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１ 調査の目的と長期振興計画の体系 
本報告書は、現行の信濃町第５次長期振興計画前期基本計画（平成 22年

度～平成 26年度）に掲げたすべての施策について、その達成状況及び今後

に残された課題等を調査してとりまとめたものであり、信濃町第５次長期

振興計画前期基本計画を点検・評価する資料として、また信濃町第５次長

期振興計画後期基本計画（平成 27 年度～平成 31 年度）策定のための基礎

資料として活用していくものです。 

なお、調査対象である信濃町第５次長期振興計画前期基本計画の体系は

以下のとおりです。 

 

信濃町第５次長期振興計画前期基本計画の体系 
 

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～ 

 

章 節 分野 

第１章 
みんなが健康
で安心して暮
らせるまちづ
くり 
（福祉健康） 

第１節 ピンピンコロリ・健康づくり 
（１）保健 

（２）地域医療 

第２節 福祉のまちづくり 

（１）地域福祉 

（２）高齢者福祉 

（３）障害者（児）福祉 

（４）低所得者福祉 

第３節 安心して子を産み育てること
のできる環境づくり 

（１）子育て環境 

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 

第２章 
安心安全な生
活をおくれる
まちづくり 
（生活環境） 

第１節 自然の恵みを楽しむまちづくり 
（１）環境共生 

（２）景観形成 

第２節 ゴミを克服するまちづくり 
（１）環境衛生 

（２）環境保全 

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 

（２）道路網 

（３）公共交通 

（４）地域情報・通信網 

将来像 
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章 節 分野 

第４節 住みよい生活環境づくり 

（１）住環境 

（２）上水道 

（３）下水道 

（４）雪対策 

第５節 安心安全な生活環境づくり 

（１）消防・救急 

（２）防災 

（３）防犯・消費者保護・
交通安全 

第３章 
地域の環境を
活かした産業
のまちづくり 
（産業振興） 

第１節 滞在・体験型観光のまちづくり （１）観光 

第２節 信濃町ブランドづくり （１）ブランド化 

第３節 地元商業が活性化するまちづ
くり 

（１）商業 

第４節 環境を活用・配慮した工業づ
くり 

（１）工業 

第５節 安定した雇用環境づくり （１）労働環境 

第６節 循環型の農業環境づくり 
（１）農業 

（２）農地活用 

第７節 森林資源を有効利用したまち
づくり 

（１）林業 

第４章 
全国に誇れる
教育・文化のま
ちづくり 
（教育文化） 

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 

第２節 文化の薫り高いまちづくり （１）地域文化 

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 

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 

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 

第５章 
住みたい・住み
続けたい住民
主体のまちづ
くり 
（行財政） 

第１節 官民協働によるまちづくり （１）まちづくり 

第２節 共に生きるまちづくり 

（１）青少年活動 

（２）男女共同参画 

（３）人権尊重 

（４）国際交流・地域間交流 

（５）広域行政 

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 

（２）行政情報 

第４節 行財政の健全なまちづくり 
（１）行政運営 

（２）財政運営 
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２ 調査の方法 
信濃町第５次長期振興計画前期基本計画の最小単位である「主要施策」

について、「前期基本計画達成状況調査シート」を作成し、担当職員による

自己点検と評価を行いました。評価基準日は、平成 26 年３月 31 日（平成

25年度終了時）とし、計画期間５年のうち、４年が終了した時点での評価

となっています。 

達成度については、以下の基準によりＡ～Ｅの５段階で評価しています。 

なお、施策の内容・性格によっては、評価の判断が困難なもの（意識の

啓発など）や達成状況を把握しづらいものもありますが、今回の調査では、

施策が及ぼす“効果”ではなく、“実施状況”（計画された施策をどの程度

実施したか）を中心に各施策を評価しています。 

 

達成度基準表 
 

達成度 評価内容 達成状況 

Ａ 
前期基本計画に掲げた施策を達成した。 

（ほぼ 100％実施した） 
ほぼ１００％ 

Ｂ 
前期基本計画に掲げた施策を概ね達成した。 

（75％程度実施した） 
７５％程度 

Ｃ 
現在、施策の達成に向けて動いている。 

（半分程度実施した） 
５０％程度 

Ｄ 
現在、施策の達成に向けて動き始めている。 

（施策に着手し、動き始めることはできた） 
２５％程度 

Ｅ 
現在、ほとんど手をつけていない。 

（施策に着手することができなかった） 
０％ 
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３ 達成度評価一覧 
信濃町第５次長期振興計画前期基本計画に掲げた「主要施策」の達成度

を一覧にすると、以下のとおりです。 

 

第１章 みんなが健康で安心して暮らせるまちづくり 

節 分野 主要施策 担当課・係 評価 

第１節 ピンピンコロ
リ・健康づくり 

（１）保健 
１．健康づくりの推進 

①各家庭にヘルパー一人を目指し住民の健康は各家

庭よりの啓発活動を実施します。 

住民福祉課保健予防係 Ｂ 

第１節 ピンピンコロ

リ・健康づくり 
（１）保健 

１．健康づくりの推進 

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、子育て不安の解消に努め

ます。 

住民福祉課保健予防係 Ａ 

第１節 ピンピンコロ

リ・健康づくり 
（１）保健 

１．健康づくりの推進 

③地域ごとに健康づくりの拠点をつくり、健康増進に関

する住民の意識の高揚、啓発に努め、健康診査、がん

検診の受診率向上を図ります。 

住民福祉課保健予防係 Ｂ 

第１節 ピンピンコロ

リ・健康づくり 
（１）保健 

１．健康づくりの推進 

④家庭訪問指導、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。 

住民福祉課保健予防係 Ａ 

第１節 ピンピンコロ
リ・健康づくり 

（１）保健 

１．健康づくりの推進 

⑤こころの健康についての知識の普及を図るととも

に、精神障害者に対する相談支援体制の充実を図り

ます。 

住民福祉課保健予防係 Ｂ 

第１節 ピンピンコロ
リ・健康づくり 

（１）保健 

１．健康づくりの推進 

⑥新型インフルエンザなどの感染症等に対する啓発

活動や予防対策に努めます。 

住民福祉課保健予防係 Ａ 

第１節 ピンピンコロ
リ・健康づくり 

（１）保健 

１．健康づくりの推進 

⑦健診や健康相談の機会を通して歯及び口腔の健康

増進に努めます。 

住民福祉課保健予防係 Ｂ 

第１節 ピンピンコロ

リ・健康づくり 
（１）保健 

１．健康づくりの推進 

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、学習会等を開催していきます。 

住民福祉課保健予防係 Ｂ 

第１節 ピンピンコロ

リ・健康づくり 
（１）保健 

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での

相談、健診、指導体制を充実します。 

住民福祉課保健予防係 Ｂ 

第１節 ピンピンコロ
リ・健康づくり 

（１）保健 
２．健康づくり体制の整備 

②住民主体で行なわれる健康づくりのための活動専

門スタッフを派遣するなどして支援します。 

住民福祉課保健予防係 Ａ 

第１節 ピンピンコロ
リ・健康づくり 

（１）保健 
２．健康づくり体制の整備 

③制度改正に対応するため、健康管理システムを逐

次更新し、効果的な健診データ管理を行います。 

住民福祉課保健予防係 Ｂ 

第１節 ピンピンコロ
リ・健康づくり 

（１）保健 

２．健康づくり体制の整備 

④健康づくり推進協議会を開催し、単年度の計画作成

と評価をしていきます。 

住民福祉課保健予防係 Ａ 

第１節 ピンピンコロ
リ・健康づくり 

（１）保健 

２．健康づくり体制の整備 

⑤保健師、栄養士、歯科衛生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。 

住民福祉課保健予防係 Ｂ 

第１節 ピンピンコロ

リ・健康づくり 
（２）地域医療 

１．信越病院の整備 

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。 

信越病院 Ｂ 

第１節 ピンピンコロ
リ・健康づくり 

（２）地域医療 
１．信越病院の整備 

②病院の耐震化工事の早期実施を目指します。 
信越病院 Ａ 

第１節 ピンピンコロ
リ・健康づくり 

（２）地域医療 
１．信越病院の整備 

③病院施設の改築等を計画し推進します。 
信越病院 B 
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節 分野 主要施策 担当課・係 評価 

第１節 ピンピンコロ
リ・健康づくり 

（２）地域医療 
１．信越病院の整備 

④医療器械の整備を計画的に進めます。 
信越病院 Ｂ 

第１節 ピンピンコロ
リ・健康づくり 

（２）地域医療 
１．信越病院の整備 

⑤より良い医療サービスを提供するために、職員の教

育・研修の充実を図ります。 

信越病院 Ｂ 

第１節 ピンピンコロ

リ・健康づくり 
（２）地域医療 

１．信越病院の整備 

⑥経営の安定を目指し業務改善に努めます。 
信越病院 Ｂ 

第１節 ピンピンコロ
リ・健康づくり 

（２）地域医療 

２．地域医療活動の充実 

①訪問看護ステーションの開設とショートスティの拡充

を図り、在宅医療を推進します。 

信越病院 Ｃ 

第１節 ピンピンコロ
リ・健康づくり 

（２）地域医療 

２．地域医療活動の充実 

②バス等による通院手段の充実を図り利便性の向上

を目指します。 

信越病院 Ｂ 

第１節 ピンピンコロ

リ・健康づくり 
（２）地域医療 

２．地域医療活動の充実 

③社会福祉協議会や町内福祉事業所等と連携し基盤

の強化を図ります。 

信越病院 Ａ 

第１節 ピンピンコロ
リ・健康づくり 

（２）地域医療 
２．地域医療活動の充実 

④人間ドック等予防医療を推進します。 
信越病院 Ｂ 

第１節 ピンピンコロ

リ・健康づくり 
（２）地域医療 

３．救急医療体制の確立 

交通災害患者の多発化や、休日・夜間の急病等、救

急・緊急医療の需要が増大しており、信越病院の救急

医療体制のいっそうの強化を図ります。 

信越病院 C 

第２節 福祉のまち
づくり 

（１）地域福祉 

１．福祉の文化づくり 

学校教育や社会教育、福祉ボランティア活動の体験機

会の提供など、広報活動の充実とともに、あらゆる学

習機会を通じて、自助・共助・公助（結）の精神のもと

に、お互いに支えあい励ましあう福祉意識の高揚と、

福祉の文化（心）の啓蒙活動を推進します。 

住民福祉課福祉係 Ｂ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（１）地域福祉 

２．支えあう地域づくり 

①地域福祉計画に基づき、総合的に地域福祉を推進

し、住民と地域と行政の役割分担によって適切な福祉

サービスの提供に努めます。 

住民福祉課福祉係 Ｂ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（１）地域福祉 
２．支えあう地域づくり 

②地域福祉の柱となる、社会福祉協議会の充実と財

政基盤の強化を図ります。 

住民福祉課福祉係 Ｃ 

第２節 福祉のまち

づくり 
（１）地域福祉 

２．支えあう地域づくり 

③社会福祉協議会を中心に、民生委員やボランティア

グループなどが連携し、地域住民による安否確認・助

け合い活動、共同介護・交流の場づくりなどを行う小地

域福祉ネットワークづくりを進めます。 

住民福祉課福祉係 Ｂ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（１）地域福祉 
２．支えあう地域づくり 

④障害者や高齢者の方々が、住み慣れた地域で安心

して自立した生活がおくれるよう支援します。 

住民福祉課福祉係 Ｂ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（１）地域福祉 

２．支えあう地域づくり 

⑤多様化する福祉ニーズに対応するため、各種福祉

ボランティアの育成と活動の支援を行い、地域福祉の

担い手とネットワークの構築を推進します。 

住民福祉課福祉係 Ｂ 

第２節 福祉のまち

づくり 
（１）地域福祉 

２．支えあう地域づくり 

⑥高齢者や障害者の通院、社会参加の移動手段とし

て、｢ふれあい号バス｣の充実を図ります。 

総務課まちづくり企画係 Ａ 

第２節 福祉のまち

づくり 
（１）地域福祉 

２．支えあう地域づくり 

⑦公共施設（学校、保育所、公民館）を中心に、誰もが利

用しやすい施設づくりを推進するとともに、積極的に地域

に開放し、地域住民の交流の場・機会を提供します。 

教育委員会生涯学習係 Ｂ 

第２節 福祉のまち

づくり 
（１）地域福祉 

３．人にやさしいまちづくり 

段差の解消、手すりの設置、障害者用便所や駐車場

の設置など、誰もが使いやすい公共施設（建物、道

路、公園等）の整備を進めるとともに、商業・観光施設

などの民間公益施設への啓蒙を行います。 

建設水道課建設係 Ｂ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（２）高齢者福祉 

１．在宅福祉サービスの充実 

①虚弱老人など心身の機能回復を図るために、介護

予防拠点施設「いきいき倶楽部」等を活用して機能訓

練を充実し介護予防に努めます。 

住民福祉課介護支援係 Ｂ 
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節 分野 主要施策 担当課・係 評価 

