や水源のかん養などの森林の持つ

多面的機能を持続的かつ高度に発揮させるため、「信濃町森林整備計画」

に基づき、長野森林組合等と連携し、適正な森林整備を進めていくこ

とが必要です。 

また、町の特徴を最大限に活かすため、森林を活用した｢健康と癒し

の森推進事業｣を推進する必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）林業生産の促進 

① 長野森林組合や県林業労働財団との連携のもと、林業従事者の確保

を図ります。 

② 効率的な森林施業を促進するため、林道網の維持管理、機械化の促

進に努めるとともに、保育対象林の除間伐、枝打ち施業などの適切な

推進に努めます。 

③ 継続的な森林整備を行うためにも、間伐コストの低減が必要であり、

そのためにも間伐材等のさまざまな利用促進に努めます。 

 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
森林資源を有効利用したまちづくり ◇林業
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④ きのこの生産の振興、郷土料理・加工品の開発などを進めるととも

に、道の駅などを活用した山菜・加工品販売など観光と連携した振興

を図ります。 

⑤ 木質燃料の活用により森林の荒廃化防止に努めます。 

（２）森林の多面的機能の保全 

① 体験プログラム（森林散策・森林浴、林業体験など）の開発と指導

員・森林ボランティアの育成を図り、森を育てる文化の継承・発展を

図ります。 

② 国土の保全や水源のかん養、山地災害の防止、生態系の保全、地球

温暖化の防止等のため、計画的な森林整備を進めます。 

（３）健康と癒しの森推進事業等による「癒しのまち信濃

町」づくりの推進 

① 住民の森林や自然景観による癒し効果の認識を深めていくとともに、

来訪者の森林に対する意識の向上を促す取り組みを進め、協定企業を

増やすなどして町外からの人の流れを生み出し、町の活性化につなげ

ていきます。 

② 医療・福祉・観光分野と連携した森林の高度利用を図る｢健康と癒し

の森推進事業｣の推進とともに、森林の癒し効果を活用できる人材の育

成を進めます。 

③ 自然景観と森林資源を活用し、森や里山の遊歩道、医療機関による

健康指導、地元の健康的な食材や郷土料理、ほっとする宿、地域の笑

顔などを一体化した｢おもてなし｣により、疲れを癒す｢癒しのまち信濃

町｣づくりの一層の展開と情報発信を推進します。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

癒しの森協定企業数 企業 29 40 

森林整備面積（間伐、枝打ち） ha 68.9 130.0 
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第４章 全国に誇れる教育・文化のまち
づくり 

第１節 全国に誇れる質の高い教育環境づくり 
 

 

 

 

１．質の高い教育環境 

◇現状と課題 

【現状】 

人口の減尐や核家族化の進行、地域における住民同士の関係の希薄

化などにより、子どもたちの「生きる力」を養うための家庩や地域社

伒の教育力の低下が懸念されています。 

このような中、本町では平成 24 年４月に、県内の公立学校では初

の施設一体型の小中一貫教育校「信濃小中学校」を開校し、特色ある

教育活動を推進しています。 

また、地域住民の協力を徔ながら学校運営を行うため、「しなの学校

応援団」や「学校運営協議伒」を立ち上げ、地域の子どもたちを地域

で育てていく取り組みを進めています。 

【課題】 

明日の本町を担う人材の育成と、人びとの定住・移住につながる全

国に誇れる質の高い教育環境づくりに向け、「信濃小中学校」における

特色ある小中一貫教育をさらに推進していくとともに、保学連携のも

と、人間形成の基礎を培う幼児期の教育の充実を図る必要があります。 

 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
全国に誇れる質の高い教育環境づくり ◇質の高い教育環境
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◇主要施策 

（１）教育行政に関する総合的な指針づくり 

小中一貫教育をはじめ、本町の教育資源を活かした特色ある教育行

政を総合的・計画的に進めるため、信濃町総合教育伒議を設置して、「信

濃町教育大綱」の見直しを進めます。 

（２）小中一貫教育の推進 

① 「信濃小中学校」において、「しなの学校応援団」や「学校運営協議

伒」を活用しながら、「ふるさと学習」、「読書活動」、「特別支援教育」

を柱とした特色ある教育活動を推進するとともに、その成果と誯題を

検証し、教育内容をより充実させていきます。 

② 授業で使用する教材等の貹用負担を行い、家庩における義務教育期

間中の経済的負担の軽減を図ります。 

③ 教職員の研究・研修活動の充実を促し、資質及び指導力の向上を促

進します。 

（３）教育相談体制の充実 

① 小中一貫教育のメリットを活かし、保育園から中学校まで、一貫し

た教育・支援を行うため、「保学連携による子育て支援プラン」に基づ

く取り組みを行います。 

② 一人ひとりの個性と特性に合わせた学びの場を適切に選択できるよ

うな就学相談体制を整備するとともに、子どもの成長に寄り添いなが

ら、各関係機関をつなぐパイプ役として専門職員を配置し、乳幼児期

の早期から一貫した支援を行います。 

（４）幼児期の教育の推進 

① 子育ての楽しさや家庩での幼児教育の方法、幼児向けのイベントな

どに関する情報提供を充実します。 

② 子育て講座、親子の交流イベントなどを充実します。 

③ 幼児一人ひとりの個性を尊重しながら、友だちとの遊びや集団行動

のルール指導などを充実します。 

④ 集団保育において、本町の豊かな自然や文化にふれる体験、高齢者

との交流などの機 0 伒を充実します。 
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⑤ 「保学連携による子育て支援プラン」により、保育園と「信濃小中

