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Ⅰ 調査の概要 

（１）調査目的 

本調査は、信濃町第５次長期振興計画後期基本計画（平成 27年度～平成

31 年度）の策定にあたって、町民参画の一環として、町内で活動する各種

団体の現状と課題、今後のまちづくりへの要望・提案等を把握し、計画づ

くりの基礎資料を得るために実施したものです。 

 

（２）調査対象及び調査方法 

項  目 内   容 

調査対象 町内で活動する各種団体（22団体） 

調査方法 意見記入票（記述式）の配布・回収（郵送法） 

調査時期 平成 26年９月～10月 

 

（３）調査対象団体 

分  野 団 体 名 

１．福祉健康分野 

○信濃町老人クラブ連合会 

○やよい会 

○ひまわり会 

・スポーツ推進委員会 

２．生活環境分野 

○日赤奉仕団 

○信濃町交通安全協会 

・花仲間 

３．産業振興分野 

○野尻湖漁業協同組合 

○信州打刃物工業協同組合 

・旅館組合 

・食生活改善会 

・商工会青年部 

４．教育文化分野 
○かたかご童話会 

○子ども育成連絡協議会 

５．行財政等分野 

○信濃町改善グループ 

○ＮＰＯ法人山壮辿子
やまもりてんこ

盛
もり

 

○ＮＰＯ法人信濃町スポーツ企画サービス 

○ＮＰＯ法人ざいごう 

○ＮＰＯ法人みんなの家 

○ＮＰＯ法人絆 

・ＮＰＯ法人信州地球環境アカデミー 

・ひとときの会 

注)〇印は意見記入票回収団体 
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Ⅱ 要望・提案等のとりまとめ 

意見記入票に記入された各種団体の現状と課題、要望・提案等(Ⅲ参照)

から、今後のまちづくりへの主要な要望・提案等を抜粋・要約し、分野ご

とに整理すると、以下のとおりとなっています。 

 

分 野 主要な要望・提案等 

１．福祉健康
分野 

①広報等による各団体の活動紹介及び町民への協力依頼 

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） 

⑥一人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少子化対策の推進 

⑫国が推進する地域包括ケアシステムの早急な構築 

２．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） 
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３．産業振興
分野 

①野尻湖周辺の整備（人々が集える場づくり） 

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) 

４．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保育所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生かし合いながらかかわる

機会の拡充 

⑦町の特色（自然・農業など）を生かした地元に密着した教育

の推進 

５．行財政等
分野 

（まちづくり

全体にかかる

内容含む） 

①人口減少対策（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、生かせる団体づくり 

③少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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Ⅲ 各種団体の現状と課題、要望・提案等 

１．福祉健康分野 

（１）信濃町老人クラブ連合会 

【団体等の現状と課題】 

○ 現状について 

・平成 26年４月１日現在 ５クラブ 会員数 497名 

（平成 24年３月まで ８クラブ 会員数 774名） 

・性別 

男性 205名（41.2％） 

女性 292名（58.8％） 

・年齢別 

60歳～65歳未満  26名（ 5.2％） 

65歳～70歳未満  52名（10.5％） 

70歳～80歳未満 177名（35.6％） 

80歳～90歳未満 200名（40.2％） 

90歳以上     42名（ 8.5％） 

○ 活動状況 

・集落の公共施設等の清掃作業 

・研修旅行の実施 

・町長杯・老連杯のゲートボール大会 

・各支館主催の各種学級への協力参加 

○ 問題点・課題等 

・役員の成り手がなく、会の存続が難しくなってきている。 

・会員の減尐、特に 60歳代の入会者が尐ない。 

・事業のマンネリ化 

○ 今後の対応 

・若手会員の加入促進と各種行事等への参加呼びかけ 

・町広報等で活動状況の紹介 

 

【今後のまちづくりへの要望・提案（専門分野に関して）】 

○ 入所施設の拡充強化 

・おらが庵の利用定員の増床 

・行政の支援 
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○ 信越病院の充実・在宅医療の充実 

・訪問看護の強化 

・ショートステイの拡大 

○ 各種健康診断の受診率向上対策 

・受診率向上への取り組みの強化 

 