第２節 福祉のまち
づくり 

（２）高齢者福祉 

１．在宅福祉サービスの充実 

②ひとり暮らし高齢者、介護保険非該当者の健康づく

り、生きがいづくりを目指した通所型サービスを充実し

ます。 

住民福祉課介護支援係 Ｂ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（２）高齢者福祉 

１．在宅福祉サービスの充実 

③地域ぐるみで支えあうことを目指し、地区の公会堂

等で開催されているミニデイサービスに協力、支援を

行います。 

住民福祉課介護支援係 Ｂ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（２）高齢者福祉 

１．在宅福祉サービスの充実 

④自立または介護しやすい住宅改修を促進するため

に、介護保険制度の住宅改修や住宅改良補助制度の

相談・情報提供を行います。 

住民福祉課介護支援係 Ｂ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（２）高齢者福祉 

１．在宅福祉サービスの充実 

⑤認知症（痴ほう）高齢者を介護する家族への支援の

ための事業を推進します。 

住民福祉課介護支援係 Ｃ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（２）高齢者福祉 

２．施設福祉サービスの充実 

ひとり暮らしが困難な高齢者のための共同住宅の整

備に努めます。 

住民福祉課福祉係 Ｅ 

第２節 福祉のまち

づくり 
（２）高齢者福祉 

３．社会参加活動の推進 

①老人クラブを中心に、高齢者の交流、世代間交流、ボ

ランティア活動などの地域維持活動を支援・促進します。 

住民福祉課福祉係 Ａ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（２）高齢者福祉 

３．社会参加活動の推進 

②生涯学習社会に対応して、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会と

場づくりを進めます。 

教育委員会生涯学習係 Ｂ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（２）高齢者福祉 

３．社会参加活動の推進 

③信濃町の伝統文化の保存や体験学習などの世代

間交流を通して、高齢者の知識と経験が社会に生かさ

れる機会の充実に努めます。 

住民福祉課福祉係 Ａ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（２）高齢者福祉 

３．社会参加活動の推進 

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します。また、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

者の働く場や機会の拡充を図ります。 

産業観光課農林畜産係 
産業観光課商工観光係 

Ｂ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（ ３ ） 障 害 者
（児）福祉 

１．「こころのバリアフリー」の実現 

障害や障害者についての情報提供の充実、交流活動

やボランティア活動の充実などにより、ノーマライゼー

ションの理念の理解を深め、障害者への差別や偏見

のない「こころに障壁がない」まちづくりを進めます。 

住民福祉課福祉係 Ｃ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（ ３ ） 障 害 者
（児）福祉 

２．障害者の自立支援 

官民で検討・研究し、障害者が自立できる施設・産業

の構築に努めます。 

住民福祉課福祉係 Ｂ 

第２節 福祉のまち

づくり 

（ ３ ） 障 害 者

（児）福祉 

３．保健・福祉サービスの充実 

①母親教室、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、指導の促進、発達教

育の充実などを推進し、乳幼児の疾病の予防と早期

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、早期に適正な療育を行います。 

住民福祉課保健予防係 Ｂ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（ ３ ） 障 害 者
（児）福祉 

３．保健・福祉サービスの充実 

②障害者の地域生活と就労を進め､自立を支援する観

点から､平成 18 年に施行された障害者自立支援法に

基づく一元的なサービスの提供に努めます。 

住民福祉課福祉係 Ａ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（ ３ ） 障 害 者
（児）福祉 

４．自立・自己実現のための支援 

①保育所・小中学校への障害のある児童・生徒の受け

入れ、保育士・教職員の障害児教育研修の充実、進

路相談体制の充実など、障害児一人ひとりの希望や

障害の特性に応じた保育・教育を受けることができ、自

己実現していく力を育む教育を進めます。 

教育委員会子ども支援係 Ａ 

第２節 福祉のまち

づくり 

（ ３ ） 障 害 者

（児）福祉 

４．自立・自己実現のための支援 

②公的機関での障害者の雇用に積極的に努めるとと

もに、就労移行支援事業所など関係機関と連携し、職

業訓練・指導の充実、企業等への理解を求めるなど、

障害者の雇用促進を図ります。 

住民福祉課福祉係 Ｃ 
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節 分野 主要施策 担当課・係 評価 

第２節 福祉のまち
づくり 

（ ３ ） 障 害 者
（児）福祉 

４．自立・自己実現のための支援 

③障害者が自立して生活できるよう、北部地区障害者

自立支援協議会と連携し、社会資源の整備などを検

討し推進します。 

住民福祉課福祉係 Ｂ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（ ３ ） 障 害 者
（児）福祉 

４．自立・自己実現のための支援 

④障害者にかかわるボランティアの育成を検討すると

ともに、障害者団体の育成と活動への支援に努め、障

害者の社会参加を促進します。 

住民福祉課福祉係 Ｃ 

第２節 福祉のまち

づくり 

（ ３ ） 障 害 者

（児）福祉 

４．自立・自己実現のための支援 

⑤障害者が積極的に社会参加できるよう、相談支援

体制の整備と情報提供に努めます。 

住民福祉課福祉係 Ｂ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（ ３ ） 障 害 者
（児）福祉 

４．自立・自己実現のための支援 

⑥障害者に配慮したイベントの開催、指導者・ボランテ

ィアによる支援体制の確保について検討します。 

住民福祉課福祉係 Ｂ 

第２節 福祉のまち

づくり 

（ ３ ） 障 害 者

（児）福祉 

５．障害者が住みよいまちづくり 

①段差のない歩道、スロープ、障害者用トイレなどの

整備を進めるとともに、利用しやすい移動手段の確保

に努めます。 

住民福祉課福祉係 Ａ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（ ３ ） 障 害 者
（児）福祉 

５．障害者が住みよいまちづくり 

②障害者・高齢者仕様の住宅についての相談・情報提

供、住宅改良費の助成制度の充実など安心して暮せ

る住まいづくりを支援します。 

住民福祉課福祉係 Ｂ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（ ３ ） 障 害 者
（児）福祉 

５．障害者が住みよいまちづくり 

③障害者に対する地域住民の理解を深めるため、講

演会・パンフレット等啓発・啓蒙に努めます。 

住民福祉課福祉係 Ｃ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（４）低所得者
福祉 

１．生活自立への支援 

①民生委員等との連携を強化し、援護を必要とする世

帯の実態とニーズの的確な把握を行い、生活保護制

度の適正な運用に努めます。 

住民福祉課福祉係 Ｂ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（４）低所得者
福祉 

１．生活自立への支援 

②生活福祉資金貸付等、各種制度資金の周知徹底を

図り、就業、就学、住宅などにおける有効活用を促進

します。 

住民福祉課福祉係 Ｃ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（４）低所得者
福祉 

１．生活自立への支援 

③民生委員、保健師、ヘルパーはじめ地域住民の協

力を得ながら、低所得者の相談・指導活動を充実し、

自立意識の啓発に努めます。 

住民福祉課福祉係 Ｂ 

第２節 福祉のまち
づくり 

（４）低所得者
福祉 

１．生活自立への支援 

④ハローワークなどの関係機関と連携を図り、就業相

談、指導に努めるとともに労働市場（荒廃農地の活用

等）の開拓を進めます。 

住民福祉課福祉係 Ｃ 

第３節 安心して子

を産み育てることの
できる環境づくり 

（１）子育て環境 

１．地域の子育て環境の整備 

①建物の老朽化への対応として、保育所の統合を検

討します。 

教育委員会子ども支援係 Ｃ 

第３節 安心して子
を産み育てることの

できる環境づくり 

（１）子育て環境 
１．地域の子育て環境の整備 

②周産期医療の導入や新生児の健康管理等保育の

充実を目指します。 

住民福祉課保健予防係 Ｂ 

第３節 安心して子
を産み育てることの

できる環境づくり 

（１）子育て環境 

１．地域の子育て環境の整備 

③児童館、公園・広場の整備、学校施設の開放、遊休

地活用など身近で安全な遊び場や体験施設、プレイリ

ーダーの育成など、働く保護者を支援し、子どもが楽し

く遊べるまちづくりを進めます。 

教育委員会子ども支援係 Ｂ 

第３節 安心して子
を産み育てることの

できる環境づくり 

（１）子育て環境 

１．地域の子育て環境の整備 

④子ども会活動、異年齢交流、三世代交流など、子ど

もの地域活動への参加を促進し、地域ぐるみで児童の

健全育成に取り組みます。 

教育委員会子ども支援係 Ａ 

第３節 安心して子
を産み育てることの

できる環境づくり 

（１）子育て環境 
１．地域の子育て環境の整備 

⑤子育て家庭を支援するために、放課後の児童クラブ

等の充実に努めます。 

教育委員会子ども支援係 Ａ 
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第３節 安心して子
を産み育てることの

できる環境づくり 

（１）子育て環境 

１．地域の子育て環境の整備 

⑥町内各地域の育成会組織と連携しながら、子ども会

活動の指導者やプレイリーダー（ボランティア）、託児

ボランティアなど、子育て支援の人材の発掘、育成を

検討します。 

教育委員会子ども支援係 Ｂ 

第３節 安心して子

を産み育てることの
できる環境づくり 

（１）子育て環境 

１．地域の子育て環境の整備 

⑦地域ボランティアや子育て家庭など住民相互の支え

合いを促進するファミリーサポートセンターの充実を図

ります。 

教育委員会子ども支援係 Ｄ 

第３節 安心して子
を産み育てることの
できる環境づくり 

（１）子育て環境 

１．地域の子育て環境の整備 

⑧信濃町で育つすべての子ども達が楽しい子ども時

代を過ごせるよう、信濃町次世代育成支援行動計画を

推進します。 

教育委員会子ども支援係 Ａ 

第３節 安心して子

を産み育てることの
できる環境づくり 

（１）子育て環境 

２．保育サービスの充実 

①０歳児・低年齢児の受け入れ枞の拡大と、それにと

もなう保育体制・施設の整備など、保育の充実を推進

します。 

教育委員会子ども支援係 Ａ 

第３節 安心して子
を産み育てることの
できる環境づくり 

（１）子育て環境 

２．保育サービスの充実 

②保育ニーズの多様化に対応し、障害児保育、長時

間保育の充実強化を推進するとともに、休日保育の実

施を検討します。 

教育委員会子ども支援係 Ａ 

第３節 安心して子
を産み育てることの
できる環境づくり 

（１）子育て環境 
２．保育サービスの充実 

③信濃町の豊かな自然体験、農業体験、高齢者との

ふれあい活動など、保育内容の充実を図ります。 

教育委員会子ども支援係 Ａ 

第３節 安心して子
を産み育てることの

できる環境づくり 

（１）子育て環境 

３．子育ての経済的支援 

子育てにかかわる経済的負担を軽減するために、児

童手当などの支給、医療費の助成、保育料の適正化

などに努めます。 

教育委員会子ども支援係 Ａ 

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 

１．国民健康保険の運営 

①保険税の適正賦課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。 

住民福祉課住民国保年金
係 

Ｂ 

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 

１．国民健康保険の運営 

②保険給付の適正化のため、レセプト点検の継続及

び重複受診の是正指導に努めます。 

住民福祉課住民国保年金

係 
Ｂ 

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 

１．国民健康保険の運営 

③特定健診他の健診受診率の向上と生活習慣病の予

防啓発のため、広報の強化とともに、保健師等による

受診啓発活動及び家庭医の推進を図ります。 

住民福祉課住民国保年金

係 
Ｂ 

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 

２．後期高齢者医療保険の運営 

①後期高齢者医療保険制度の周知のため、広報活動

の強化を図ります。 

住民福祉課住民国保年金

係 
Ｂ 

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 

２．後期高齢者医療保険の運営 

②保険料徴収率の向上のため、徴収体制の充実を図

ります。 

住民福祉課住民国保年金
係 

Ａ 

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 

２．後期高齢者医療保険の運営 

③健康管理体制の充実のため、いきいき検診の実施

（疾病、介護予防の強化）に努めます。 

住民福祉課住民国保年金
係 

Ｂ 

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 

３．介護保険制度の適正な運営 

①介護保険制度の周知と理解を得るため、広報活動

を充実します。 

住民福祉課介護支援係 Ｂ 

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 

３．介護保険制度の適正な運営 

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、介護保険事業の適正な運用を図りま

す。 

住民福祉課介護支援係 Ａ 

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 

３．介護保険制度の適正な運営 

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並びに地域支援事業を通

じて介護サービスの充実を図ります。 

住民福祉課介護支援係 Ｂ 

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 

３．介護保険制度の適正な運営 

④多様化する介護ニーズに対応できるように地域密着

型サービスの推進に努めます。 

住民福祉課介護支援係 Ａ 
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節 分野 主要施策 担当課・係 評価 