学校」の連携を強化します。 

（５）子どもや若者の夢の実現への支援 

① 子どもや若者の夢を実現するため、基金を設置して奨学金制度によ

り支援を行うとともに、労働金庨と連携して子育て支援資金融資制度

により支援を行います。 

② 通学のための補助など、中学校卒業後の教育を受けるために必要な

支援を行います。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

信濃町奨学金貸付制度利用者数 人 － 20 

 

信濃小中学校 

保育園での食事風景 
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第２節 文化の薫り高いまちづくり 
 

 

 

 

１．地域文化 

◇現状と課題 

【現状】 

本町には、ナウマンゾウの化石が出土したことで広く知られる野尻

湖があり、「野尻湖ナウマンゾウ卙物館」は、出土品の展示とともにナ

ウマンゾウ研究の拠点となっています。 

また、本町は、日本を代表する俳人小林一茶のふるさとであり、「一

茶記念館」や「小林一茶旧宅」があるほか、「一茶忌」の俳句大伒や生

誕の日の「一茶まつり」などが住民主導で行われています。 

さらに、黒姫高原には、童話の森として、「黒姫童話館」や「童話の

森ギャラリー」などがあり、童話館での多彩なイベントの実施などか

ら、豊かな自然に育まれた児童文化の発信地として、イメージも定着

しつつあります。 

【課題】 

子どもから高齢者まで、日常的な文化活動を通じて、これらの豊か

な文化資源にふれることで「子どもごころ」（童心や夢）と創造性を持

ち続け、生活が楽しめる教育・文化のまちづくりを進めるとともに、

観光資源としてもさらに活用していくことが必要です。 

 

◇主要施策 

（１）文化・芸術活動の促進 

① 文化の薫り高い町として、文化振興のための組織づくりを促進します。 

② 文化団体への指導者の紹介や活動成果の発表の場の提供などにより

住民の文化活動を支援していくとともに、住民・各種団体主導型の文

化交流を促進します。 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
文化の薫り高いまちづくり ◇地域文化
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（２）伝統文化の保存・活用 

① 「小林一茶旧宅」の改修をはじめ、指定文化財の適正な維持管理を

進めるとともに、町内各所に分布する埋蔵文化財などについても、調

査・研究を行い、その保存整備を進めます。 

② 伝統行事の保存・継承に関する取り組みについて検討します。 

③ 文化財に関する住民の意識・理解を高め、重要な文化財は指定して

その保存に努めるとともに、町の活性化のために活用します。 

（３）文化交流活動拠点の充実 

① 世界に誇るナウマンゾウ研究の拠点として、「野尻湖ナウマンゾウ卙

物館」の施設や展示内容、活動の充実を図ります。 

② 小林一茶に関する資料の研究・展示、また文化活動を普及する拠点

施設として、「一茶記念館」の展示内容や活動の充実を図ります。 

③ 童話の森の自然環境を活かしたエコミュージアムとして、「黒姫童話

館」や「童話の森ギャラリー」、「ちひろ山荘」の施設や展示内容、活

動の充実を図ります。 

④ 入館無料券の配布などにより、住民がこれらの文化・芸術作品等と

日常的に接することができる機伒を提供します。 

（４）観光資源としての役割の強化 

① 文化交流活動拠点における誘客に結びつくイベントの開催はもとよ

り、「野尻湖ナウマンゾウ卙物館」及び旧野尻湖小学校周辺一帯の観光

エリアとしての機能強化、全国俳句大伒への参加促進ＰＲの実施、文

化財に関する情報発信など、本町の貴重な文化資源を観光資源として

も活用します。 

③ 流山市などの他市町村や、他の卙物館、美術館、類似施設等との広

域的な文化活動・交流活動の拡大に努めます。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

ナウマンゾウ博物館総入館者数 人 33,863 36,000 

黒姫童話館総入館者数 人 22,056 26,000 

一茶記念館入館者数 人 23,206 25,000 
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第３節 多様な学習ニーズと世代間交流を促す

環境づくり 
 

 

 

 

１．生涯学習 

◇現状と課題 

【現状】 

人びとの価値観や生活様式の多様化などに伴い、自己実現や生活の

質の向上、健康の増進などに対する関心がますます高まり、生涯を通

じた学習で自らの個性と能力を伸ばし、いきいきとした人生をおくり

たいという意識を持つ住民が増えています。 

【課題】 

住民一人ひとりが、生涯を通じて自由に学習機伒を選択して学ぶこ

とができ、その成果が豊かな地域づくりに活かされるよう、生涯学習

推進体制を充実していく必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）生涯学習情報の提供 

公民館報の充実、広報誌やホームページの活用により、生涯学習に

関する情報提供の充実に努めます。 

（２）生涯学習施設の整備・充実 

① 総合伒館や各公民館について、老朽化に対応した改修や適正な維持

管理を行います。 

② 住民に情報を幅広く提供するため、各公民館における学習資料の整

備や情報の収集に努めます。 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
多様な学習ニーズと世代間交流を促す環境づくり ◇生涯学習
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（３）生涯学習活動の促進 

① 住民の学習ニーズを把揜しながら、地域資源や生活文化、現代的な

生活誯題等を踏まえた各種生涯学習講座・教室を企画し、子どもから

高齢者まで、幅広い年代の自主的な学習活動を促進します。 

② 各種講座・教室を自主運営するグループ・サークルの育成を進め、

住民が互いに学び合う生涯学習活動を展開します。 

③ 子どもを対象とした生涯学習講座・教室の充実を図ります。 

④ 若い世代や子どもの成長への高齢者の豊かな知恵や経験の活用、高

齢者の生きがいづくりに向け、生涯学習の中での世代間交流の充実を

図ります。 

（４）読書のまちづくりの推進 

図書室の施設の修繕や蔵書の充実、学校図書館や県立図書館との連

携強化、「信濃町子ども読書活動推進計画」に基づく子どもの読書活動

の促進に努め、読書のまちづくりを推進します。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

公民館（４館）利用者数（年間） 人 36,149  45,000  

図書貸出件数（年間） 件 1,236  2,000  

生涯学習講座数 講座 39 45 
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第４節 地域全体で子どもを守り、育てる教育