【今後のまちづくりへの要望・提案（町全体の視点から）】 

人口減尐対策について（人口減尐が続く限り町の発展は望めない） 

○ 若者定住施策の推進 

・農業・林業への就労支援 

・受け入れ体制の強化 

○ 町内企業の強化育成 

・企業誘致 

・既存企業の育成支援 

○ 子育て支援の充実 

・子育てへの経済的支援 

 

（２）やよい会 

【団体等の現状と課題】 

○ おらが庵において、年間約 90 日、会員 22 名で基本的に２人体制で９：

30～12：30までボランティア活動を行っている。 

○ 会の発足は昭和 61年であり、会員の高齢化に伴い、減尐の一途をたどっ

ている。毎年会員の募集を行っているが、増員は難しい状況である。 

○ 個人主義の現代の風潮をそのまま反映している状況が、わが町にも確実

に訪れていると思う。 

○ 助け合いの精神・思いやりの精神を、幼尐期から養っていくことが大切

ではないか。そのためには、地域・職場・学校・育成会等の活動が不可欠

だと思う。大きな流れをつくる行政の指導がほしい。 

 

【今後のまちづくりへの要望・提案（専門分野に関して）】 

○ 認知症に対する地域の方たちの知識不足が気になる。正しい知識を持っ

て対応することが大切であるにもかかわらず、知識がないために誤解がど

んどん大きくなり、結局は孤立させてしまう状況になってしまう（特に初

期～中期の段階）。各サークル活動をしている人だけでなく、地域の中へど

んどん入ってきて、「認知症とは」という講演をしてほしいと思う。 
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○ 認知症は早期発見が難しいと言われているが、早く発見できれば、状態

を遅らせることができる現在、総合検診の時とか（通院者に対しては、病

院での年１回の検診の時とか）に行い、その結果で、予備軍になってしま

った人、またなりそうな人には、機能回復訓練等をするシステムづくりが

必要と思う。 

 

【今後のまちづくりへの要望・提案（町全体の視点から）】 

○ 素晴らしい観光資源の一つである野尻湖周辺を整備し、人々が集える場

をつくってほしい。最高の避暑地である信濃町に涼を求めて１日ゆっくり

過ごせる空間づくりをする。 

○ これからの世代を担っていく若者のパワー・知力を集結し、生かしてい

けるような団体をつくり、「まちづくりをする」意識を育てていく政策が必

要なのではないか。 

 

（３）ひまわり会 

【団体等の現状と課題】 

○ 活動状況 

・共同作業所ひだまりセンターでの作業の見守り・支援（毎週）。 

・自立支援のためのデイケアへの参加。調理・運動・話し合いなどの活

動をともに行う（毎週）。 

・おらがの里の入所者さんとの交流（月２回）。 

 ○ 課題 

課題は、若い人たちの参加がないことである。活動場所までの移動が困

難な人もおり、活動に制限が出てしまう。会員相互の交流の場が尐ないの

で、経験を伝えたり、悩みを相談したりしにくい。 

 ○ 行政に望むこと 

会員の研修で出かけるとき、以前のように町のマイクロバスを使わせて

もらえるとよいと思う。 

 

【今後のまちづくりへの要望・提案（専門分野に関して）】 

○ 各地域で取り組んでいるお茶会は継続されるとよいと思う。 

○ バスの停留所を兼ねたような寄合所があると気楽に集まれるかもしれな

い。一人暮らしの人も、障がいを持つ人も、介護をしている人も、気軽に

集える場所があるとよい。そこにボランティアも協力できるとよい。 
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【今後のまちづくりへの要望・提案（町全体の視点から）】 

○ 話し合いを丁寧にすることが欠けていると思う。ゆっくり時間をかけて

尐しでも広い範囲の人の声を聞いてほしい。話しやすい雰囲気は、話を聞

こうという態度の有無によると思う。 

○ 担当者（役場職員も含めて）が、もっと人の集まっているところに足を

運んで、やりたいことを説明したり、作成した案に意見をもらったりする

とよい。アイデアも出るかもしれない。話し合いに参加した人は、きっと

その取り組みに関心を持ってくれると思う。 

 