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 

３．介護保険制度の適正な運営 

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。 

住民福祉課介護支援係 Ｂ 

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 

３．介護保険制度の適正な運営 

⑥健康づくり、就労・生きがい対策などの、介護予防、

生涯現役-生活自立支援の取り組みを進め、介護保険

事業費の削減を図ります。 

住民福祉課介護支援係 Ｂ 

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 

４．国民年金制度の推進 

①将来にわたる年金受給権の確保を促すため、広報

やパンフレットなどで広報活動を行い、国民年金の周

知に努めます。 

住民福祉課住民国保年金

係 
Ｂ 

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 

４．国民年金制度の推進 

②20 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るとともに、学生の免除

制度のＰＲなどを充実し、未加入者の解消に努めま

す。 

住民福祉課住民国保年金

係 
Ｂ 

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 

４．国民年金制度の推進 

③口座振替、割引のある前納制度などの利用を促進

するとともに、低所得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。 

住民福祉課住民国保年金
係 

Ｂ 

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 

４．国民年金制度の推進 

④社会保険事務所と連携して、定期的な｢年金相談

会｣の開設を検討します。 

住民福祉課住民国保年金
係 

Ｂ 

第２章 安心安全な生活をおくれるまちづくり 

節 分野 主要施策 担当課・係 評価 

第１節 自然の恵み

を楽しむまちづくり 
（１）環境共生 

１．自然環境の保全と回復 

①居住地域条例の検討や景観計画の策定・条例制定

に向けた検討を進めるなど、自然環境保全の取り組み

を推進します。 

建設水道係建設係 Ｃ 

第１節 自然の恵み
を楽しむまちづくり 

（１）環境共生 

１．自然環境の保全と回復 

②森林の保全を図るとともに、家庭排水の浄化、下水

道等の整備、ゴミの不法投棄防止、環境保全型農業

の推進による有機・減農薬作物の生産の促進、堆肥セ

ンターの有効活用、自然型工法による河川・水路の機

能増進などにより、多様な生物が住める環境の保全・

向上と河川・水路の水質保全に努めます。 

住民福祉課環境係 
建設水道課建設係 

建設水道課下水道係 

Ｂ 

第１節 自然の恵み
を楽しむまちづくり 

（１）環境共生 

１．自然環境の保全と回復 

③野尻湖の水質保全を図るため、｢野尻湖に係る湖沼

水質保全計画｣｢野尻湖の水辺整備基本計画｣に基づ

き、住民組織と連携し総合的・計画的な取り組みを進

めます。 

住民福祉課環境係 Ｂ 

第１節 自然の恵み

を楽しむまちづくり 
（１）環境共生 

１．自然環境の保全と回復 

④河川の護岸などの整備にあたっては、ホタル等の生

態系に配慮した自然型工法の採用に努めます。 

建設水道係建設係 Ａ 

第１節 自然の恵み

を楽しむまちづくり 
（１）環境共生 

２．自然の恵みの活用 

①野尻湖や黒姫山をはじめ、身近な里山などを活用し

た自然体験団体に対する支援及び環境整備に努めま

す。 

産業観光課商工観光係 Ｂ 

第１節 自然の恵み
を楽しむまちづくり 

（１）環境共生 

２．自然の恵みの活用 

②｢健康と癒しの森事業｣の推進とともに、｢町民の森｣

を拠点とした森林散策や森林浴をはじめとした様々な

体験プログラムの開発を支援します。 

産業観光課癒しの森・企業
誘致係 

Ｄ 

第１節 自然の恵み
を楽しむまちづくり 

（１）環境共生 

２．自然の恵みの活用 

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

有効活用した、観光客が自然に触れて自然に学ぶ、

地域特性を活かした住民による自然体験型旅行（エコ

ツアー）を支援します。 

産業観光課商工観光係 Ｂ 
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節 分野 主要施策 担当課・係 評価 

第１節 自然の恵み
を楽しむまちづくり 

（１）環境共生 

２．自然の恵みの活用 

④人々が自然の恵みを楽しみやすくするために、各地

域で講習会、勉強会の開催や活動グループづくりを進

め、人にも自然にも良い生活の工夫を普及するまちづ

くりを推進します。 

産業観光課商工観光係 Ｂ 

第１節 自然の恵み

を楽しむまちづくり 
（１）環境共生 

３．地球環境の保全 

①化石燃料の使用を大幅に減らし温室効果ガスの排

出削減を図るための啓蒙啓発と、自然エネルギーへ

の転換やバイオディーゼル燃料の推進、省エネルギー

機器と高断熱住宅等の普及を促進するとともに、公共

施設等への導入に向けた検討を進めます。 

住民福祉課環境係 Ｃ 

第１節 自然の恵み

を楽しむまちづくり 
（１）環境共生 

３．地球環境の保全 

②オゾン層の破壊を抑止するため、特定フロンの周知

を図り回収を促進します。 

住民福祉課環境係 Ｂ 

第１節 自然の恵み
を楽しむまちづくり 

（２）景観形成 

１．景観の保全と創造の推進 

①開発行為等に対する各法令の基準や信濃町土地利

用事業等の適正化に関する指導要綱により、自然景

観を変更する開発を規制・誘導し、自然景観の保全を

図りながら良好な景観育成に努めます。 

建設水道係建設係 Ａ 

第１節 自然の恵み
を楽しむまちづくり 

（２）景観形成 

１．景観の保全と創造の推進 

②名木や古木、一茶ゆかりの史跡、石碑、民家、神

社・寺、石仏など、歴史的な天然記念物、史跡や建造

物を保全し、次世代に継承していくよう努めます。 

教育委員会生涯学習係 Ｂ 

第１節 自然の恵み

を楽しむまちづくり 
（２）景観形成 

１．景観の保全と創造の推進 

③町内で行う公共事業にあっては、良好な景観育成の

模範として、県が定めた公共事業景観育成指針に基

づき、町並みや自然環境との調和に配慮し、地域の特

性を活かすよう努めます。 

建設水道係建設係 Ａ 

第１節 自然の恵み

を楽しむまちづくり 
（２）景観形成 

１．景観の保全と創造の推進 

④屋外広告物の表示・設置にあたっては、屋外広告物

条例の規定による規制・指導を行い、景観の保全・育

成に努めます。 

建設水道係建設係 Ｄ 

第１節 自然の恵み

を楽しむまちづくり 
（２）景観形成 

２．住民による景観づくり 

①景観条例の検討の中で、景観計画策定のため、町

内の景観資源の調査、住民の意識調査を実施し、景

観形成上の課題を把握するとともに、策定委員会を組

織して住民意見を反映し、景観形成の目標、基本方針

の検討を進めます。 

建設水道係建設係 Ｅ 

第１節 自然の恵み
を楽しむまちづくり 

（２）景観形成 

２．住民による景観づくり 

②住民ボランティアの参画と家庭・事業所・地域の協

力を得ながら、地域での「花いっぱい」への取組みなど

緑化運動を推進し、潤いのある生活空間や環境美化

に努めます。 

住民福祉課環境係 Ａ 

第２節 ゴミを克服す

るまちづくり 
（１）環境衛生 

１．循環型社会の実現 

①ゴミの減量と再資源化意識の高揚を図るため、あら

ゆる機会を通じて啓発活動と情報提供を行います。 

住民福祉課環境係 Ｂ 

第２節 ゴミを克服す
るまちづくり 

（１）環境衛生 

１．循環型社会の実現 

②効率的なゴミの収集を行うため、ゴミ集積所の整備

を促進するとともに、ゴミの質的・量的変化に応じた収

集体制の充実を推進します。 

住民福祉課環境係 Ａ 

第２節 ゴミを克服す
るまちづくり 

（１）環境衛生 

２．適正な廃棄物処理の推進 

①ゴミ処理計画に基づくゴミの適正処理と再資源化を

推進します。 

住民福祉課環境係 Ｂ 

第２節 ゴミを克服す
るまちづくり 

（１）環境衛生 

２．適正な廃棄物処理の推進 

②各種リサイクル法によるゴミの適正な処理方法につ

いて、町民や事業者に対し周知・徹底を図ります。 

住民福祉課環境係 Ａ 

第２節 ゴミを克服す
るまちづくり 

（１）環境衛生 

２．適正な廃棄物処理の推進 

③不法投棄の防止のための対策を検討するとともに、

関係機関との連携による定期的なパトロールの実施を

行います。 

住民福祉課環境係 Ｃ 



Ⅰ 調査の概要 ３ 達成度評価一覧 

 

12 

節 分野 主要施策 担当課・係 評価 

第２節 ゴミを克服す
るまちづくり 

（１）環境衛生 

３．ゴミ処理施設の整備 

①北部衛生施設組合の焼却施設について、施設の延

命化を図るとともに、安全に施設を運用していくため、

計画的な整備に協力します。 

住民福祉課環境係 Ａ 

第２節 ゴミを克服す
るまちづくり 

（１）環境衛生 

３．ゴミ処理施設の整備 

②長野広域連合が進めている、焼却施設及び最終処

分場の建設に協力します。 

住民福祉課環境係 Ａ 

第２節 ゴミを克服す
るまちづくり 

（１）環境衛生 

３．ゴミ処理施設の整備 

③今後、新たな不燃物最終処分場について検討しま

す。 

住民福祉課環境係 Ｅ 

第２節 ゴミを克服す

るまちづくり 
（１）環境衛生 

４．し尿処理対策の検討 

下水道等の普及により年々減尐するし尿量に対応す

るため、効率的な収集・処理の検討をします。 

住民福祉課環境係 Ａ 

第２節 ゴミを克服す

るまちづくり 
（１）環境衛生 

５．マイバッグの促進 

環境にやさしい買物を支援し、ゴミの減量のためマイ

バッグを促進します。 

住民福祉課環境係 Ａ 

第２節 ゴミを克服す
るまちづくり 

（２）環境保全 

１．公害防止体制の整備 

①関係行政機関と連携し、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、ダイオ

キシンや環境ホルモンなど、新たに起こる環境問題に

対して情報の収集と早期対策を図ります。 

住民福祉課環境係 Ａ 

第２節 ゴミを克服す
るまちづくり 

（２）環境保全 

１．公害防止体制の整備 

②公害の発生源に対して、県など関係機関と連携し、

事業所等に対する公害の未然防止の徹底と、適正な

管理や改善を指導します。 

住民福祉課環境係 Ｃ 

第２節 ゴミを克服す
るまちづくり 

（２）環境保全 

２．生活環境の保全 

①安全で快適な環境を維持するために、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

油処理など家庭排水の浄化、水洗化の促進、ゴミの不

法投棄の防止など、町民参加による生活環境の保全

を促進します。 

住民福祉課環境係 
産業観光課農林畜産係 

Ｂ 

第２節 ゴミを克服す
るまちづくり 

（２）環境保全 

２．生活環境の保全 

②大量消費型生活スタイルの見直しを促進するため

に住民の啓蒙・啓発活動を推進していきます。 

住民福祉課環境係 Ｄ 

第２節 ゴミを克服す
るまちづくり 

（２）環境保全 

２．生活環境の保全 

③大規模開発については、自然保護を考慮し、乱開発

を防止し、生活環境と自然の調和を図ります。また、乱

開発防止のため開発条例の制定について検討しま

す。 

住民福祉課環境係 Ｄ 

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 

１．市街地の整備 

①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、ＪＲ黒姫駅西側での計画的な市街地

整備を検討し、賑わいの創出につなげるとともに、安

全で快適な住環境に配慮したまちづくりを進めます。 

建設水道課建設係 Ｃ 

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 

１．市街地の整備 

②下水道、生活道路、公園などが整備された、計画的

な市街地づくりに努めます。 

建設水道課建設係 
建設水道課下水道係 

Ｃ 

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 

１．市街地の整備 

③福祉部門と連携し、子どもや高齢者・障害者にやさし

い、安全で快適な道路づくり、市街地づくりを進めます。 

建設水道課建設係 Ｂ 

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 

２．町並み景観の整備 

①住民参加の委員会により、長期的視点に立った総

合的・計画的な｢景観計画｣策定に向け、町並み景観

の方向性の検討を進めます。 

建設水道課建設係 Ｅ 

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 

２．町並み景観の整備 

②公共建築物の整備にあたっては、地域の特性を活

かし、自然と調和した色彩やデザインを取り入れるとと

もに、民間建築物及び屋外広告物についても規制・誘

導を促す景観計画の策定を検討します。 

建設水道課建設係 Ｃ 

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 

２．町並み景観の整備 

③敷地内の緑化、花壇づくり、敷地内の整理整頓・不

要物の廃棄により、自然・田園景観に溶け込んだ美し

い家並みづくりを進めます。 

住民福祉課環境係 Ｃ 
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節 分野 主要施策 担当課・係 評価 

第３節 自然と調和

した機能的な地域基
盤づくり 

（２）道路網 

１．幹線道路の整備 

①降雪が多い地域を通過する高速道路通行の安全を

確保するために、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。 

建設水道課建設係 Ａ 

第３節 自然と調和
した機能的な地域基
盤づくり 

（２）道路網 

１．幹線道路の整備 

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。 

建設水道課建設係 Ｂ 

第３節 自然と調和

した機能的な地域基
盤づくり 

（２）道路網 

１．幹線道路の整備 

③長野市への通勤道路である主要地方道長野信濃線

の整備を促進するとともに、観光道路である戸隠への

主要地方道信濃信州新線、斑尾高原への県道信濃斑

尾高原線の整備の促進、及び信濃町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促進に向け、

要請活動を進めていきます。 

建設水道課建設係 Ｂ 

第３節 自然と調和
した機能的な地域基
盤づくり 

（２）道路網 

１．幹線道路の整備 

④新幹線開通後の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促進を県に要望し

ていきます。 

建設水道課建設係 Ｂ 

第３節 自然と調和
した機能的な地域基

盤づくり 

（２）道路網 

１．幹線道路の整備 

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促

進を要請していきます。 

建設水道課建設係 Ｂ 

第３節 自然と調和

した機能的な地域基
盤づくり 

（２）道路網 

２．生活道路の整備 

①幹線道路の骨格を成す国道 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、都市計画道

路の見直しを図りながら真に必要な道路整備を推進し

ていきます。 

建設水道課建設係 Ｃ 

第３節 自然と調和
した機能的な地域基
盤づくり 

（２）道路網 
２．生活道路の整備 

②安全性や防災性の向上、除雪のために、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。 

建設水道課建設係 Ａ 

第３節 自然と調和
した機能的な地域基

盤づくり 

（２）道路網 
２．生活道路の整備 

③生活道路の整備にあたっては、地区住民の合意に

よる住民参加の道づくりを促進します。 

建設水道課建設係 Ａ 

第３節 自然と調和

した機能的な地域基
盤づくり 

（２）道路網 

３．道路環境の向上 

①幹線道路の歩車道の分離、右折帯の設置を促進する

とともに、交通安全施設の整備、雪や凍結対策の充実、

子どもや障害者・高齢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。 

建設水道課建設係 Ｂ 

第３節 自然と調和
した機能的な地域基

盤づくり 

（２）道路網 
３．道路環境の向上 

②国道 18号バイパス沿いの｢道の駅しなの｣の有効活

用など、新たな交流が生まれる道づくりを進めます。 

建設水道課建設係 Ｃ 

第３節 自然と調和
した機能的な地域基

盤づくり 

（２）道路網 

３．道路環境の向上 

③観光地の魅力を創出するために、ボランティアによ

る愛護団体の協力を得て沿道への植栽や美化活動の

実施や統一した道路標識の整備などの取り組みを進

めるとともに、自然・田園景観に調和した道路環境整

備に努めます。 

建設水道課建設係 Ｂ 

第３節 自然と調和

した機能的な地域基
盤づくり 

（３）公共交通 

１．ＪＲ信越本線の利用促進 

①ＪＲと連携した信越本線の利用促進のためのイベン

トの実施や、利用促進を呼びかけます。 

総務課まちづくり企画係 Ｂ 

第３節 自然と調和
した機能的な地域基

盤づくり 

（３）公共交通 

１．ＪＲ信越本線の利用促進 

②信越本線利用促進沿線地域活性化協議会を通じて

沿線市町村と連携して、列車の増発やダイヤ改正、ビ

ュッフェ車両の導入など、より利用しやすくするようＪＲ

に要望するとともに、沿線市町村のパンフレットや各種

イベントのチラシ等でＪＲ信越本線の利用促進のＰＲを

行います。 

総務課まちづくり企画係 Ａ 

第３節 自然と調和
した機能的な地域基

盤づくり 

（３）公共交通 
１．ＪＲ信越本線の利用促進 

③沿線市町村と連携して、信越本線を利用した観光プ

ランを旅行会社に提案し、利用促進します。 

総務課まちづくり企画係 Ｂ 



Ⅰ 調査の概要 ３ 達成度評価一覧 

 