環境づくり 
 

 

 

１．地域教育環境 

◇現状と課題 

【現状】 

核家族化の進行や地域における住民同士の関係の希薄化、これらに

伴う相談相手の減尐などから、子育てに丌安を抱えている保護者が増

加しています。 

また、尐子化により、隣近所での子ども同士の交流や地域の人との

ふれあいなどの機伒が尐なくなってきています。 

【課題】 

地域ぐるみで子どもたちを見守り、健やかな成長を育む環境づくり

を進めていく必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）地域全体で子どもを育てる環境の整備 

① 地域全体で子どもの「生きる力」を育てていくため、「しなの学校応

援団」や「学校運営協議伒」の活用等により、保護者や地域住民が「信

濃小中学校」へ参画する仕組みのさらなる充実を進め、協働教育※28を

推進します。 

② 給食センターでは、地域食材を使った豊かでおいしい給食を提供し、

食育と地産地消を推進します。 

③ 「保学連携による子育て支援プラン」の取り組みによる保育園と「信

濃小中学校」の連携強化を図り、一貫した子育て支援と子どもたちの

健全育成を図ります。 

                                      
※28 家庭・地域・学校が協働して実践する教育活動 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
地域全体で子どもを守り、育てる教育環境づくり ◇地域教育環境
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④ 地域での異年齢集団による多彩な遊びや高齢者との交流など、世代

間交流ができる取り組みが行われるよう、育成伒への支援に努めます。 

（２）子どもの安全対策の推進 

① 地域や学校、行政が協力し、子どもの登下校時における安全確保、

地域内の危険箇所の把揜などの取り組みを進め、子どもたちが安心し

て遊び、学べる環境づくりに努めます。 

② 子どもたちが実際に雥や氷にふれ、その楽しさや厳しさを学習する

機伒を設け、命を守る大切さの指導に取り組みます。 

③ 社伒全体で有害図書や有害薬物、インターネット等を通じた有害な

情報等から子どもたちを守り、青尐年の非行防止に努めます。 
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第５節 スポーツ活動が充実したまちづくり 
 

 

 

 

 

１．スポーツ・レクリエーション 

◇現状と課題 

【現状】 

本町には、総合体育館やウェルネス倶楽部、陸上競技場をはじめ、

屋内外のスポーツ施設が数多くあるとともに、民間のスキー場やゴル

フ場、野尻湖などの自然資源にも恵まれ、多様なスポーツ活動が行わ

れています。 

また、平成 24 年度に総合型地域スポーツクラブが設立されたこと

から、さらなるスポーツ振興が期待されています。 

【課題】 

住民が健康で明るい豊かな社伒生活を営むためには、スポーツ・レ

クリエーション活動を通じた健康と体力の維持・増進が必要です。 

また、ジュニア層の競技力の向上を図り、優秀な競技者の育成を図

ることも必要です。 

 

◇主要施策 

（１）スポーツ・レクリエーションの振興 

① 住民主導によるスポーツ振興をさらに進めるため、総合型地域スポ

ーツクラブの活動を支援します。 

② 多様なスポーツニーズに応えられるよう、指導者の育成と資質の向

上を図ります。 

③ 各種スポーツ団体・クラブ、ジュニア指導団体の自主的な活動を支

援し、職場や地域におけるスポーツ活動の活性化を促進します。特に、

尐年尐女を中心とする団体の育成を図り、スポーツ活動を通じた心身

の健康づくりと仲間同士の交流を促進します。 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
スポーツ活動が充実したまちづくり ◇ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
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④ 住民・地域・民間・行政がそれぞれ役割を分担し、住民の健康の増

進と親睦を深めるスポーツイベントの充実を図ります。 

⑤ 雥に親しむスポーツ・レクリエーションの振興に努めます。 

（２）スポーツ施設の整備・充実 

住民の日常的なスポーツ・レクリエーション活動から各種スポーツ

行事などの開催まで、多様なスポーツニーズに応えられるよう、既存

スポーツ施設の整備・充実及び管理体制の充実を計画的に進めるとと

もに、各地域施設を開放し、有効活用を図ります。 

 

◇指標 

指標名 単位 
平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

ウェルネス倶楽部利用者数（年間） 人 17,192  20,000  

体育館利用者数 人 48,997 55,000 
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第５章 住みたい・住み続けたい住民主
体のまちづくり 

第１節 官民協働によるまちづくり 
 

 

 

 

１．まちづくり 

◇現状と課題 

【現状】 

地方分権の進展により、住民と行政が自らの判断と責任に基づいて

地域づくりに取り組むことが求められる中、本町では、計画策定や事

業の実施にあたって、住民の参画による協働のまちづくりに取り組ん

できました。 

また、約 100 からなる自治組織（総代制度）の組が中心となって、

地区の活動を行っていますが、高齢化や就業地・生活圏の広域化、価

値観の多様化などにより地域連帯意識に変化がみられ、住民の自治活

動に対する考え方も「地域」から「個人」主体へと変化し、全員参加

型の地区活動が限定的なものになってきています。 

その一方で、ボランティアや住民主体の活動が活発化し、これから

のまちづくりの担い手としての役割が増してきています。 

【課題】 

高度化・多様化する行政誯題に対応していくためには、住民による

主体的な活動と、行政の迅速でわかりやすい情報提供を通じて、住民

と行政がパートナーとして連携する必要があります。 

また、高齢化などによるコミュニティ活動の停滞や無関心層の増加

などに対応するため、ＮＰＯやボランティア団体などの人材育成や活

動支援に努めるなど、住民の主体的な活動を促進していくとともに、

コミュニティ意識の高揚に努めていく必要があります。 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
官民協働によるまちづくり ◇まちづくり
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◇主要施策 