２．生活環境分野 

（１）日赤奉仕団 

【団体等の現状と課題】 

○ 日赤奉仕団は、近隣または町内に災害などのない限り、研修会やトン汁

フォーラム、各地区の防災訓練などに参加させていただいている。 

○ しかし、団員は高齢化し、一部の人々しか行事に参加せず、大半のメン

バーには動いてもらえない。また、若い人の加入に期待しているが、勧誘

活動はしていない。 

 ○ 男性や若年の女性にも参加してもらいたいが、子育てなどで忙しい方々

には無理は言えない。このままでは「しりすぼみ」になると思う。 

 

【今後のまちづくりへの要望・提案（専門分野に関して）】 

○ このごろ、人々の関係がとても希薄になり、他の人に干渉もしないし、

関心もないようである。特に、冬の間は各人が家に閉じこもっているよう

に見える。 

○ 隣のＪＲ関山駅に、週に３～４回、ボランティアの人々によってオープ

ンしているカフェがある（３回ほど行った）。よい感じである。運営方法な

どを聞いたが、まねをしてみたいと思う。 

○ 精神障がい者にもっと手厚い政策をお願いしたい。 

 

【今後のまちづくりへの要望・提案（町全体の視点から）】 

○ 団塊の世代がどんどん高齢化していくので、もっと大型の高齢者介護施

設を関東などから誘致したらと思う。高齢者も増えるが、若い人の働く場

所も増えるし、また入居者のご家族などの来町も期待できるのではないか

と思う。 
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（２）信濃町交通安全協会 

【団体等の現状と課題】 

○ 信濃町交通安全協会は、上部には長野安全協会があり、免許証の更新の

ときに協会への入会の案内があるが、信濃町の人口に対し、加入率が低い

のが現状である。会費は、交通安全運動のキャンペーン、街頭における安

全指導、交通弱者（子ども・高齢者・自転車）の保護活動、広報活動に使

用されている。また、加入率に対し、信濃町交通安全協会に交付金として

補助がある。 

○ 信濃町交通安全協会は、平成７年に、協力費１戸 500円、信濃町補助金、

安全協会補助金で発足した。以前は、４地区ごとに安全協会が運営され、

信濃町補助金、地区補助金、地区会費、安全協会補助金で運営されていた。 

○ 信濃町交通安全協会は、本会及び事務局、各分会野尻・柏原・古間・富

士里の４地区で運営されている。 

○ ボランティア活動は、どこの会も同じと思うが、役員選出に困難してい

る。特に安全協会は春から町の行事等で出勤回数が多い団体である。町の

広報等で各団体の活動報告及び町民への協力のお願いをしてほしい。 

 

【今後のまちづくりへの要望・提案（専門分野に関して）】 

○ 運転免許自主返納高齢者支援事業について 

県内で発生する運転交通事故のうち、65 歳以上の高齢者が加害者となる

事故は全体の３割にのぼり、特に 70歳～85歳の高齢のドライバーが起こす

事故が多くなっている。 

長野市内３地区の交通安全協会（長野交通安全協会、長野南交通安全協

会、松代交通安全協会）は、70 歳以上の高齢者が運転免許を自主返納し、

交通事故防止活動を強化している。また返納運転者には「おでかけパスポ

ート」というバス券を交付している。 

信濃町においても、多くの高齢者のドライバーが見られる。山間地区と

いう問題もあるが、検討してほしい。 
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３．産業振興分野 

（１）野尻湖漁業協同組合 

【団体等の現状と課題】 

○ 年々観光客が減っている。 

○ 観光客の増加を図る政策、例えば高速道を使い、信濃町インターを利用

した客に割引券を出すなどの取り組みが必要である。 

 

（２）信州打刃物工業協同組合 

（意見なし） 

 