14 

節 分野 主要施策 担当課・係 評価 

第３節 自然と調和
した機能的な地域基
盤づくり 

（３）公共交通 
１．ＪＲ信越本線の利用促進 

④町外勤務者へＪＲの利用啓発活動を推進します。 
総務課まちづくり企画係 Ｂ 

第３節 自然と調和

した機能的な地域基
盤づくり 

（３）公共交通 

２．バス交通の維持・確保 

現行の路線バス、ふれあい号の運行とともに、今後の

小中一貫校の開校を見据えたスクールバスの運行も

合わせて、全てのバスの運行について見直しをしたう

えで、新たな地域公共交通システムを構築します。な

お、その際は、高齢者に配慮した、便利で利用しやす

いデマンドバス等の導入も視野にいれて、より便利で、

費用対効果のあるバスの運行を検討していきます。 

総務課まちづくり企画係 Ａ 

第３節 自然と調和
した機能的な地域基

盤づくり 

（３）公共交通 

３．並行在来線の存続運動の展開 

①行政・議会・住民が一体となり長野以北並行在来線

対策協議会や、並行在来線（長野～直江津間）沿線地

域対策協議会、長野・新潟両県の沿線市町村と連携

を図るなかで、並行在来線存続運動を実施します。 

総務課まちづくり企画係 Ａ 

第３節 自然と調和
した機能的な地域基

盤づくり 

（３）公共交通 

３．並行在来線の存続運動の展開 

②住民自らが信越本線を存続させるために、「乗って

残そう」という意識が持てるよう、「ノーマイカーデー」の

呼びかけなど利用促進し、存続意識を高めていきま

す。 

総務課まちづくり企画係 Ｂ 

第３節 自然と調和

した機能的な地域基
盤づくり 

（４）地域情報・
通信網 

１．行政情報化の推進 

①まちづくり活動の活発化と住民サービスの向上、効

果的な事業運営、行政事務の効率化を図るために、シ

ステムの整備、業務のマニュアル化を段階的に進める

とともに、プライバシーの保護に配慮しながら情報公開

を進めます。 

総務課まちづくり企画係 Ｂ 

第３節 自然と調和
した機能的な地域基
盤づくり 

（４）地域情報・

通信網 

１．行政情報化の推進 

②保健・福祉情報システムや医療システムなどの導入

の検討など、各分野での情報化を促進します。 

住民福祉課福祉係 Ｂ 

第３節 自然と調和

した機能的な地域基
盤づくり 

（４）地域情報・
通信網 

２．地域情報化の促進 

①オフトーク通信と併せて、携帯電話の普及に伴うメ

ール情報配信システムの導入など、地域情報化の促

進を図ります。 

総務課庶務係 Ａ 

第３節 自然と調和
した機能的な地域基

盤づくり 

（４）地域情報・
通信網 

２．地域情報化の促進 

②ホームページの充実、観光協会など外部団体との

情報を共有することにより、住民や観光客などへの積

極的な情報配信を行います。 

総務課庶務係 Ａ 

第３節 自然と調和
した機能的な地域基
盤づくり 

（４）地域情報・

通信網 

２．地域情報化の促進 

③行政情報化、地域情報化に対応できる人材を育成

するために、学校での情報教育の充実を図ります。 

教育委員会総務教育係 Ａ 

第４節 住みよい生
活環境づくり 

（１）住環境 

１．若者定住環境の整備 

①若者の定住、Ｕ・Ｉターン者の増加を促進するため

に、家賃補助の継続と、転入希望者の相談窓口の一

本化や充実を図るとともに、通勤の便のいいところへ

の町営住宅建設の検討や民間賃貸住宅の整備を促

進します。 

産業観光課癒しの森係 
建設水道課建設係 

Ｂ 

第４節 住みよい生

活環境づくり 
（１）住環境 

１．若者定住環境の整備 

②勤労者住宅資金制度により、住宅ローンに対して利

子補給を行うとともに、新規住宅需要に対応できるよ

う、民間と連携し、宅地開発を促進します。 

産業観光課癒しの森係 Ｃ 

第４節 住みよい生

活環境づくり 
（１）住環境 

２．快適な住宅・住環境の整備 

道路、下水道、公園などが整い、町並み景観が優れた

良質でうるおいのある住宅・住環境の整備を進めると

ともに、高耐久性・寒冷地仕様の住宅や環境や省エネ

ルギーに配慮した住宅など、地域の特性にあった住宅

の普及を促進します。 

建設水道課建設係 Ｂ 

第４節 住みよい生

活環境づくり 
（１）住環境 

３．高齢社会への対応 

高齢者・障害者に配慮した住宅づくり・住宅改造、建設

と福祉・保健・医療部門が連携した相談体制の整備、

住宅業者・建設業者との連携、住宅修理ボランティア

活動の促進など、高齢者や障害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。 

住民福祉課福祉係 Ｂ 
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節 分野 主要施策 担当課・係 評価 

第４節 住みよい生

活環境づくり 
（１）住環境 

４．公園・緑地等の整備 

①子どもや高齢者が身近に利用できる公園などの整

備を推進します。 

建設水道課建設係 Ｄ 

第４節 住みよい生
活環境づくり 

（１）住環境 

４．公園・緑地等の整備 

②野尻湖検討委員会の答申、｢野尻湖の水辺整備基

本計画｣などに基づき、水戸口公園の充実、湖岸遊歩

道・周遊サイクリングロードの検討、水質と自然植生の

保全などを進め、野尻湖の水辺と湖面を活かし、１日

水辺で憩い、遊ぶことのできる公園の整備などの空間

づくりを促進します。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。 

産業観光課商工観光係 
建設水道課建設係 

Ｃ 

第４節 住みよい生
活環境づくり 

（１）住環境 

４．公園・緑地等の整備 

③黒姫山麓の豊かな自然を活用し、遊歩道や眺望拠

点など、｢童話の森｣｢町民の森｣｢やすらぎの森｣の整

備・充実を図ります。 

産業観光課癒しの森・企業
誘致係 

Ｃ 

第４節 住みよい生
活環境づくり 

（１）住環境 

４．公園・緑地等の整備 

④利用者の立場から、地域の特性を活かした公園を

整備するために、住民参加による公園の計画・整備を

進めるとともに、湖面利用・森林利用のインストラクタ

ー体制の支援、住民による維持管理などを検討しま

す。 

建設水道課建設係 Ｂ 

第４節 住みよい生
活環境づくり 

（１）住環境 

５．火葬場の維持・管理 

①環境に十分配慮した、安全で衛生的な管理に協力

します。 

住民福祉課環境係 Ａ 

第４節 住みよい生

活環境づくり 
（１）住環境 

５．火葬場の維持・管理 

②地域住民の需要に応えられる施設整備を推進しま

す。 

住民福祉課環境係 Ａ 

第４節 住みよい生

活環境づくり 
（２）上水道 

１．水源の確保 

①漏水防止、節水意識の向上に努め、限りある水資

源の確保を図ります。 

建設水道課水道係 Ｂ 

第４節 住みよい生

活環境づくり 
（２）上水道 

１．水源の確保 

②水源の取水能力、水需要により、必要に応じ新規水

源開発の検討、配水池の増設、更新等、水源の確保

を図ります。 

建設水道課水道係 Ｃ 

第４節 住みよい生
活環境づくり 

（２）上水道 

１．水源の確保 

③「水道水源の保護に関する条例」に基づき、保護区

域の水源保護、その他の水源涵養林の保全に努め、

水源の確保を図ります。 

建設水道課水道係 Ｂ 

第４節 住みよい生
活環境づくり 

（２）上水道 
１．水源の確保 

④水源の被災に備え、複数水系の相互連絡を図りま

す。 

建設水道課水道係 Ｂ 

第４節 住みよい生

活環境づくり 
（２）上水道 

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塩化ビニール管）の布設替

えを進めるとともに、耐震化率の向上に努めます。 

建設水道課水道係 Ｂ 

第４節 住みよい生

活環境づくり 
（２）上水道 

２．上水道施設の整備 

②配水池等老朽化した土木建築構造物の補修等を進

めます。 

建設水道課水道係 Ｄ 

第４節 住みよい生

活環境づくり 
（２）上水道 

２．上水道施設の整備 

③中央監視システムの未整備配水池のシステム化を

進めます。 

建設水道課水道係 Ｅ 

第４節 住みよい生
活環境づくり 

（２）上水道 
２．上水道施設の整備 

④上水道事業と簡易水道事業の経営合理化、事務効

率化のため、経営統合を検討します。 

建設水道課水道係 Ａ 

第４節 住みよい生
活環境づくり 

（２）上水道 
２．上水道施設の整備 

⑤配水管のループ工事等により、水質の安定供給、断

水範囲の最小化を図ります。 

建設水道課水道係 Ｂ 

第４節 住みよい生
活環境づくり 

（２）上水道 

２．上水道施設の整備 

⑥災害時に備えて、組織的防災体制の強化、応急給

水体制の整備に努めます。 

建設水道課水道係 Ｂ 

第４節 住みよい生
活環境づくり 

（３）下水道 

１．生活排水エリアマップ 2010の推進 

①下水道、合併浄化槽のエリア分け(見直し)を行い、

効率的な生活排水施設整備を推進します。 

建設水道課下水道係 Ｂ 
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節 分野 主要施策 担当課・係 評価 

第４節 住みよい生
活環境づくり 

（３）下水道 

１．生活排水エリアマップ 2010の推進 

②生活排水経営計画を策定し、融資制度の活用を推

進して下水道への接続率の向上及び有収水量の増大

を図り、一体化・共同化等による効率的な施設管理に

より健全な経営を目指します。 

建設水道課下水道係 Ｃ 

第４節 住みよい生
活環境づくり 

（３）下水道 

２．下水道等の整備 

①柏原処理区の未整備箇所の下水道整備は、信濃町

の財政事情を踏まえて他事業との調整を図りながら推

進していきます。 

建設水道課下水道係 Ｂ 

第４節 住みよい生

活環境づくり 
（３）下水道 

２．下水道等の整備 

②公共下水道、農業集落排水事業の計画エリア外

は、小型合併浄化槽により生活排水施設の整備を推

進します。 

建設水道課下水道係 Ａ 

第４節 住みよい生
活環境づくり 

（３）下水道 

２．下水道等の整備 

③農業集落排水事業のコンポスト処理については、水

洗化率の向上に伴い処理量が増大することから、飯綱

町と共同によりコンポスト処理施設の増設を図り、汚泥

堆肥の利用を促進します。 

建設水道課下水道係 Ｃ 

第４節 住みよい生
活環境づくり 

（３）下水道 

２．下水道等の整備 

④生活排水施設の整備に併せて、河川等の水質浄化

に向けて、積極的に水生植物の植生や多自然型工法

等を採用していきます。 

建設水道課下水道係 Ａ 

第４節 住みよい生

活環境づくり 
（３）下水道 

３．水洗化の促進 

『排水設備工事資金融資あっせん及び利子等補給制

度』のＰＲを積極的に行って制度の利用を促進し、水洗

化率の向上を図り、健全な下水道経営に努めます。 

建設水道課下水道係 Ｃ 

第４節 住みよい生
活環境づくり 

（４）雪対策 

１．克雪対策の推進 

①除雪体制を強化し、除雪作業の迅速化を図るととも

に、除雪不能路線の道路改良を推進し、生活道路の

交通を確保します。 

建設水道課建設係 Ａ 

第４節 住みよい生
活環境づくり 

（４）雪対策 
１．克雪対策の推進 

②地域住民の協力と理解を得ながら、道路脇の雪置

場の確保に努めます。 

建設水道課建設係 Ｂ 

第４節 住みよい生

活環境づくり 
（４）雪対策 

１．克雪対策の推進 

③ひとり暮らし高齢者などに対する雪害救助員の確保

や除雪ボランティア制度の検討を進めるなど、地域相

互扶助による克雪体制づくりに努めます。 

住民福祉課福祉係 Ａ 

第４節 住みよい生

活環境づくり 
（４）雪対策 

２．利雪対策の推進 

①冷蔵貯蔵品目の研究開発など、雪を活用した産業

振興を進めます。 

産業観光課農林畜産係 Ｃ 

第４節 住みよい生

活環境づくり 
（４）雪対策 

２．利雪対策の推進 

②雪に親しむスポーツ・レクリエーションの振興に努め

ます。 

教育委員会生涯学習係 Ａ 

第５節 安心安全な
生活環境づくり 

（１）消防・救急 

１．予防活動の推進 

町広報、オフトーク通信などによる予防広報を充実し、

町民の防災意識の高揚を図るとともに、ホテル・旅館

などの特定防火対象物に対する指導と査察を推進し

ます。また、浄水機の設備研究についても促進しま

す。 

総務課庶務係 Ａ 

第５節 安心安全な

生活環境づくり 
（１）消防・救急 

２．消防力の強化 

①消防団員の高年齢化、職場の広域化に対応し、事

業所への協力要請、若年層や女性の入団促進、消防

団の育成・強化を図ります。 

総務課庶務係 Ａ 

第５節 安心安全な
生活環境づくり 

（１）消防・救急 

２．消防力の強化 

②地域状況を鑑みながら自動車ポンプ、ポンプ付積載

車の計画的な更新により機動力の維持を図りながら、

耐震性を考慮した防火水槽、消火栓など消防水利の

整備を計画的に推進します。 

総務課庶務係 Ａ 

第５節 安心安全な
生活環境づくり 

（１）消防・救急 

３．救急・救助体制の充実 

①高齢者世帯やひとり暮らし高齢者、障害者などの増

加に対応できるよう、緊急通報装置の普及に努めま

す。 

住民福祉課福祉係 Ａ 
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節 分野 主要施策 担当課・係 評価 