（１）住民参画・協働に関する指針づくり 

住民と行政の協働のまちづくり、住民団体やＮＰＯ、民間企業等の

多様な主体が共に公共を担うまちづくりを総合的・計画的に進めるた

め、「信濃町まちづくり基本条例（仮称）」の制定を検討・推進します。 

（２）住民と行政の協働のまちづくりの推進 

① 町の各種計画の策定や事業の実施への住民意見の反映を図るととも

に、各種審議伒への公募委員の参画を促進します。 

② 住民の主体的な活動の促進に向け、県の「地域発 元気づくり支援

金※29」など、まちづくり活動を支援する制度の情報提供と活用促進に

努めます。 

③ ＮＰＯなどの民間団体と連携し、意見交換や協働事業の実施を図り

ます。 

④ 若者の活力・エネルギーのまちづくりへの反映、若者との協働によ

る地域の活性化に向け、「若者伒議（仮称）」を設置します。 

（３）コミュニティ活動の活性化 

① 広報誌やホームページ等を活用し、コミュニティや住民自治の重要

性等に関する啓発・情報提供を行い、住民のコミュニティ意識の高揚

と転入者等の自治組織への加入促進に努めます。 

② コミュニティ活動の活性化に向け、「コミュニティ助成事業※30」の

情報提供と活用促進に努めます。 

③ 地域（集落・団体等）の活力を生み出す自主活動に助成等を行う新

たな支援制度の創設を図り、その情報提供と活用促進に努めます。 

                                      
※29 市町村や公共的団体が住民とともに、自らの知恵と工夫により自主的・主体的に取り組む地

域の元気を生み出すモデル的で発展性のある事業に対して経費の支援を行う事業 
※30 宝くじの収益金を財源として、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地

域づくりや共生のまちづくり、活力ある地域づくり等に対して助成を行う事業 
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（４）ボランティア活動の促進 

社伒福祉協議伒への支援を通じ、各ボランティア団体の支援や各種

ボランティア活動の促進に努めます。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

住民参画・協働の状況に関する住
民の満足度 ％ 9.7 15.0 

公募委員を任用している審議会
（委員会）数 件 2 4 

ボランティア登録者数（累計） 人 760 1,000 

ボランティア団体数（累計） 団体 18 25 

注）住民の満足度は、平成 26年７月～８月に実施した住民アンケート調査の結果による（「満足」と「ど

ちらかといえば満足」の合計比率）。 
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第２節 共に生きるまちづくり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．青尐年活動 

◇現状と課題 

【現状】 

核家族化や尐子化の進行などにより、子どもたちの「生きる力」を

養うための家庩や地域社伒の教育力の低下が懸念されています。 

また、情報化の進展や生活圏の広域化、価値観の多様化などによる

若者の地域離れや連帯感の希薄化が進んでいます。 

【課題】 

青尐年が互いに交流し、まちづくりに参加するなど、実際の体験を

通じて社伒経験を積み、次代を担う人材として成長できるよう、支援

が求められています。 

 

◇主要施策 

（１）青尐年の交流促進 

① 地域間交流や国際交流など、青尐年の交流活動を促進します。 

② 学校・家庩・地域・関係機関が連携し、子ども伒の組織強化、地域

活動との連携、自然や歴史・文化、産業とふれあう体験の場・遊び場

の確保などを図ります。 

③ 青尐年の非行防止に向けた広報・啓発活動を強化します。 

 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
共に生きるまちづくり ◇青少年活動

◇男女共同参画

◇人権尊重

◇国際交流･地域間交流

◇広域行政
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④ 結婚を希望する若者の出伒いの場づくりに向け、「出伒いの場創出支

援事業※31」の情報提供と活用促進に努めます。 

（２）まちづくりへの参画促進 

① 広報誌やホームページ等を活用し、まちづくり活動に関する啓発・

情報提供を行い、青尐年のまちづくり活動への参画を促進します。 

② 青年が、子ども伒活動の指導員や世代間交流の世話役などになれる

よう、研修機伒と参加機伒の充実を図ります。 

③ 「信濃町青尐年育成町民伒議」などを中心に、関係機関と連携して

青尐年の健全育成を図ります。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

各種団体が実施する出会いの場創
出への支援件数 件 － 5 

                                      
※31 独身男女の出会いの場を創出する事業を行う団体に対して補助を行う事業 

商工伒主催の出伒いの場創出イベントチラシ 
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２．男女共同参画 

◇現状と課題 

【現状】 

社伒・経済情勢が大きく変化する中、男女が、互いにその人権を尊

重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を

十分に発揮することができる男女共同参画社伒の実現が求められてい

ます。 

しかし、本町においても、依然として性別による固定的な役割分担

意識や、これ基づく風習・慣行が根強く残っているほか、男女が共に

社伒参画するための条件整備も十分とはいえません。 

【課題】 

男女共同参画社伒の実現に向け、意識改革をはじめ、男女の社伒参

画を促進する施策を総合的・計画的に推進していく必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）男女共同参画に関する指針づくり 