４．教育文化分野 

（１）かたかご童話会 

【団体等の現状と課題】 

○ 活動状況 

平成６年に発足し、約 20年たった。地域の宝である民話の採集に取り組

み、町制 40周年を記念し、「信濃町の民話」を刉行していただいた。現在、

信濃小中学校で読み聞かせ（月１回）をしている。自分たちの住んでいる

地域の歴史の重み、言い伝えられている事象、素晴らしさを子どもたちに

伝えたいという気持ちから、民話を語っている。また、民話だけでなく、

会員の選んだ本の読み聞かせもしており、地域のおばさんたち（かたかご

童話会）と子どもの交流にも心がけている。パソコンを使い、民話を紙芝

居にし、オフトーク、おらが庵、おらがの里、お祭り、文化展に参加し、

自分たちの生涯学習を兼ね、楽しませていただいている。 

 ○ 課題・要望等 

やはり、年を重ねて、会員の高齢化も抱えている。次世代へバトンタッ

チができるのかが課題である。できるだけ自分たちでできることは自分た

ちでをモットーにしているが、今後は、町民が自由に利用できる図書館の

増設が必要だと思う。そこに年配から若い方が集まり、ディスカッション

（情報交換）ができれば幸いである。読書だけに限らず、色々な発想が出

てくるかもしれない。やはり、そこには責任感の強いリーダーが必要であ

るが。 
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【今後のまちづくりへの要望・提案（専門分野に関して）】 

○ 教育文化 

一茶生誕の地である信濃町で、子どもたちの俳句指導を継続的にしては

どうだろうか。子規の里松山市では成果が上がっているようである。すべ

て先生にお任せでは大変だと思うので、地域の俳句指導者に委ねることも

一つの案だと思う。 

○ 福祉健康 

リハビリを希望する人にとっては、デイサービスでは物足りなさを感じ

るようである。信越病院でデイケアが受けられるようにしてほしい。 

○ ボランティアセンターの設立 

社会福祉協議会から独立し、独自に企画、決定、各グループの連絡等々、

地域の人が行きやすく、意見が自由に言える場所にする。これからますま

す高齢化社会になり、行政だけに頼るのは無理だと思う。 

 

【今後のまちづくりへの要望・提案（町全体の視点から）】 

○ 何事においても、人材は大切です。自分に与えられた仕事だけでなく、

またあなた任せでなく、積極的に行動に移せる人が多くなると、信濃町も

よい方向に向かうと思う。町民の発想に行政がバックで応援してくれるだ

けで、町民も勇気が出て前へ進めるものである。何でも行政に頼るのでは

なく、自主的にできることは町民の手で進むためにも、職員の方の気持ち

の上での協力を期待したい。 

○ 各地区の協力体制が不足していると思う。人口減尐の中、大きな視野で

物事を考えてほしいものである。 

○ 町の特色を真剣に考え、大切なことにまとめて補助金を出す。その年に

成果が出なくても先を見越して考えてほしい。 

 

（２）子ども育成連絡協議会 

【団体等の現状と課題】 

○ 尐子化に伴い子どもの数が減尐し、地区ごとにある育成会活動が困難と

なっている地域もある。 

○ 子どもの成長を学校と家庭だけでなく地域全体で支えるためにも、育成

会活動は重要なので、引き続き町からの育成会への補助をお願いしたい。 

○ また、子育て支援を充実させ、尐子化対策をお願いしたい。 
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５．行財政等分野 

（１）信濃町改善グループ 

【団体等の現状と課題】 

○ グループ全体の高齢化と新しい会員の加入がないため、グループを存続

していくのが難しくなってきている。 

 

【今後のまちづくりへの要望・提案（専門分野に関して）】 

○ 私たち生活改善は、今特別な活動はしていないが、年齢を問わず多くの

グループができて、グループができることによって、何か町がやろうとし

たときに協力ができればよいかと思う。 

○ 去年度は食育活動の一部として、子どもたちとひまわり・さつまいもな

どをつくって、子どもたちが農業に関心を持ってもらえるように活動した

が、町でも定期的にこのような取り組みをしてもらい、信濃町で農業を行

う若者を増やしてもらいたいと思う。 

 

【今後のまちづくりへの要望・提案（町全体の視点から）】 

○ 何が不足しているのかはよくわからないが、町全体に活気がないような

気がする。若者が外に出なくても働ける場所、一年を通してできる農業施

設の補助などが必要な気がする。 

 

（２）ＮＰＯ法人山壮辿子盛 

【団体等の現状と課題】 

[体験活動] 

○ 現在、町内外問わず、子どもたちに対して学校ではできない野外体験を

たくさん味わってもらおうと活動中である。体験教育イベントの企画・告

知を行うも、参加者が集まらず、イベント催行がままならない状況である。 

○ 参加者を増やしていくにはどうするかが課題であり、町内の子どもに関

しては参加しやすい環境づくりが必要である（町内の児童・生徒について

は地域の活動、スポーツ団体の活動その他で、親子とも忙しいためか、ほ

とんど参加なし）。 

○ 学校の時間外の参加が難しい状況で、恵まれたフィールドの中にいなが

らも、町内の子どもは森遊びの体験等が意外に尐ない。感性や生きる力を

育むのなら、幼いころから自然にふれる体験の機会を増やしていくことが

大切である。できるだけ保育所や学校のカリキュラムに入れてみてはどうか。 

や ま もり てん こも り 



 12 

[森林整備] 