第５節 安心安全な
生活環境づくり 

（１）消防・救急 

３．救急・救助体制の充実 

②研修会や防火・防災訓練を通して、町民や事業者へ

の応急手当や救急救命法の周知徹底を図り、緊急時

の住民相互による救急・救助体制づくりを促進します。 

総務課庶務係 Ａ 

第５節 安心安全な

生活環境づくり 
（２）防災 

１．地域防災計画の浸透 

阪神・淡路大震災を教訓に見直した地域防災計画と総

合防災マップを作成し、町民に周知し、関係機関、周

辺市町村と連携し総合的な地域防災体制の確立を図

ります。 

総務課庶務係 Ｂ 

第５節 安心安全な
生活環境づくり 

（２）防災 

２．自主防災組織の整備 

①広報への防災特集掲載、オフトーク通信や屋外スピ

ーカーによる防災の呼びかけ、防災イベント・防災訓練

の実施などを行い、町民・事業者の防災意識の高揚を

図ります。 

総務課庶務係 Ａ 

第５節 安心安全な
生活環境づくり 

（２）防災 

２．自主防災組織の整備 

②自主防災組織の必要性の啓蒙を図り、住民による

倒壊家屋からの被災者の２時間以内の救助、火災な

どの２次災害防止、避難・連絡などの体制づくりを支援

します。 

総務課庶務係 Ｃ 

第５節 安心安全な
生活環境づくり 

（２）防災 

２．自主防災組織の整備 

③高齢者世帯や障害者などの災害時要援護者に対し

て、隣近所など地域での避難誘導や安否確認が行わ

れる体制整備を促進します。 

総務課庶務係 Ｂ 

第５節 安心安全な

生活環境づくり 
（２）防災 

３．治山治水事業の推進 

①森林法や｢水道水源の保護に関する条例｣に基づ

き、水源かん養保安林の保全・育成により、森林の保

水力の向上に努め、土砂災害や水害の防止に努めま

す。 

産業観光課農林畜産係 Ｂ 

第５節 安心安全な
生活環境づくり 

（２）防災 
３．治山治水事業の推進 

②河川の危険箇所について、自然、景観、生態系に配

慮し、計画的な改修を進めます。 

建設水道課建設係 Ｂ 

第５節 安心安全な
生活環境づくり 

（２）防災 

３．治山治水事業の推進 

③急傾斜地等崩壊の危険箇所の点検を行い、災害を

未然に防ぐために、早期対応に努めます。 

建設水道課農林畜産係 Ｂ 

第５節 安心安全な
生活環境づくり 

（２）防災 

４．地震に強いまちづくり 

①公共・公益建物・避難所の耐震性の向上、上下水道施

設などの耐震性・防災性の向上、住宅の耐震診断・耐震

改修の促進など、地震に強いまちづくりを進めます。 

建設水道課建設係 
建設水道課水道係 

建設水道課下水道係 

Ｄ 

第５節 安心安全な
生活環境づくり 

（２）防災 
４．地震に強いまちづくり 

②情報通信体制の整備、被災時の食糧・生活必需品

の確保などを進めます。 

総務課庶務係 Ａ 

第５節 安心安全な

生活環境づくり 

（３）防犯・消費
者保護・交通
安全 

１．防犯体制の充実 

①地域防犯活動を促進するとともに、家庭・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。 

総務課庶務係 Ａ 

第５節 安心安全な

生活環境づくり 

（３）防犯・消費
者保護・交通
安全 

１．防犯体制の充実 

②防犯教育や防犯相談、防犯指導により、町民の防

犯意識の高揚に努めます。 

総務課庶務係 Ａ 

第５節 安心安全な
生活環境づくり 

（３）防犯・消費

者保護・交通
安全 

１．防犯体制の充実 

③振り込め詐欺などの知能犯罪に対する注意喚起と

自己防衛のための情報提供を実施し被害防止を図り

ます。 

総務課庶務係 Ａ 

第５節 安心安全な
生活環境づくり 

（３）防犯・消費

者保護・交通
安全 

１．防犯体制の充実 

④防犯灯の整備や自転車防犯登録の普及啓発などを

進めます。 

総務課庶務係 Ａ 

第５節 安心安全な
生活環境づくり 

（３）防犯・消費
者保護・交通

安全 

２．青尐年の健全育成 

家庭・地域・学校・関係機関の連携により、青尐年の犯

罪や非行の防止、覚せい剤などの薬物乱用の防止に

努めます。 

教育委員会子ども支援係 Ａ 

第５節 安心安全な

生活環境づくり 

（３）防犯・消費
者保護・交通
安全 

３．消費者意識の啓発 

①商品の安全性や様々な消費者トラブルについて、特

に高齢者や若者、主婦などを対象に情報提供や消費

者教育を推進します。 

総務課庶務係 Ｂ 
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節 分野 主要施策 担当課・係 評価 

第５節 安心安全な

生活環境づくり 

（３）防犯・消費
者保護・交通
安全 

３．消費者意識の啓発 

②広報誌やパンフレット、学校教育や社会教育、「消費

者月間」（５月）、「消費者の日」（５月 30日）等の機会を

利用し、大量消費の使い捨て文化の見直し、省資源・

省エネルギーなどのエコ商品の活用等、消費生活や

地球環境問題について意識啓発を行います。 

総務課庶務係 Ｂ 

第５節 安心安全な
生活環境づくり 

（３）防犯・消費
者保護・交通

安全 

３．消費者意識の啓発 

③食品の安全性やリサイクル活動など省資源・省エネ

ルギーに係わる消費者活動の活性化を図ります。 

総務課庶務係 Ａ 

第５節 安心安全な

生活環境づくり 

（３）防犯・消費
者保護・交通
安全 

３．消費者意識の啓発 

④県・消費者団体などと協力して、商品の安全性、健

康や環境に与える影響などに関する相談窓口を整備

します。 

総務課庶務係 Ａ 

第５節 安心安全な
生活環境づくり 

（３）防犯・消費
者保護・交通

安全 

４．交通安全施設の整備 

①バイパスの整備や線形の改良など、国道・県道など

の幹線道路の整備を要望するとともに、関係機関と連

携を図り、歩道や通学路の整備、信号機・ガードレー

ル・カーブミラー・標識の設置を進めます。 

建設水道課建設係 
総務課庶務係 

Ｂ 

第５節 安心安全な
生活環境づくり 

（３）防犯・消費

者保護・交通
安全 

４．交通安全施設の整備 

②高齢者･障害者が利用しやすい交通安全施設の整

備に努めます。 

建設水道課建設係 
総務課庶務係 

Ｂ 

第５節 安心安全な

生活環境づくり 

（３）防犯・消費
者保護・交通
安全 

４．交通安全施設の整備 

③通過交通の生活道路への進入に対する交通対策を

実施し、地域交通の安全を確保します。 

建設水道課建設係 

総務課庶務係 
Ｂ 

第５節 安心安全な
生活環境づくり 

（３）防犯・消費

者保護・交通
安全 

５．交通安全意識の高揚 

①保育所、小学校、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。 

総務課庶務係 Ａ 

第５節 安心安全な
生活環境づくり 

（３）防犯・消費
者保護・交通

安全 

５．交通安全意識の高揚 

②交通安全推進団体（交通安全協会他）の育成強化に努

めるとともに、地域・職場で交通安全運動を積極的に推

進し安全運転の実施とモラルの向上を促進します。 

総務課庶務係 Ａ 

第３章 地域の環境を活かした産業のまちづくり 

節 分野 主要施策 担当課・係 評価 

第１節  滞在・体験
型観光のまちづくり 

（１）観光 

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、夏の野尻湖のウォータースポ

ーツ、秋のコスモス、紅葉、冬のスキー等、信濃町の四季

の特徴を活かした通年観光の環境整備を進めます。 

産業観光課商工観光係 Ｂ 

第１節  滞在・体験
型観光のまちづくり 

（１）観光 

１．四季を通した観光のまちづくり 

②癒しの森事業・農業・観光が結びついた体験型観光

の核として、地域の特性を活かした住民によるエコツア

ーを支援します。また、官民一体となった誘客宣伝活

動を進めます。 

産業観光課商工観光係 Ｃ 

第１節  滞在・体験
型観光のまちづくり 

（１）観光 

１．四季を通した観光のまちづくり 

③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、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ます。 

産業観光課商工観光係 Ｃ 

第１節  滞在・体験
型観光のまちづくり 

（１）観光 

１．四季を通した観光のまちづくり 

④黒姫-妙高、黒姫-戸隠、野尻湖-斑尾などを結ぶ体

験型の観光ネットワークの整備を促進するとともに、全

国的に情報発信を行い、観光客の誘致を図ります。妙

高・戸隠については、信越連絡協議会（信濃町・妙高

市・長野市・飯綱町の４市町で組織）において周遊体

験型のプランを毎年作成して連携をとっている。 

産業観光課商工観光係 Ａ 

第１節  滞在・体験
型観光のまちづくり 

（１）観光 

１．四季を通した観光のまちづくり 

⑤減尐傾向にある冬季の観光客の確保に向けて、ス

キー教室や雪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、民間事業者との協働によ

り誘客活動に努めます。 

産業観光課商工観光係 Ｂ 
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節 分野 主要施策 担当課・係 評価 