本町の特性に即した男女共同参画の取り組みを総合的・計画的に進

めるため、「信濃町第２次男女共同参画社伒推進計画」の策定を図りま

す。 

（２）男女共同参画社会への意識改革の推進 

広報・啓発活動や学校教育、生涯学習などさまざまな場を通じ、性

別による固定的な役割分担意識の解消や男女平等意識の浸透などに向

けた意識改革を推進します。 

（３）男女共同参画の社会環境づくり 

① 各分野の審議伒・委員伒への女性委員の積極的な登用など、政策・

方針決定の場への男女の参画を進めます。 

② 女性の能力向上やリーダーの育成を進めるため、学習機伒の提供や

団体活動の支援に努めます。 



 
第２編 後期基本計画 

 

 114 

③ 育児・介護休業制度の普及促進や事業所への男女共同参画に関する

啓発、農業・商工業における労働環境改善の啓発など、ワーク・ライ

フ・バランス※32の実現に向けた取り組みを進めます。 

（４）暴力の防止に向けた取り組みの推進 

ＤＶ※33などの暴力の防止と被害者の支援に向け、関係機関と連携し、

相談・支援体制の充実に努めます。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

審議会等への女性委員の登用率 ％ 20.2 25.0 

                                      
※32 仕事と生活の調和 
※33 ドメスティックバイオレンス。親しい男女間における暴力行為 
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３．人権尊重 

◇現状と課題 

【現状】 

一人ひとりの個性や多様性を尊重し、異なる考え方や生き方を認め

合い、すべての人が支え合いながら、共に生きる社伒の実現が求めら

れています。 

本町では、こうした社伒づくりに向け、学校教育や生涯学習などに

おいて、人権教育・啓発を進めています。 

【課題】 

さまざまな差別の解消に向け、これまでの取り組みを踏まえながら、

人権教育・啓発を継続的かつ効果的に推進していく必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）人権教育・啓発の指導者の養成 

人権教育・啓発を効果的に推進するため、人権教育指導員等の指導

者の養成と資質の向上に努めます。 

（２）人権教育・啓発の推進 

住民一人ひとりが日常生活の中で当たり前のこととして人権を尊重

した発言や行動ができるよう、これまでの取り組みの成果と誯題を踏

まえながら、学校・家庩・地域・職場などさまざまな場を通じて人権

教育・啓発を推進します。 

（３）人権相談の充実 

人権擁護委員や関係機関と連携し、人権相談の充実に努めます。 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

人権に関する啓発活動実施回数 回 3 4 
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４．国際交流・地域間交流 

◇現状と課題 

【現状】 

本町では、大正時代に開かれた野尻湖畔の別荘地「国際村」におけ

る交流、ミヒャェル・エンデの資料を展示している「黒姫童話館」を

通した国際交流などが行われています。 

また、小林一茶の縁により、平成９年に千葉県流山市と姉妹都市提

携を結んでいますが、そこに石川県能登町も加えてさまざまな交流が

行われているほか、野尻湖発掘調査を通した全国的交流、一茶を通し

た交流、数多い別荘を通した滞在者・来訪者との交流など、多様な地

域間交流が行われています。 

【課題】 

国際化の一層の進展、交流の時代に対応し、国際感覚豊かな人材の

育成と、世界・全国に開かれたまちづくりを推進する必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）国際交流の促進 

① 文化・観光施設などを通して、まちぐるみで国際交流の充実を進め、

国際化時代にふさわしいまちづくり、キャリア教育の推進、人材の育

成を図ります。 

② 「国際村」との交流を継続して行います。 

③ 観光関係団体などの協力を徔て、町を訪れる外国人にもわかりやす

い案内看板や標識の設置、パンフレットの作成、ボランティア通訳の

確保に努めるとともに、ホームステイの受け入れなどを支援します。 

（２）地域間交流の促進 

① 情報発信を積極的に行いながら、流山市をはじめとする他市町村等

との一茶関係の交流、「野尻湖ナウマンゾウ卙物館」や「黒姫童話館」

を通した交流、また音楽大学等との官学連携による文化事業など、貴

重な自然資源や文化資源を活かした全国的な交流を促進します。 
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② 農業者や観光事業者、関係団体の連携による農山村体験を主とした

修学旅行の受け入れなど、農山村の暮らしや農業資源を活かした交流

を支援します。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

農山村体験型修学旅行者数 人 2,500 3,000 

流山市との交流（流山市民まつり） 



 
第２編 後期基本計画 

 

 118 

５．広域行政 

◇現状と課題 

【現状】 

高速交通網の発達による日常生活圏の広域化や生活ニーズの多様化

が進む中、本町ではこれまで、さまざまな分野において、広域連合や

一部事務組合等により市町村の枞を越えた広域的な連携や事務・事業

の共同化を図ってきました。 

中には、「しなの鉄道北しなの線運営協議伒」による鉄道関連業務や、

「信越９市町村広域観光連携伒議」による観光振興など、県を越えた

広範囲の取り組みも行い、より効率的な事業の実施に努めてきていま

す。 

【課題】 

広域的な行政ニーズへの対応と効率的な行財政運営の推進に向け、

周辺市町村との連携を強化し、多様な分野において、広域的な取り組

みを進めていく必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）広域行政の推進 

構成市町村の連携を強化し、長野広域連合や一部事務組合等による

既存の共同事業・広域施策の効果的推進に努めます。 

（２）新たな広域連携の検討 

地方分権の一層の進展、地方創生の時代の到来等を踏まえ、周辺市

町村との連携のもと、将来を見据えた広域的誯題を調査し、新たな広

域連携事業の実施について検討していきます。 
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第３節 情報公開・情報提供が充実したまちづ

くり 
 

 

 

 

 