○ 契約している別荘地、企業所有林等、公園や体験教育に利用するフィー

ルド整備を行っている。年間を通じて仕事があるわけではないので、常雇

いの若年層に仕事を頼みたいが、それができない。逆に仕事を多く入れた

としても常勤者がいないので、仕事をこなせないというジレンマがある。

ペンションなどのメインの仕事を持ちながら、作業に参加してもらうとい

う形をとっているが、その状況ではプロが育ちにくく、また、高齢化して

きているので若い力がほしい。 

○ 整備したフィールドを子どもたちの体験活動のためにもっと活用してほ

しい。また、町内の荒れたフィールドを整備する機会があるとよいと思う。 

 

【今後のまちづくりへの要望・提案（専門分野に関して）】 

○ 景観が美しくないと思う。道や森が荒れていると感じる。移住したいと

か、遊びに来たいと思う場所にはなりにくいと思う。夏期の道路の荒廃を

なくす。草刈や、森（見えるところは特に）をきれいにしてほしい。ＮＰ

Ｏ団体を使って整備していき、観光資源をもっと美しくし、誰もがまた来

たいと思う信濃町に変えていってはどうか。 

 

【今後のまちづくりへの要望・提案（町全体の視点から）】 

○ 不足しているのは活気。若い人が移住しやすい環境。雇用や、若年層が

定住するための住居や補助制度など。 

○ お年寄りのよいところ（知恵袋、がまん強さ＝根気よく子どもに話し聞

かせてくれるなど）と、子どものよいところ（可愛らしさ、元気・活気な

ど）をそれぞれ生かし合う形でのかかわり合いをもっと増やしていっては

どうか。減っている子どもを地域で育てるという意識で親以外の人にもど

んどんかかわってもらうようにしていく。ただし、ボランティアでは優秀

な人材は何度も来てくれないと思う。謝金を出して継続的に行うのがよい

のではないか。 

○ 町財政の中では厳しいというのであれば、どこからか補助金をとってき

て、解決されてはいかがか（すべてにあてはまることと思う）。 

 

（３）ＮＰＯ法人信濃町スポーツ企画サービス 

【団体等の現状と課題】 

○ 活動状況 

・スポーツ施設の管理運営 

・スポーツイベントの企画運営 
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・県内外からのスポーツ合宿誘致活動、情報提供 

○ 課題 

・黒姫農村広場施設の利用者の減尐により施設利用目的の再検討 

・宿泊施設不足 

 

（４）ＮＰＯ法人ざいごう 

【団体等の現状と課題】 

○ 事業実施状況 

・信濃町及び上越市近郊に移住を希望する人に対し住宅及び住宅情報を

提供する事業 

・田舎暮らし体験生活の受け入れ事業 

・既移住者間の相互交流事業 

 ○ 平成 25年度の具体的事業内容と成果及び課題 

・移住希望者に対し賃貸住宅の提供及び売買物件情報の提供 

① 住宅情報の提供としては、売買７件、賃貸６件の問い合わせに

情報を提供した。その結果、新たに２件の賃貸借契約を締結し、

また売買２件が成約することができ、合わせて７名の信濃町移住

が実現した。 

ざいごうの活動開始以来、延 80名前後の方が移住している。 

② 最大の隘路は資金不足である。当団体では、町内の空き家を賃

借し、それに修繕を施し、修繕費を家賃に上乗せして転貸してい

る。しかし、信濃町には空き家がたくさんあるが、いずれも老朽

化が著しく、多額の修繕費をかけないと賃貸物件として活用でき

ない。 

  また、当団体から賃貸物件の家主に支払う家賃負担も無視でき

ない。 

・無料宿泊施設「田野
た の

志
し

荘
そう

」の運営 

① 11 月までの間に７組が物件探しのために「田野志荘」に一時滞

在し、物件の内見や観光等で信濃町を体験した。また、長野県の

元気づくり支援金を活用し体験施設を改修した。 
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② 「田野志荘」は、百数十万円の修繕費をかけて古い民家を借り、