第１節  滞在・体験

型観光のまちづくり 
（１）観光 

１．四季を通した観光のまちづくり 

⑥信濃町総合情報センターを活用して、必要な場所・

人に情報の提供を進めます。 

産業観光課商工観光係 Ａ 

第１節  滞在・体験

型観光のまちづくり 
（１）観光 

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

援する環境整備を進めます。 

産業観光課商工観光係 Ｂ 

第１節  滞在・体験
型観光のまちづくり 

（１）観光 

２．子どもと中高年にやさしい観光地づくり 

②地域の環境を活かした体験型修学旅行や校外学

習、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。 

産業観光課商工観光係 Ｂ 

第１節  滞在・体験

型観光のまちづくり 
（１）観光 

２．子どもと中高年にやさしい観光地づくり 

③中高年の健康促進や余暇の充実を目的とする、山

歩き、湖畔散策、そば打ちなどの自然体験プログラム

の充実を図ります。 

産業観光課商工観光係 Ｂ 

第１節  滞在・体験
型観光のまちづくり 

（１）観光 

２．子どもと中高年にやさしい観光地づくり 

④高齢者や障害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。 

産業観光課商工観光係 Ｃ 

第１節  滞在・体験
型観光のまちづくり 

（１）観光 

３．おもてなしのまちづくり 

①｢癒しのまち信濃町｣の意識・イメージの浸透・共有を

町全域で進めるとともに、主要観光施設にアンケート

用紙を設置し、観光客の意見や要望が次なる施設整

備に反映できるような体制づくりを進め、一度訪れた人

が、必ずまた来たくなるような観光地づくりを推進しま

す。 

産業観光課商工観光係 Ｂ 

第１節  滞在・体験
型観光のまちづくり 

（１）観光 

３．おもてなしのまちづくり 

②「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、ゴ

ミ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。 

産業観光課商工観光係 Ｂ 

第１節  滞在・体験

型観光のまちづくり 
（１）観光 

３．おもてなしのまちづくり 

③外国語ボランティアの育成、標識・案内板等の外国

語併記、町民の外国語勉強会等、増加が予想される

外国人観光客の受け入れ体制の整備を図ります。 

産業観光課商工観光係 Ｄ 

第１節  滞在・体験
型観光のまちづくり 

（１）観光 

４．自然と共生した観光漁業の推進 

水質の汚濁防止、ワカサギ・エビなど小魚生息環境に

配慮しながら、観光漁業の振興を図ります。 

産業観光課商工観光係 Ｂ 

第２節 信濃町ブラ

ンドづくり 
（１）ブランド化 

１．地産地消による農業振興 

地元で採れる安全な農産物を、安価で提供できる仕組

みづくりを、生産者、消費者、ＪＡとの協働で進めます。 

産業観光課農林畜産係 Ｂ 

第２節 信濃町ブラ

ンドづくり 
（１）ブランド化 

２．信濃町ブランドの開発 

①信濃町で生産している農産物、特産物を再認識し、

ブランド化可能なものを皆で掘り起こします。 

産業観光課商工観光係 Ｃ 

第２節 信濃町ブラ
ンドづくり 

（１）ブランド化 
２．信濃町ブランドの開発 

②選定されたブランド化可能な農産物・特産物を販売・

流通ルートに乗せるためのブランド戦略を検討します。 

産業観光課農林畜産係 Ｃ 

第２節 信濃町ブラ

ンドづくり 
（１）ブランド化 

３．観光と農林漁業・商業・工業の連携 

①観光・農林漁業・商工業者が連携して消費者ニーズ

を把握し、産品・サービスの販売戦略や研究を推進し

ます。 

産業観光課商工観光係 Ｃ 

第２節 信濃町ブラ
ンドづくり 

（１）ブランド化 

３．観光と農林漁業・商業・工業の連携 

②地場産品の販売体制の充実に加え、観光客にみや

げとして買ってもらえるそば・乳製品・野菜・花卉などの

特産品、加工品、名物料理の開発を図ります。 

産業観光課商工観光係 Ｃ 

第２節 信濃町ブラ
ンドづくり 

（１）ブランド化 

３．観光と農林漁業・商業・工業の連携 

③安全安心で良質な農畜産物の振興と地産地消の推

進・拡大を図るとともに、そのブランド化の推進と体験

型農業や観光との連携を強化し、その拡充に努めま

す。 

産業観光課農林畜産係 Ｃ 

第２節 信濃町ブラ

ンドづくり 
（１）ブランド化 

３．観光と農林漁業・商業・工業の連携 

④「信濃町地域ブランド構築推進協議会」を中心に愛

着・誇りある個性的で外からのニーズにマッチした観光

商業（産品・サービス）の振興に努めます。 

産業観光課商工観光係 Ｃ 
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第２節 信濃町ブラ
ンドづくり 

（１）ブランド化 

４．信濃の味づくり 

地元特産物を活用した食の魅力づくりとして、郷土料

理の研究・開発やそば・乳製品を取り入れた加工品開

発を支援します。 

産業観光課商工観光係 Ｂ 

第２節 信濃町ブラ

ンドづくり 
（１）ブランド化 

５．地域内外ネットワークの構築・推進による相乗効果

の創成 

①商工・観光・農林漁業での異業種間連携を推進し、

地域全体の総合力を強化し、「訪れたい」「住みたい」

まちづくりを推進します。 

産業観光課商工観光係 Ｂ 

第２節 信濃町ブラ

ンドづくり 
（１）ブランド化 

５．地域内外ネットワークの構築・推進による相乗効果

の創成 

②地域内のネットワーク形成にとどまることなく地域外

の人々や組織の協働により相乗効果を創成します。 

産業観光課商工観光係 Ｃ 

第３節 地元商業が
活性化するまちづく
り 

（１）商業 
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。 

産業観光課商工観光係 Ｃ 

第３節 地元商業が
活性化するまちづく
り 

（１）商業 

１．買物しやすい商業環境づくり 

②高齢者が安心して気軽に買物できる商店づくり、高

齢者や働く女性向けの宅配サービス、広域から集客で

きる個性的な店づくり、開店時間の延長、接客サービ

スの向上など、商工会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。 

産業観光課商工観光係 Ｃ 

第３節 地元商業が
活性化するまちづく
り 

（１）商業 

２．買物に行きやすい交通環境の整備 

駐車場の整備、バスによる商店街へのサービス提供

等を通じて、買物に行きやすい交通環境を整備しま

す。 

産業観光課商工観光係 Ｃ 

第３節 地元商業が

活性化するまちづく
り 

（１）商業 

３．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、地域住民のニーズの把握

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が進められるよう、商店街の連

携強化を図ります。 

産業観光課商工観光係 Ｃ 

第３節 地元商業が

活性化するまちづく
り 

（１）商業 

４．お店の魅力づくり 

商店街の中での連携を図りつつ、足を止めたくなる店

先の演出、個性的な品揃えなど、個店の魅力づくりに

向けた取り組みを進めます。 

産業観光課商工観光係 Ｃ 

第４節 環境を活用・
配慮した工業づくり 

（１）工業 

１．地域企業の強化 

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、打刃物の後継者の育成など、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。 

産業観光課商工観光係 Ｂ 

第４節 環境を活用・
配慮した工業づくり 

（１）工業 

２．新地域産業の育成 

商工会と連携し、国・県などの制度を活用しながらＵ・Ｉ

ターン者の起業化、農産物加工などの起業化や新規

事業の開拓などを支援します。また、既存企業との今

後のあり方や企業誘致係の設置を検討するとともに、

優良企業や研究所誘致に取り組みます。 

産業観光課商工観光係 
産業観光課癒しの森・企業

誘致係 

Ａ 

第４節 環境を活用・

配慮した工業づくり 
（１）工業 

３．伝統産業の支援 

信濃町の伝統産業である「信州鎌」として有名な「打刃

物」の後継者の育成、販売ルートの開拓等、未来に残

す産業として支援します。 

産業観光課商工観光係 Ｃ 

第５節 安定した雇
用環境づくり 

（１）労働環境 

１．地域の起業家支援 

国・県の制度を活用しながら、情報提供、相談体制の

整備、融資・信用保証などで、農産物加工、特産物販

売、木質燃料、福祉サービス業、情報産業などの起

業、既存企業の新規事業の立ち上げ、ＮＰＯ（特定非

営利活動法人）、ＳＯＨＯ（スモールオフィス・ホームオ

フィス）の立ち上げ、観光サービス業の起業などを支援

し、雇用の確保に努めます。 

産業観光課商工観光係 Ｂ 
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第５節 安定した雇
用環境づくり 

（１）労働環境 

２．雇用の安定 

既存産業の振興や起業化の支援、Ｕ・Ｉターン情報の

提供などにより、雇用機会の拡大、Ｕ・Ｉターンの促進を

図るとともに、独自の職業紹介事業、職業相談機関と

の連携により、女性、高齢者、障害者など、すべての

町民が年齢や適正、能力に応じた職業機会が確保さ

れるように努めます。 

産業観光課商工観光係 Ｂ 

第５節 安定した雇

用環境づくり 
（１）労働環境 

３．雇用環境の整備 

①ハローワークや関連機関と連携し、就業に関する情

報提供に努め、若者の地元就労を促進するとともに、

企業が求める人材確保のため、町内外の積極的な募

集活動の展開を図ります。 

産業観光課商工観光係 Ｂ 

第５節 安定した雇

用環境づくり 
（１）労働環境 

３．雇用環境の整備 

②新規就農者等の受け入れ体制の強化として、Ｉター

ンや若者の居住環境の整備など、定住しやすい環境

づくりに努めます。 

産業観光課商工観光係 Ｂ 

第５節 安定した雇

用環境づくり 
（１）労働環境 

４．福利厚生の充実 

共済制度などの充実、各種福利厚生事業の促進など

に努めます。 

産業観光課商工観光係 Ｂ 

第６節 循環型の農
業環境づくり 

（１）農業 

１．農業生産等の振興 

①消費者団体・生産者グループなどとの連携を図りつ

つ、県の農産物認証制度の活用やエコファーマーの育

成と確保などにより、安全で良質な環境にやさしい農

産物の生産の促進、町堆肥センターの有効活用やバ

イオマス利活用への取り組みなど、環境保全型農業の

推進を図ります。 

産業観光課農林畜産係 Ｃ 

第６節 循環型の農

業環境づくり 
（１）農業 

１．農業生産等の振興 

②これからの信濃町の農業を担う後継者の育成確保

や新規就農者の受け入れ体制の整備を図るとともに、

認定農業者、農業生産法人、集落営農など、地域に即

した生産体制の整備を促進します。 

産業観光課農林畜産係 Ｃ 

第６節 循環型の農
業環境づくり 

（１）農業 

１．農業生産等の振興 

③高齢者や定年退職者、女性などが農業経営できるよ

う、集落営農の中で農作業等の受委託体制、技術指導な

どの支援体制を整備し、活躍の場の確保と多様な農家が

支え合う地域営農の仕組みづくりを進めます。 

産業観光課農林畜産係 Ｂ 

第６節 循環型の農
業環境づくり 

（１）農業 
１．農業生産等の振興 

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、水田のフル活用を図ります。 

産業観光課農林畜産係 Ｂ 

第６節 循環型の農
業環境づくり 

（１）農業 
１．農業生産等の振興 

⑤地産地消の推進のため町内のホテル、ペンション、

旅館、学校給食などと連携強化を図ります。 

産業観光課農林畜産係 Ｂ 

第６節 循環型の農
業環境づくり 

（１）農業 

１．農業生産等の振興 

⑥バイオマス燃料の利用などによる冬場の施設農業

へ試験的研究支援を進めます。 

産業観光課農林畜産係 Ｃ 

第６節 循環型の農
業環境づくり 

（１）農業 

２．農業基盤の整備 

①信濃町の重要な観光・環境資源である農村資源の

保全のため、無秩序な開発を抑制するとともに、簡易

な基盤整備や農道、用排水施設整備や適切な維持、

管理体制の充実などにより生産基盤の整備を進め、

優良農用地の保全を図ります。 

産業観光課農林畜産係 Ｂ 

第６節 循環型の農
業環境づくり 

（１）農業 

２．農業基盤の整備 

②観光資源としても役割を果たす酪農に対し、良質で

安価な飼料を供給できる作付体系の早期確立と循環

型農業の一層の推進とともに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。 

産業観光課農林畜産係 Ｂ 

第６節 循環型の農
業環境づくり 

（１）農業 

２．農業基盤の整備 

③鳥獣等による農作物被害の深刻化に考慮し、その

被害防止対策の充実強化を図ります。 

産業観光課農林畜産係 Ａ 

第６節 循環型の農
業環境づくり 

（１）農業 

３．農村環境の整備 

①若者が農村の生活価値観を魅力的と感じるよう、集

落の自然環境の保全を図るとともに、生活道路や下水

道等の整備、花いっぱい運動などを促進します。 

住民福祉課環境係 
建設水道課建設係 

Ｂ 
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第６節 循環型の農
業環境づくり 

（１）農業 

３．農村環境の整備 

②農地や農業用施設の多面的役割を発揮するため地

域住民が一体となって、生物や植物の生態系や景観

に配慮した生産基盤の維持・保全活動に取り組みま

す。 

産業観光課農林畜産係 Ｂ 

第６節 循環型の農
業環境づくり 

（２）農地活用 

１．耕作放棄地の有効活用 

遊休農地の再生活用や発生防止を図るため、信濃町

営農支援センター及び信濃町担い手育成総合支援協

議会の機能を充実し、農用地の利用状況や農家の経

営意識の把握に努め、集落営農の促進や遊休農地の

再生に向けた取り組みや、農地の復旧・条件整備を支

援するとともに担い手への利用集積などにより耕作放

棄地の有効活用を図ります。 

産業観光課農林畜産係 Ｂ 

第７節 森林資源を
有効利用したまちづ

くり 

（１）林業 

１．林業生産の促進 

①各種研修会などにより、林業後継者の育成を図ると

ともに、長野森林組合、県林業労働財団との連携を保

ち、林業従事者の確保を図ります。 

産業観光課農林畜産係 Ｃ 

第７節 森林資源を
有効利用したまちづ
くり 

（１）林業 

１．林業生産の促進 

②効率的な森林施業を図るため、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。 

産業観光課農林畜産係 Ｂ 

第７節 森林資源を
有効利用したまちづ

くり 

（１）林業 

１．林業生産の促進 

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様々な利用

促進に努めます。 

産業観光課農林畜産係 Ａ 

第７節 森林資源を
有効利用したまちづ
くり 

（１）林業 

１．林業生産の促進 

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。 

産業観光課農林畜産係 Ｄ 

第７節 森林資源を

有効利用したまちづ
くり 

（１）林業 

１．林業生産の促進 

⑤木質燃料の活用により森林の荒廃化防止に努めま

す。 

産業観光課農林畜産係 Ｂ 

第７節 森林資源を
有効利用したまちづ

くり 

（１）林業 

２．森林の公益的機能の保全 

①「町民の森」を拠点とした体験プログラム（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。 

産業観光課農林畜産係 Ｄ 

第７節 森林資源を
有効利用したまちづ

くり 

（１）林業 

２．森林の公益的機能の保全 

②国土の保全、水源かん養、生態系に配慮した森林

機能の保全を図るとともに、治山事業により、土砂災

害の防止に努めます。 

産業観光課農林畜産係 Ｂ 

第７節 森林資源を
有効利用したまちづ

くり 

（１）林業 
２．森林の公益的機能の保全 

③地球温暖化防止のため、森林整備の計画的な実施

に努めます。 

産業観光課農林畜産係 Ｂ 

第７節 森林資源を
有効利用したまちづ

くり 

（１）林業 

３．健康と癒しの森事業による「癒しのまち信濃町」の

推進 

①森林をはじめとした自然景観による癒し効果の認識

の町全体への普及とともに、来訪者の森林に対する意

識向上を促す取り組みを進め、町外からの人の流れを

生み出し、町の活性化に繋げていきます。 

産業観光課癒しの森・企業
誘致係 

Ａ 

第７節 森林資源を
有効利用したまちづ
くり 

（１）林業 

３．健康と癒しの森事業による「癒しのまち信濃町」の

推進 

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。 

産業観光課癒しの森・企業

誘致係 
Ａ 

第７節 森林資源を
有効利用したまちづ
くり 

（１）林業 

３．健康と癒しの森事業による「癒しのまち信濃町」の

推進 

③信濃町の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｣の情報発信を推進します。 

産業観光課癒しの森・企業

誘致係 
Ａ 
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第４章 全国に誇れる教育・文化のまちづくり 