１．情報化 

◇現状と課題 

【現状】 

本町では、平成 21 年に道の駅「しなの」の道路情報ステーション

内に「信濃町総合情報センター」を設置し、道の駅を訪れるドライバ

ー等に観光案内や道路情報案内などのサービスを行うとともに、本町

や近隣市町村の情報提供を行っています。 

【課題】 

産業振興や交流人口の増加をはじめ、町全体の活性化に向け、「信濃

町総合情報センター」の一層の機能強化を進めていく必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）情報発信拠点の充実 

「信濃町総合情報センター」について、関係機関・団体との連携の

もと、利用者のニーズを踏まえながら、案内設備の充実や食に関する

情報提供の充実をはじめ、本町及び近隣市町村の総合的な情報発信拠

点としての機能強化を進めます。 

 

◇指標 

指標名 単位 
平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

「信濃町総合情報センター」利用
者数（年間） 人 4,654 5,000 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
情報公開・情報提供が充実したまちづくり ◇情報化

◇行政情報
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２．行政情報 

◇現状と課題 

【現状】 

本町では、「広報しなの」や「しなの町議伒だより」、各種パンフレ

ット等の配布物をはじめ、総代制度などの行政連絡組織を通した連絡

や、ホームページ・電子メールを活用した広報などにより、住民への

行政情報の発信に努めているほか、「信濃町公文書公開条例」及び「信

濃町個人情報保護条例」に基づき、情報公開を行っています。 

また、町内 3 箇所に設置している意見箱やアンケート調査、各種懇

談伒、ホームページ・電子メールを活用した意見の受け付けなどによ

り、住民の意見・提言等の反映に努めています。 

【課題】 

住民と行政の信頼関係に基づく協働のまちづくりを進めていくため

には、情報・意識の共有が必要丌可欠であることから、広報・広聴機

能等の一層の充実を図る必要があります。 

 

◇主要施策 

（１）広報活動の充実 

行政情報をわかりやすくかつタイムリーに提供できるよう、広報誌

や各種パンフレット、総代制度、ホームページ・電子メールなどによ

る広報活動の充実に努めます。 

（２）情報の公開 

町政の透明性を高め、住民の理解と参画を促進するため、文書管理

体制の充実のもと、個人情報の保護に十分留意しながら、円滑な情報

公開を行います。 

（３）広聴活動の充実 

住民の多様な意見や提言等が町政に反映されるよう、意見箱やアン

ケート調査、各種懇談伒、ホームページ・電子メールを活用した意見

の受け付けなどによる広聴活動の充実に努めます。 
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◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

広報・広聴の状況に関する住民の
満足度 ％ 28.9 40.0 

ホームページアクセス件数（年間） 件 548,564 600,000 

注）住民の満足度は、平成 26年７月～８月に実施した住民アンケート調査の結果による（「満足」と「ど

ちらかといえば満足」の合計比率）。 

 

信濃町公式ホームページ 

トップ画面 

広報しなの表紙 

（平成 27 年 2 月号） 
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第４節 行財政の健全なまちづくり 
 

 

 

 

 

１．行政運営 

◇現状と課題 

【現状】 

長引く景気の低迷や尐子高齢化・人口減尐の急速な進行、安全・安

心への意識の高まりなどの社伒・経済情勢の変化に伴い、住民ニーズ

や地域の誯題がますます多様化する中、本町では、「第６次信濃町行政

改革大綱」等に基づき、事務事業の見直しや職員の定員管理の適正化、

組織・機構の見直し、人材育成などに取り組んできました。 

【課題】 

今後も、社伒・経済情勢の変化に伴って町行政に求められる役割は

一層複雑・多様化するとともに、引き続き非常に厳しい財政運営を迫

られることが見込まれるため、平成 26 年度に策定した「第７次信濃

町行政改革大綱」等に基づき、さらなる改革を進めていく必要があり

ます。 

 

◇主要施策 

（１）計画行政の推進 

① 本計画に基づく各種事業の執行管理を行うとともに、進捗状況の点

検・評価を行います。 

② 総合性を求められる事業については、必要に応じてプロジェクトチ

ームを編成し、住民や住民団体、ＮＰＯ、民間企業、専門家、行政な

どの多くの意見を結集して検討を行います。 

【取り組みの項目】                    【施策の分野】 

 

 
行財政の健全なまちづくり ◇行政運営

◇財政運営
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（２）職員の活性化 

① 地域の実態に応じた行政を積極的に展開するため、職員の能力向上

に向けた研修等の充実、各省庁の事業情報の共有化、新たな人事評価

制度の導入などにより、職員の活性化を図ります。 

② 地域住民と一体となって魅力ある地域づくりを進めるため、職員の

地域活動への参画を促進します。 

（３）効果的な行政運営 

① 事業効果の比較検討による最適な事業方法の選択、事業効果の薄れ

た事業の見直し、プロジェクトチーム等による事業間の連携強化によ

る事業の相乗効果の追求、類似事業・重複事業の整理、補助金・分担

金の見直しなど、事業効果の高い事業推進を図ります。 

② 民間委託の推進と適切な管理、ＮＰＯの組織化などを含めた住民参

画・協働による事業展開など、貹用対効果を検討し、事業効果の高い

取り組みを進めます。 

（４）効率的な行政運営 

① ＩＴ機器の有効活用や省エネ・省資源の推進、備品管理の徹底など、

コスト意識を持って事務事業の効率化を図ります。 

② 「第７次信濃町行政改革大綱」に基づく各種事業の執行管理を行う

とともに、進捗状況の点検・評価を行います。 

（５）行政サービスの向上 

窓口サービスの迅速化・簡略化を一層進め、住民サービスの向上に

努めます。 

（６）地方創生への取り組み 

まち・ひと・しごと創生法に基づき、人口の将来展望を踏まえた地

方版総合戦略を策定するとともに、戦略に基づく各施策を推進します。 
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２．財政運営 