無料宿泊施設として提供していることから、いずれは賃貸借契約

が終了し返さなくてはならない。 

・既移住者による「田舎好き倶楽部」の運営 

① 春の田舎好き倶楽部総会、夏のバーベキュー、秋の蕎麦打ち講

習会及び新蕎麦会、新年会を開催した。各行事には子どもを含め

て約 40名が参加している。 

② 既移住者の孤立を避けるという初期の目的はほぼ達成できたと

考えている。これからは、さらに発展させ社会奉仕活動等を目指

す。 

 

【今後のまちづくりへの要望・提案（専門分野に関して）】 

○ 空き家対策が必要である。信濃町は観光地であり、老朽化した空き家が

点在すると町の雰囲気が暗くなり、観光地として悪影響を受ける。そこで

「空き家条例」を制定し、空き家の解消を目指す。 

① 老朽化して修復不可能な建物は解体処分する。 

老朽化した空き家は町を暗くし、荒んだ雰囲気を醸す。また、

犯罪の誘発にもつながりかねない。所有者の特定や所有権の扱い

等の問題はあるが、先進事例を参考に知恵を絞るべきと考える。 

② 修復可能な物件は修復費用を補助し、賃貸物件等としての活用

を推進する。 

時々空き家を貸してもよいという方がいるが、物件を見るとと

ことん使い切るか、長期間放置していたため、老朽化が激しく修

繕費がかかりすぎて手が出せない状態の物件がほとんどである。 

多尐の修繕費をかけても賃貸物件にすれば、一定の家賃収入が

見込めること、空き家のまま放置することの問題点を啓発する必

要がある。 

③ 古民家等、文化財としての価値がある建物は、極力保存し、観

光資源として活用する。 

文化財として貴重な古民家が朽廃し次々と取り壊されている。

その保存に本腰を入れて取り組む必要がある。 

「信濃村教会」や国際村等、信濃町にはカナダの建築家ボーリ

ズによる建物が多数あり、重要な観光資源として活用できる。建

物の所有者はその価値に気づいていないことも多く、早急な保存

対策が必要である。とりあえず写真をとりカレンダー等に仕立て

ることも検討したらいかがか。町民の皆様に対する意識づけに有

効と思われる。 

木造旧古間小学校の保存も焦眉の急である。 
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④ 行政と町内活動団体との定期的な意見交換会を行う。 

このたびの行政による各団体に対する意見調査はとても有意義

である。これを一回限りで終わらせず、年に一回ないし二回程度

定期的に会議を持ち、人口増や町の活性化のための対策や役割分

担により、行政と各団体の活動を補い合う必要がある。 

 

【今後のまちづくりへの要望・提案（町全体の視点から）】 

○ 観光資源の掘り起こしと開発 

信濃町にはまだまだ埋もれた観光資源がたくさんあると思われる。埋も

れた資源を掘り起こし活用すべきである。前述のように、カナダの建築家

ボーリズの建物は、軽井沢町では観光資源として活用している。この他、 

① 一茶句碑めぐり 

② 各家庭のオープンガーデン 

③ 黒姫の「天狗の麦飯」 

④ 随所に湧く清水 

⑤ 野尻湖のクニマス 

⑥ タケノコ汁 

⑦ とうもろこしやソバ畑のオーナー制度 

等の検討の価値がありそうである。そのためには、何が観光資源となる

のか、判断力が必要である。 

○ 冬期間のみ利用する共同住宅の設置 

信濃町は「雪五尺」と言われるほど雪深い地域である。近年町民の高齢

化が進み、一人暮らしのお年寄りにとって、冬を越すのはとても難儀であ

る。そこで、冬期間だけの空き家を利用した共同住宅の設置を提案する。

入居対象者は自立した高齢者で、立地は買い物や交通が至便の処とし、地

域の有志が入居者の生活支援を行う。 

○ 修景 

信濃町は豊かな観光資源に恵まれているが、町並全体のデザイン（修景）

ができていない。小布施町のように、条例を制定して統一した町並みをつ

くり上げるべきと考える。 

例えば、古間商店街はアスファルト舗装とコンクリートで固め、無機質

な景観になっており、誰もが商店街を散歩したいとは感じられない。古間

商店街を往時の松並木と石組みの用水を復活させることにより、皆が散歩

したくなる商店街に生まれ変わることができる。 
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○ 町内起業の支援 