節 分野 主要施策 担当課・係 評価 

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 

１．小中一貫教育校の開校と小中一貫教育の推進 

①小中一貫教育校の開校に向けて、教育環境検討委

員会の答申、学校づくり委員会の答申、信濃町小中一

貫教育校施設基本構想、信濃町小中一貫教育基本構

想に基づき諸施策を推進します。 

教育委員会総務教育係 Ａ 

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 

１．小中一貫教育校の開校と小中一貫教育の推進 

②授業で使用する教材等を公費負担するなどして、義

務教育期間中の家庭負担の軽減を目指します。 

教育委員会総務教育係 Ａ 

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 

１．小中一貫教育校の開校と小中一貫教育の推進 

③開校後の小中一貫教育の推進に当たっては、日ご

ろの課題解決と修正に加えて、住民も参加するＰＤＣＡ

サイクルを構築します。 

教育委員会総務教育係 Ａ 

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 

２．教育相談体制の充実 

①小中一貫教育のメリットを生かし、保育所から中学

校卒業まで、一貫した支援を行います。 

教育委員会総務教育係 Ａ 

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 

２．教育相談体制の充実 

②相談内容が教育部門の枞を超える中で、福祉・健康

部門を含め横断的に、マンパワーの配置も含めて検

討し、相談・支援体制をできる限り早期に整備します。

あわせて、自立支援協議会等との連携を進めます。 

教育委員会総務教育係 Ａ 

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 

３．幼児期の教育の推進 

①子育ての楽しさ、家庭での幼児教育の方法、幼児向

けのイベントなど子育て情報の提供を充実します。 

教育委員会子ども支援係 Ａ 

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 

３．幼児期の教育の推進 

②子育て講座、親子の交流イベントなどの充実を図り

ます。 

教育委員会子ども支援係 Ａ 

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 

３．幼児期の教育の推進 

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。 

住民福祉課保健予防係 Ｂ 

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 

３．幼児期の教育の推進 

④集団保育で、信濃町の豊かな自然、文化に触れる

体験、高齢者との交流などの機会を充実します。 

教育委員会子ども支援係 Ａ 

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 

３．幼児期の教育の推進 

⑤保育所と小学校の連携を強化します。 
教育委員会子ども支援係 Ａ 

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 

４．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に、必要な教育・

支援できる人材を導入します。 

教育委員会生涯学習係 Ａ 

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 

４．子どもや若者の夢の実現への支援 

②通学のための配慮など、中学卒業後の教育を受け

るために必要な支援を行います。 

教育委員会総務教育係 Ｄ 

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 

４．子どもや若者の夢の実現への支援 

③奨学金制度や基金制度の設置を進めます。 

教育委員会総務教育係 
教育委員会子ども支援係 

Ｃ 

第２節 文化の薫り

高いまちづくり 
（１）地域文化 

１．文化・芸術活動の推進 

①文化の薫り高い信濃町として、文化振興のための組

織づくりを推進するとともに、文化施設の充実を図りま

す。 

教育委員会 Ｂ 

第２節 文化の薫り
高いまちづくり 

（１）地域文化 

１．文化・芸術活動の推進 

②文化団体への指導者の紹介や活動成果の発表の

場の提供などの町民の文化活動の支援とともに、町民

文化フェスティバルなどの住民・各種団体主導型の文

化交流の推進を図ります。 

教育委員会生涯学習係 Ｂ 

第２節 文化の薫り
高いまちづくり 

（１）地域文化 

１．文化・芸術活動の推進 

③野尻湖ナウマンゾウ博物館、一茶記念館、黒姫童

話館、童話の森ギャラリーなど、充実した町内文化施

設での学芸員体制のもと、体験学習機会の充実、研

究サークルの育成と活動支援などに努め、住民の文

化・芸術活動を促進します。 

教育委員会ナウマンゾウ

博物館、一茶記念館、黒姫
童話館 

Ｂ 
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節 分野 主要施策 担当課・係 評価 

第２節 文化の薫り

高いまちづくり 
（１）地域文化 

２．伝統文化の保存・活用 

①町内に分散する埋蔵文化財などの調査研究とその

保存整備を推進します。 

教育委員会生涯学習係 Ｂ 

第２節 文化の薫り

高いまちづくり 
（１）地域文化 

２．伝統文化の保存・活用 

②伝統行事についての調査研究を進め、指導者の発

掘や継承者養成の支援、ビデオ等への記録保存など

により、継承保存に努めます。 

教育委員会生涯学習係 Ｄ 

第２節 文化の薫り
高いまちづくり 

（１）地域文化 

２．伝統文化の保存・活用 

③史跡や文化財の重要性について町民の意識を高

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。 

教育委員会生涯学習係 Ｂ 

第２節 文化の薫り

高いまちづくり 
（１）地域文化 

３．文化交流活動拠点の整備・充実 

①一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、一茶記念館の内容の充実を図

ります。 

教育委員会一茶記念館 Ｂ 

第２節 文化の薫り
高いまちづくり 

（１）地域文化 

３．文化交流活動拠点の整備・充実 

②野尻湖ナウマンゾウ博物館を、世界に誇るナウマン

ゾウ研究拠点として内容の充実を図ります。 

教育委員会ナウマンゾウ
博物館 

Ｂ 

第２節 文化の薫り
高いまちづくり 

（１）地域文化 

３．文化交流活動拠点の整備・充実 

③癒しの森事業と連携しながら黒姫童話館、童話の森

ギャラリー、ちひろ山荘など、童話の森全体をエコミュ

ージアムとして整備します。 

教育委員会黒姫童話館 Ｂ 

第２節 文化の薫り
高いまちづくり 

（１）地域文化 
３．文化交流活動拠点の整備・充実 

④文化・芸術作品と身近に日常的に接する機会を充

実します。 

教育委員会黒姫童話館 Ａ 

第２節 文化の薫り
高いまちづくり 

（１）地域文化 

４．観光資源としての役割の強化 

①野尻湖ナウマンゾウ博物館、黒姫童話館、童話の

森ギャラリー、一茶記念館などの文化施設での誘客に

結びつく企画展示・体験イベントの充実とともに、全国

俳句大会への参加促進ＰＲなど、全国へ向けて歴史・

文化・芸術のまち信濃町の発信を推進強化します。 

教育委員会ナウマンゾウ

博物館、一茶記念館、黒姫
童話館 

Ｂ 

第２節 文化の薫り

高いまちづくり 
（１）地域文化 

４．観光資源としての役割の強化 

②文化施設を中心に、町中の自然、芸術文化、歴史

の観光スポットのガイドマップを作成するとともに、案

内板の配備、ガイドボランティアの支援などを進め、観

光資源として活用します。 

教育委員会生涯学習係 Ｂ 

第２節 文化の薫り
高いまちづくり 

（１）地域文化 

４．観光資源としての役割の強化 

③流山市など他市町村との広域的な文化活動・交流

活動の拡大に努めます。 

教育委員会ナウマンゾウ

博物館、一茶記念館、黒姫
童話館 

Ｂ 

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 

１．生涯学習の推進 

①地域の情勢に応じた生涯学習基本計画の見直しを

行います。見直しにあたっては、関連する各分野との

連携方策を計画します。 

教育委員会生涯学習係 Ｅ 

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 

１．生涯学習の推進 

②広報しなのや公民館報の充実とともに、ホームペー

ジの活用により広域の生涯学習情報提供体制の充実

に努めます。 

教育委員会生涯学習係 Ｃ 

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 

１．生涯学習の推進 

③住民の学習ニーズに対応し、地域資源や生活文化

に根ざした各種講座、インターネットの安全な利用学

習などの充実を図るとともに、住民講師・学習ボランテ

ィアなど指導者・支援者の育成、町職員による｢出前講

座｣の実施、自主的な講座・サークル活動の促進など

により、子どもから高齢者まで、年代や生活価値観に

応じた多様な学習を促進します。 

教育委員会生涯学習係 Ｂ 

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 

２．生涯学習施設の整備・充実 

①総合会館、各公民館など、生涯学習施設の適切な

維持を図るとともに、県立図書館との連携により図書

室の充実に努めます。 

教育委員会生涯学習係 Ｃ 

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 
２．生涯学習施設の整備・充実 

②学習資料の整備、情報の収集に努め、各公民館を

「集まる」地域の情報センターとして充実します。 

教育委員会生涯学習係 Ｃ 
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節 分野 主要施策 担当課・係 評価 

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 

３．まちづくり活動との連携 

野尻湖、黒姫高原、ナウマンゾウ、一茶など、信濃町

の地域資源を活かした学習活動を通して将来のまちづ

くりを担う人材や組織の育成を図るとともに、各講座や

サークルと、まちづくりグループの交流と相互支援を図

り、自然体験インストラクター、観光ガイドの育成など、

生涯学習とまちづくり活動の連携を図ります。 

総務課まちづくり企画係 Ｂ 

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 

４．世代間交流の充実 

若い世代や子どもの成長にとって、高齢者の豊かな知

恵や経験は貴重であり、高齢者にとっても自らの経験

を活かすことが新たな活力、生きがいにつながるた

め、生涯学習の中での世代間交流の充実を図ります。 

教育委員会生涯学習係 Ｂ 

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 

５．公民館活動の推進 

①生涯学習講座では、社会の動きに応じた新しいテー

マを追求するとともに、教育委員会を中心に、地域の

人材・人脈を活かして開設する多彩で魅力ある公民館

講座を目指します。 

教育委員会生涯学習係 Ｂ 

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 

５．公民館活動の推進 

②各講座・教室を自主運営するグループ・サークルの

育成を推進し、町民が互いに学びあう生涯学習活動を

展開します。 

教育委員会生涯学習係 Ｂ 

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 
５．公民館活動の推進 

③子ども対象の講座・教室の充実を図り、子どもの地

域活動の活性化を促進します。 

教育委員会生涯学習係 Ａ 

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 

１．地域全体で子どもを育てる環境整備 

①地域全体で子どもの人格・人間力を育てていくた

め、学校支援地域本部の設置など、学校支援ボランテ

ィアや地域講師など、地域住民が学校へ参加する仕

組みづくりを進めます。 

教育委員会生涯学習係 Ａ 

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 

１．地域全体で子どもを育てる環境整備 

②給食センターと連携し、地域食材を使った豊かでお

いしい給食など食育と地産地消を推進します。 

教育委員会総務教育係 Ｂ 

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 

１．地域全体で子どもを育てる環境整備 

③保育所・学校・家庭・地域の密接な連携と協働によ

る教育・育成活動を促進し、子どもたちの健全な育成

を図ります。 

教育委員会子ども支援係 Ａ 

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 

１．地域全体で子どもを育てる環境整備 

④地域社会での異年齢集団での多彩な遊び、高齢者

との交流などを進めるために、育成会への支援に努

め、世代間交流など地域でのふれあいイベントを充実

します。 

教育委員会子ども支援係 Ａ 

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 

２．子どもの安全対策の推進 

地域や学校、行政が協力して、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握などの取り

組みを促進し、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。また、社会全体で子どもたちを有

害図書や有害薬物、インターネットや携帯電話などに

よる有害な情報等から守り、青尐年の非行防止に努め

ます。 

教育委員会総務教育係 Ａ 

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 

１．スポーツ・レクリエーションの振興 

①野尻湖や黒姫山などの恵まれた自然を活かし、「い

つでも・だれでも・どこでも」気軽に健康づくり・仲間づく

りができるライフスポーツの振興とともに、自主的・自

発的なスポーツ活動を促進する「町民１人１スポーツ」

を目指し、子どもから高齢者までスポーツ活動に参加

できる総合型スポーツクラブの体制づくりを推進しま

す。 

教育委員会生涯学習係 Ｂ 

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 

１．スポーツ・レクリエーションの振興 

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。 

教育委員会生涯学習係 Ｂ 
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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 