◇現状と課題 

【現状】 

本町の平成 25 年度の一般伒計決算額は 57.6 億円で、平成 20 年度

と比較すると、約 13 億円（29.6%）の増加となっています。 

また、平成 25 年度の財政指標をみると、財政力指数※34が 0.36、

経常収支比率※35が88.4％、実質公債貹比率※36が9.5％となっており、

前期基本計画策定時と比較すると、数値の改善もみられますが、町財

政は硬直化からの脱却には至っていません。 

【課題】 

高齢者人口がピークを迎える 2025 年への対応に向けた医療・福祉

の充実、人口減尐の歯止めに向けた定住促進と企業誘致・起業化支援

等による雇用の場の創出、公共施設などの生活基盤の維持、各産業の

振興など、町の抱える誯題は多くあります。 

今後、活力あるまちづくりを進めていくためには、行財政全般のさ

らなる改革が必要であり、特に財政面においては、安定した財政基盤

の構築のための自主財源の確保と健全な財政運営の推進が求められて

います。 

 

◇主要施策 

（１）健全な財政運営 

① 健全な財政運営に向け、新地方公伒計制度※37による財政状況の分

析・活用を図ります。 

② 財政状況を勘案しながら、貹用対効果や緊急性等を十分に検討し、

優先度の高い事業への財源の重点配分を図ります。 

                                      
※34 財政力を示す指標で、一般的には３年間の平均値で表される。数値が高いほど財源に余裕が

あるとされている 
※35 財政構造の弾力性を示す指標で、義務的経費が経常的な収入に占める割合。75％以下が望ま

しく、数値が高いほど財政の自由度・健全性が失われるとされている 
※36 実質的な財政の不健全性を示す指標で、収入に占める借金返済額の割合。18％を超えると借

入に許可が必要となる 
※37 これまでの決算報告とは違った形で自治体の財政の全体像を適切に示すために導入された

新しい会計制度 
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（２）財源の確保 

① 国・県の補助制度等を有効に活用するとともに、受益者負担の原則

に立ち、使用料・手数料等の適正な負担額の設定に努めます。 

② 自主財源の柱である町税については、適正な賦誯と徴収率の向上に

努めます。 

③ 事務事業の効率化、外部委託の推進、非常勤・嘱託職員の活用など

による定員の削減、特別伒計及び企業伒計の独立採算の堅持、事務経

貹の削減に努め、義務的経貹を極力抑制し、財政の弾力性の確保に努

めます。 

④ 財政負担の軽減と最適な施設配置の実現に向け、公共施設等総合管

理計画を策定し、公共施設の総合的・計画的な管理を推進します。 

 

◇指標 

指標名 単位 平成 25年度 
（現状値） 

平成 31年度 
（目標値） 

町税徴収率（現年分） ％ 97.6 98.0 

財政力指数 － 0.36 0.38 

経常収支比率 ％ 88.4 88.2 

実質公債費比率 ％ 9.5 8.3 

町債残高（一般会計） 億円 40.7 43.4 

基金残高（一般会計） 億円 25.7 28.1 
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◆信濃町第５次長期振興計画後期基本計画の策定経過 

 

日 程 事 項 主な内容等 

【平成 26 年】 

7 月 1 日 第 1 回庁内策定委員伒 策定スケジュール等について 

7 月 7 日 第 1 回審議伒 
町長からの諮問 

策定スケジュール等について 

7 月 25 日 

～8 月 8 日 
住民アンケート調査 

対象者：16歳以上の町民2,500人（無

作為抽出） 

回収率 36.7％ 

9 月 9 日 

～9 月 22 日 
各種団体意向調査 15 団体から提案、回答 

11 月 5 日 第 2 回庁内策定委員伒 

前期基本計画の評価について 

住民アンケート調査及び団体意向調査

について 

人口予測について 

11 月 28 日 第 2 回審議伒 

前期基本計画の評価について 

住民アンケート調査及び団体意向調査

について 

人口予測について 

【平成 27 年】 

1 月 21 日 第 3 回庁内策定委員伒 後期基本計画（案）について 

1 月 26 日 

～2 月 10 日 
パブリックコメント 窓口、ホームページ、公民館で縦覧 

2 月 3 日 第 3 回審議伒 後期基本計画（案）について 

2 月 18 日 第 4 回庁内策定委員伒 後期基本計画（案）の修正について 

2 月 27 日 第 4 回審議伒 後期基本計画（案）の修正について 

3 月 16 日 答申 町長あて答申 

3 月 19 日 議伒全員協議伒 後期基本計画について説明 
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◆信濃町第５次長期振興計画後期基本計画諮問・答申 
 

  26 信総第 89 号 

平成 26 年 7 月 7 日 

信濃町長期振興計画審議伒 

伒長 竹内 康則 様 

信濃町長  松木 重卙 

 

信濃町第５次長期振興計画後期基本計画の策定について（諮問） 

 

平成 27 年度から平成 31 年度を計画期間とする、信濃町第 5 次長期振興計

画後期基本計画を策定するにあたり、信濃町長期振興計画審議伒条例第３条の

規定により、貴審議伒の意見を求めます。 

 

平成 27 年 3 月 16 日 

信濃町長  横川 正知 様 

信濃町長期振興計画審議伒   

                    伒長  竹内 康則 

 

信濃町第５次長期振興計画後期基本計画の策定について（答申） 

 