現在、商工会議所で起業塾を実施しているが、町内で起業したい人にと

って必ずしも十分とは言えない。支援制度を制定し、企画案を公募して優

秀な企画に対して支援制度を適用する。 

また、世界規模に拡大した経済と市場原理の土俵で経済活動をしても、

価格競争と富の流出を招くだけで得策ではない。バイオマス発電、バイオ

マス燃料、小規模発電等、地域の特色を生かした地域完結型の経済を目指

すべきと考える。価格競争に巻き込まれず、生まれた富を地域に留保する

ことにより、雇用を創出し、より豊かな社会が生まれる。 

 

（５）ＮＰＯ法人みんなの家 

【団体等の現状と課題】 

○ 現在、障がい者施設（ひだまりセンター、グループホーム）の運営を食

事及び環境に力を入れて行っているが、知的・精神障がい者の多くは精神

薬を服用しており、心身が不安定になるとどんどん薬が増量され、その副

作用により本来の指導や支援ができなくなるという問題が起こっている。 

○ 特に近年は、食品添加物、除草剤、プラスチックなど化学物質の多用に

より、妊娠中や保育期間における子どもの脳の発達に悪影響を及ぼし、発

達障がいの人が増えている。この人たちは、やがて思春期の人間関係や就

職後の業務でつまずき、そのストレスにより精神症状が悪化してしまう。 

○ また、社会環境のストレスで神経系伝達物質の分泌に異常をきたし、統

合失調症やうつ病になる人が増えている。 

○ そのためには、以下のような、子どもの頃からの対応や教育による予防

がとても大切であると痛感している。 

・注意深く小さい頃から行動を観察し、早期に対応する。 

・小さい頃からストレスに強いあるいはストレスを回避できる論理的な

思考を身につける。 

・若い人や小さい子どもを持つ親には家庭での食事や日常生活の助言を

行う。このような学校教育とは別の教育の場づくりや学校と家庭の連

携についてよく考えてほしいと思う。 

 

【今後のまちづくりへの要望・提案（専門分野に関して）】 

○ 今後は、町を支えていく子どもたちの健全な育成、教育が最も大切であ

ると思う。他所と同じ画一的な教育をするのではなく、信濃町の特色（自

然、農業など）を生かした地元に密着した教育をしてはどうだろうか。そ

うすれば自ずと小さい頃から町のよさがわかり、定住やＵターンにつなが

るのではないかと思う。 
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 ○ こういう情報過多の時代には、情報に流されることなく“じっくりと自

分で考えることができる”ということが重要で、情報が氾濫する都会より

田舎の方がずっとよい子どもの教育ができるはずである。 

 ○ そのためには、以下のことを私自身実施したいと思っている。 

・江戸時代の寺子屋塾をイメージして、親御さんの指導を含め、まずは

家庭で自分１人で学習ができる子どもを育成する。 

・その子の得意な分野を見つけ、素質や能力を伸ばす教育をする。 

 

【今後のまちづくりへの要望・提案（町全体の視点から）】 

○ この町でもそうだが、商店街の衰退が大変問題である。若い人は町外の

企業に就職し、町外に居を構えたり、町外に買い物に行くなど空洞化して

いる。つい最近では長年営んでこられたパン屋さんが閉まってしまったし、

もう一軒のパン屋さんは後継者がいないと聞く。物づくりは産業の基礎で

ある。生活全体が町内で完結するような“幸せな”まちづくりを目指して

ほしいと思う。 

○ そのためには、以下のことを実施してはどうか。 

・後継希望者を募集し、店主が教える職人塾を開く。 

・良品を一堂に集めたセレクトショップを住民が集まりやすい場所に開

店し、個人商店の商品を紹介したり、購入してもらう。 

 