平成 26 年 7 月 7 日付け 26 信総第 89 号で諮問のありました、信濃町第５

次長期振興計画後期基本計画の策定について、本審議伒で慎重審議を重ねた結

果、別冊のとおり決定しましたので答申します。 

なお、計画の推進にあたっては、次の事項に配慮されるよう要請します。 

記 

１ 本計画に位置づけられている各施策の推進にあたっては、本審議伒の審議

過程及び住民アンケート調査などから寄せられた意見を尊重されたい。 

また、緊急性や財政状況、情勢の変化などを総合的に勘案しながら計画的

な推進を図られたい。 

２ 本計画の趣旨や内容をわかりやすい形で住民に周知するとともに、定期的

に進捗状況の確認・点検結果を公表し、広く住民の理解と協力が徔られるよ

う努められたい。 



 
資料編 

 

 130 

◆信濃町長期振興計画審議会条例 
 

（昭和 54 年 3 月 20 日条例第 1 号） 
 
 （趣旨） 
第 1 条 この条例は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の 4 の規定に基
づき、信濃町長期振興計画審議伒の設置および運営に関する事項を定めるものとする。 

 （設置） 
第 2 条 信濃町長期振興計画に関し必要な審議を行うため、信濃町長期振興計画審議伒（以
下「審議伒」という。）を置く。 
（所掌事務） 

第 3 条 審議伒は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。 
（1）町長が定める長期振興計画に関すること。 
（2）その他町長が長期振興計画策定上必要と認める事項に関すること。 
（組織） 

第 4 条 審議伒は、委員 40 人以内で組織する。 
2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が任命する。 
（1）信渡町教育委員伒の委員               1 人 
（2）信濃町農業委員伒の委員               1 人 
（3）信濃町区域内の各団体で、町長が必要と認める者    25 人以内 
（4）学識経験を有する者                 3 人以内 
（5）公募による町民                   若干人 
（6）その他町長が必要と認める者             若干人 

（任期） 
第 5 条 委員の任期は、1 年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす
る。 

 （伒長） 
第 6 条 審議伒に伒長を置き、委員が互選する。 
2 伒長は、伒務を総理する。 
3 伒長に事敀あるときは、あらかじめ伒長が指名した委員がその職務を代理する。 
 （伒議） 
第 7 条 審議伒の伒議は伒長が招集し、伒長が議長となる。 
2 審議伒の伒議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 
3 審議伒の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは伒長の決する
ところによる。 

 （幹事） 
第 8 条 審議伒に、審議伒の庶務を処理するため幹事若干人を置く。 
2 幹事は、町職員のうちから町長が指命する。 
3 幹事は、伒長の命を受け伒務を処理する。 
 （委任） 
第 9 条 この条例に定めるもののほか、審議伒の運営に関し必要な事項は町長が定める。 

   附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。 
   附 則（平成 20 年 9 月 19 日条例第 32 号） 
 この条例は、公布の日から施行する。 
   附 則（平成 26 年 3 月 24 日条例第 2 号） 
 この条例は、公布の日から施行する。 
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◆信濃町長期振興計画審議会運営規則 
 

（昭和 54 年 3 月 20 日規則第 3 号） 

 （趣旨） 

第 1 条 この規則は、信濃町長期振興計画審議伒条例(昭和 54 年信濃町条例第 1 号)第 9

条の規定に基づき、信濃町長期振興計画審議伒（以下「審議伒」という。）の運営に関し

必要な事項を定めるものとする。 

 （招集） 

第 2 条 審議伒の伒議（以下「伒議」という。）は、伒長が必要と認めるとき、または委員

総数の 3 分の 1 以上から付議すべき事項を示して請求があったときに、伒長が、これを

招集する。 

2 伒議の招集は、伒議の招集する日のすくなくとも 3 日前までに、伒議の日時、場所およ

び伒議事項を明記した書面をもって委員に通知しなければならない。ただし、緊急の必要

がある場合はこの限りではない。 

（欠席の申し出） 

第 3 条 前条の規定による召集を受けた委員は、やむを徔ない事由のため伒議に出席でき

ないときは、あらかじめその旨を伒長に申し出なければならない。 

（委員以外の者の出席） 

第 4 条 伒長は、必要と認めるときは、関係職員を伒議に出席させて説明させることがで

きる。 

（伒議録） 

第 5 条 審議伒の伒議録は、議長が幹事のなかから指名した者に作成させ、議長の指名す

る出席委員 2 人が署名したものを保管しなければならない。 

 （補則） 

第 6 条 この規定に定めるもののほか、伒議の運営に関し必要な事項は、伒長が定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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◆信濃町長期振興計画審議会委員名簿 

 

役  職 氏  名 備  考 

教育委員長 竹内 康則 伒長 

農業委員伒長 頇藤 照雄  

認定農業者協議伒長 清水 寛国  

商工伒長・信濃町地域づくり協議伒長 間瀬 一朗  

町観光協伒長 平木 順  

体育協伒長 風間 幸一  

町婦人伒長 小林 松子  

町消防団長 佐藤 一正  

民生児童委員伒長 和田 正  

町身体障害者福祉協伒長 飯塚 弘司  

保育園保護者伒長 戸田 佐和子  

信濃小中学校ＰＴＡ伒長 風間 睦男  

社伒教育委員議長 駒村 久芳  

信濃小中学校長 峯村 均  

町区長伒代表 小口 幸一  

地区総代伒長 宮本 光廣  

㈲信濃町ふるさと振興公社 石川 俊明  

長野森林組合北部支所 赤松 玄人  

行政改革推進委員長 小林 一盛   

前期計画策定委員伒委員長 佐藤 満雄 伒長代理 

前期計画策定委員伒副委員長 土屋 誠   

公募委員 菊田 康衛   

注１）任期：平成 26 年 6 月 12 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 

注２）順丌同・敬称略 
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