（６）ＮＰＯ法人絆 

【団体等の現状と課題】 

○ 現状 

信濃町にお住まいの方に限定した「地域密着型の介護サービス」の中の

「認知症対応型共同生活介護事業（グループホーム）」を中心とした介護福

祉活動をしており、現在９人の認知症高齢者の方に対するサービス提供を

行っている。 

○ 課題 

入居者が可能な限り住み慣れた地域（環境）で、自分らしい暮らしを人

生の最期まで続けることができるようにするためには、当事業所と医療機

関とが医療連携をとり、定期的な往診な訪問介護等の在宅医療を受けたい

のであるが、そのための医療機関や訪問看護ステーションがないため、受

けられなくて困っている。 

下記に述べる現状を踏まえ、平成 29年をめどに１ユニット増やす必要性

がある（グループホームの入居定員は１ユニット９人で同一敷地内で２ユ

ニットまでとされている）。 



 18 

【今後のまちづくりへの要望・提案（専門分野に関して）】 

[信濃町の現状と課題] 

○ 現状 

日本は、諸外国に例を見ないスピードで高齢化が進行している。65 歳以

上の人口は、現在 3,000万人を超えており（国民の約４人に１人）、2042年

の約 3,900 万人でピークを迎え、その後も、75 歳以上の人口割合は増加し

続けることが予想されている。 

このような状況の中、団塊の世代（約 800万人）が 75歳以上となる 2025

年（平成 37年）以降は、国民の医療や介護の需要がさらに増加することが

見込まれている。 

信濃町の統計をみると、65歳以上の方の人口は、全国では 23％、長野県

では 26.5％、信濃町では、なんと 33.4％で、すでに危機的状況にきている。 

国はそのための方策として、今のうちから介護保険制度や医療保険制度

を改定し徐々に準備を進めている。来年 2015年度から、負担のかかる特別

養護老人ホーム（信濃町ではおらが庵）の入所者を要介護３以上に制限し

た。さらに３年後の 2019年には療養型病床（信濃町では信越病院のコスモ

ス病棟）が廃止されることも以前から決定されている。 

○ 課題 

おらが庵では入所者を制限され、信越病院では療養型の病床がなくなり、

近隣市町村の介護施設等も満床で受け入れ不可能。国の方針は在宅医療・

介護だが現実的には困難な状況下で信濃町の高齢者は今後どうしたらよい

のだろうか。 

○ 方策 

国が推進する地域包括ケアシステムの構築 

厚生労働省においては、2025年（平成 37年）をめどに、高齢者の尊厳の

保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自

分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的

な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進してい

る。 

信濃町においては早急に地域包括ケアシステムを構築する必要がある。 
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【今後のまちづくりへの要望・提案（町全体の視点から）】 

○ 課題 

わが町の人口減尐は深刻な状況となっている。働き手である若者が減尐

し、町に賑わいが失われている状況を改善し、いかに若者を地域内に定住

させるかが喫緊の課題だと思われる。 

一方、近年、社会・経済情勢が変化する中で、故郷、田舎暮らしに魅力

を感じる人も増えており、都会から地方へ、Ｕターン、Ｉターンという形

で移動していく若者も見られる。このような中、定住促進施策に力を入れ

る地方自治体が増えているようであるが、わが町においても限られた予算

の範囲でいかに有効な対策を講じることができるのかを考え、町民が一体

となって取り組んでいくことが最も必要な課題だと思う。 

○ 方策 

若者定住のための方策として、次に挙げる助成金を交付する。 

① 家賃・住宅助成金 

「住宅購入助成」、「改築・改修費助成」、「住宅家賃助成」、「固

定資産税相当額助成」、「住宅ローン利子補給」、「住宅地購入助

成」など 

② 子育て助成金 

「保育料助成」、「通学費助成」、「就学祝金助成」、「育児手当助

成」、「奨学金助成」、「修学旅行費助成」、「給食費助成」、「教材

費助成」、「認可外保育料助成」、「医療費助成」など 

③ 雇用助成金 

「雇用主に対する助成」、「個人に対する就労助成」など 

④ 新規起業・就農助成金 

「新規起業助成」、「就農助成」など 

⑤ 結婚・出産助成金 

「結婚祝金助成」、「出産祝金助成」など 

⑥ 転入助成金 

「転入助成金」 

⑦ 若者の結婚支援事業 

「交流イベント」、「お見合い・パーティー」、「相談所、相談人

設置」、「セミナー」、「イベント委託助成」、「活動支援金」、「仲

介奨励金」、「披露宴助成」など 

 