１．スポーツ・レクリエーションの振興 

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、職場や地域でのスポーツ活動の

活性化を図ります。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

りとともに、仲間同士の交流を深めます。 

教育委員会生涯学習係 Ｃ 

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 

１．スポーツ・レクリエーションの振興 

④住民・地域・民間・行政がそれぞれ役割を分担し、町

民の健康の増進と親睦を深める町民スポーツフェステ

ィバルの充実を図ります。 

教育委員会生涯学習係 Ｂ 

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 

２．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を計

画的に進めます。また、学校施設を地域に開放し有効

活用を図ります。 

教育委員会生涯学習係 Ｂ 

第５章 住みたい・住み続けたい住民主体のまちづくり 

節 分野 主要施策 担当課・係 評価 

第１節 官民協働に

よるまちづくり 
（１）まちづくり 

１．町民と行政の協働によるまちづくりの推進 

①協働のまちづくりを実現するため、町民と行政の役

割分担への意識の醸成を図り、信頼関係の確立に努

めます。 

総務課まちづくり企画係 Ｂ 

第１節 官民協働に

よるまちづくり 
（１）まちづくり 

１．町民と行政の協働によるまちづくりの推進 

②広報・町ホームページ等へ随時情報を掲載し、電子

申請サービスの活用による情報交換、交流の場として

の町民参加のイベントの開催、まちづくりのリーダーと

しての人材の発掘と育成などを通して、グループ活動・

ボランティア活動の多様化を図ります。 

総務課庶務係 Ｂ 

第１節 官民協働に

よるまちづくり 
（１）まちづくり 

１．町民と行政の協働によるまちづくりの推進 

③ＮＰＯなど民間団体との協働による町民サービスの

提供を推進します。 

総務課まちづくり企画係 Ｂ 

第１節 官民協働に
よるまちづくり 

（１）まちづくり 
２．住民参加の促進 

①これまで行政主導で行われてきた政策形成や事業

の実施・評価への住民参画を推進します。 

総務課まちづくり企画係 Ｂ 

第１節 官民協働に

よるまちづくり 
（１）まちづくり 

２．住民参加の促進 

②各種の計画づくりにあたり、各種委員会等に計画段

階から住民参加を進め、住民の理解を得ながら計画を

つくり、事業へとつなげます。 

総務課まちづくり企画係 Ｂ 

第１節 官民協働に
よるまちづくり 

（１）まちづくり 

２．住民参加の促進 

③各種団体のまちづくりの活動を支援する情報の提供

につとめ、住民による主体的な様々な活動への取り組

みを推進します。 

総務課まちづくり企画係 Ａ 

第１節 官民協働に
よるまちづくり 

（１）まちづくり 
２．住民参加の促進 

④長期振興計画の達成状況を点検し、計画的なまち

づくりを進めます。 

総務課まちづくり企画係 Ａ 

第１節 官民協働に

よるまちづくり 
（１）まちづくり 

３．コミュニティ活動の活性化 

①住民自らの地域づくりへの意識の高揚、身近な地区

活動への参加促進により、地域との連帯と交流を図

り、コミュニティ活動の活性化へ向けた取り組みを促進

します。 

総務課庶務係 Ｂ 

第１節 官民協働に
よるまちづくり 

（１）まちづくり 

３．コミュニティ活動の活性化 

②育成会、女性の団体、高齢者の団体、消防団などの

活動の活性化を図るとともに、地区活動やイベントなど

を通して世代や活動領域を越えた相互交流を促進しま

す。 

総務課庶務係 
住民福祉課福祉係 

Ｃ 

第１節 官民協働に
よるまちづくり 

（１）まちづくり 
３．コミュニティ活動の活性化 

③コミュニティ活動の場となる身近な地域施設の整備・

充実と、学校など公共施設の地域開放を進めます。 

総務課財政係 Ｂ 
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第１節 官民協働に
よるまちづくり 

（１）まちづくり 

４．ボランティアの促進 

①社会福祉協議会のボランティアセンターと連携し、子

育てを終えた住民ボランティアの支援や各種ボランテ

ィア活動を推進し、普及促進を図ります。 

住民福祉課福祉係 Ｂ 

第１節 官民協働に

よるまちづくり 
（１）まちづくり 

４．ボランティアの促進 

②ボランティア活動の活性化を図るため、人材の育

成・発掘を図る。また、ボランティア相互の交流、ネット

ワークづくりの支援、ボランティアデータベースの整

備、情報提供を進めます。 

住民福祉課福祉係 Ｂ 

第２節 共に生きる

まちづくり 
（１）青尐年活動 

１．青尐年の交流促進 

①文化・スポーツなどのグループ活動、広域交流、流

山市などとの地域間交流、国際交流等、若者の交流

活動を促進します。 

教育委員会生涯学習係 Ｂ 

第２節 共に生きる
まちづくり 

（１）青尐年活動 

１．青尐年の交流促進 

②学校・家庭・地域・関係機関が連携をとり、子ども会

の組織強化、地域活動との連携、自然や郷土の歴史・

文化、産業とふれあう体験の場や遊び場の確保などを

図ります。 

教育委員会子ども支援係 Ｂ 

第２節 共に生きる
まちづくり 

（１）青尐年活動 
１．青尐年の交流促進 

③非行防止の広報啓発活動を強化します。 
教育委員会子ども支援係 Ａ 

第２節 共に生きる

まちづくり 
（１）青尐年活動 

１．青尐年の交流促進 

④社会福祉協議会と連携して、若者の出会いのため

のイベント開催や結婚相談の充実を図ります。 

総務課まちづくり企画係 Ｄ 

第２節 共に生きる
まちづくり 

（１）青尐年活動 

２．まちづくりへの参加促進 

①人生の先輩組が率先してボランティア活動等まちづ

くりへの参加促進を図ることにより、自分が住んでいる

地域に関心がもてるよう、これからのまちづくりを担う

青尐年の意識づけ活動を支援するとともに、各種委員

会・審議会、イベント、伝統芸能の継承への若者の参

加を促進します。 

教育委員会生涯学習係 Ｃ 

第２節 共に生きる
まちづくり 

（１）青尐年活動 

２．まちづくりへの参加促進 

②青年が、子ども会活動の指導員、世代間交流の世

話役などになれるよう、研修機会と参加機会の充実を

図ります。 

教育委員会子ども支援係 Ａ 

第２節 共に生きる

まちづくり 
（１）青尐年活動 

２．まちづくりへの参加促進 

③青尐年育成会などを中心に、関係機関と連携して青

尐年の健全育成を図ります。 

教育委員会子ども支援係 Ａ 

第２節 共に生きる
まちづくり 

（２）男女共同
参画 

１．意識の啓発 

家庭・地域・職場での男女の固定的な役割分担意識

の是正を図り、「信濃町男女共同参画社会推進条例」

や「男女共同参画社会推進計画」の趣旨を踏まえた男

女共同参画社会の実現に努めます。 

教育委員会生涯学習係 Ｃ 

第２節 共に生きる
まちづくり 

（２）男女共同
参画 

２．社会的条件の整備 

男女均等な雇用機会と待遇の改善に向けた啓発活動

に努めます。また、生涯学習や職業能力開発など、女

性の学習と就業機会の拡大と内容の充実に努めると

ともに、男女が共に仕事や社会活動を続けられるよ

う、出産・育児や高齢者介護への支援体制の充実を図

ります。 

教育委員会生涯学習係 Ｃ 

第２節 共に生きる
まちづくり 

（２）男女共同
参画 

３．社会活動への参加 

①各分野の委員会・審議会などへの女性委員の積極

的な起用を図るなど、政策・方針決定の場への女性の

参画を進め、女性の意見をまちづくりに反映させます。 

教育委員会総務教育係 
教育委員会生涯学習係 

Ｃ 

第２節 共に生きる
まちづくり 

（２）男女共同
参画 

３．社会活動への参加 

②男女が様々な社会活動に共に参加できるよう、情報

や活動の場の提供、講習・講座の充実、保育体制の

整備などに努めます。 

教育委員会生涯学習係 Ｃ 

第２節 共に生きる

まちづくり 
（３）人権尊重 

１．人権尊重社会の実現 

①家庭、地域、学校、職場などすべての場において、

いじめや人を見下すことのない人権が尊重されるよ

う、啓発活動を進めるとともに、指導者の養成と資質の

向上、行政職員の研修に努めます。 

住民福祉課福祉係 Ｂ 
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第２節 共に生きる
まちづくり 

（３）人権尊重 

１．人権尊重社会の実現 

②町民憲章にある「心をあわせ、手をとりあって、相手

の立場を重んじ進める明るいまちづくり」を推進しま

す。 

住民福祉課福祉係 Ｂ 

第２節 共に生きる

まちづくり 
（３）人権尊重 

２．人権教育の推進 

いじめ問題などをなくすため、地域住民講師の派遣、

ボランティアなどを通じての福祉体験学習、職員の研

修の充実など、家庭・学校・地域で心の教育を推進す

るとともに、人権学習を実施します。 

教育委員会生涯学習係 Ｂ 

第２節 共に生きる
まちづくり 

（３）人権尊重 

３．人権啓発活動の推進 

思いやりの心を育むために住民の企画・運営による学

習会の開催などにより、「一世帯ひとりの指導者を育

成する」取り組みをいっそう充実し、地域において核に

なる人材の育成・確保に努め、人権啓発活動を推進し

ます。 

教育委員会生涯学習係 Ｂ 

第２節 共に生きる
まちづくり 

（４）国際交流・
地域間交流 

１．国際交流の促進 

①国際村、黒姫童話館などを通して、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

くりや人材の育成を図ります。 

総務課庶務係 Ｃ 

第２節 共に生きる
まちづくり 

（４）国際交流・
地域間交流 

１．国際交流の促進 

②観光関係団体などの協力を得て、町を訪れる外国

人にも分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。 

産業観光課商工観光係 Ｄ 

第２節 共に生きる
まちづくり 

（４）国際交流・
地域間交流 

２．地域間交流の促進 

①流山市との交流をはじめとした一茶関係の交流、野

尻湖ナウマンゾウ博物館、黒姫童話館を通した交流な

ど、積極的に情報発信を行い、全国的な文化活動を通

した交流を促進します。 

教育委員会ナウマンゾウ
博物館、一茶記念館、黒姫

童話館 

Ｂ 

第２節 共に生きる
まちづくり 

（４）国際交流・
地域間交流 

２．地域間交流の促進 

②地震災害などに備えて、同じ被害圏に属さない市町

村や企業との相互協力を推進します。 

総務課庶務係 Ａ 

第２節 共に生きる
まちづくり 

（４）国際交流・
地域間交流 

２．地域間交流の促進 

③体験型修学旅行の受け入れ、消費者グループ・団

体と提携した農業の推進など、民間レベルの多様な地

域間交流を支援します。 

産業観光課農林畜産係 Ｂ 

第２節 共に生きる
まちづくり 

（５）広域行政 

１．広域行政の推進 

信濃町でしか出来ない事業を推進するとともに、長野

広域連合や一部事務組合などを中心に周辺市町村と

連携し、事務・事業の共同化や機能分担を図り、行政

運営の一層の効率化を進めます。 

総務課まちづくり企画係 Ａ 

第２節 共に生きる

まちづくり 
（５）広域行政 

２．近隣地域との連携強化 

①広域市町村が連携し、文化・自然体験型の観光地と

してイメージの確立を図り、観光・交流型農業のネット

ワークづくりを促進します。 

産業観光課商工観光係 Ｂ 

第２節 共に生きる
まちづくり 

（５）広域行政 

２．近隣地域との連携強化 

②ＪＲ信越本線の利用促進、並行在来線対策運動、市

町にまたがる県道の整備など広域で協力して促進を

図ります。 

総務課まちづくり企画係 
建設水道課建設係 

Ｂ 

第２節 共に生きる

まちづくり 
（５）広域行政 

２．近隣地域との連携強化 

③保健・医療体制、介護保険サービス事業者の育成、

障害者施設の整備など、保健・福祉・医療面での広域

連携を促進します。 

住民福祉課介護支援係 Ｃ 

第２節 共に生きる
まちづくり 

（５）広域行政 

２．近隣地域との連携強化 

④広域圏単位でのゴミ処理施設などの検討を進めて

いきます。 

住民福祉課環境係 Ａ 

第２節 共に生きる

まちづくり 
（５）広域行政 

２．近隣地域との連携強化 

⑤文化・交流施設の連携と相互利用、関係団体・グル

ープの地域間交流の促進を図ります。 

教育委員会生涯学習係 Ｂ 

第２節 共に生きる
まちづくり 

（５）広域行政 

３．推進体制の強化 

広域的な事務・事業を推進するため、テーマごとの各市

町村職員や地域住民による横断的なプロジェクトチーム

や、連携のための協議会を設置して機能を高めます。 

総務課まちづくり企画係 Ｃ 
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節 分野 主要施策 担当課・係 評価 

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 

１．町内の物件情報のデータベース化 

町内の物件情報のデータベース化を検討し、空き屋等

の有効活用とともに必要とする人への情報提供サービ

スの充実を図ります。また、物件についての情報発信

や若者定住促進として、転入推進係（仮称）の設置を

目指します。 

産業観光課癒しの森・企業

誘致係 
Ｂ 

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 

２．情報発信基地の整備 

観光案内、道路情報案内など、道路利用者へのサー

ビス向上とともに、本町や近隣市町村の情報提供の場

として地域の振興に寄与する信濃町総合情報センター

（道の駅「しなの」の道路情報ステーション内）の充実を

図ります。 

産業観光課商工観光係 Ａ 

第３節  情報公開・
情報提供が充実した
まちづくり 

（２）行政情報 

１．情報の公開・共有の充実 

①町政の透明性を高め、町民の理解と参加を促進す

るため、可能な限り情報の公開と住民への説明を行

い、行政情報の共有を図ります。 

総務課庶務係 Ａ 

第３節  情報公開・

情報提供が充実した
まちづくり 

（２）行政情報 

１．情報の公開・共有の充実 

②町広報紙や各種パンフレット、ビデオ、インターネット

ホームページ、相談窓口の整備などにより、分かりや

すい行政情報を積極的に提供します。 

総務課庶務係 Ａ 

第３節  情報公開・

情報提供が充実した
まちづくり 

（２）行政情報 

１．情報の公開・共有の充実 

③ＣＭＳ等のインターネットツールの活用により、各所

管課の情報をより簡易的に掲載できるようにするなど

の工夫を行い、情報の公開が円滑に行えるように推進

します。 

総務課庶務係 Ａ 

第３節  情報公開・
情報提供が充実した

まちづくり 

（２）行政情報 
１．情報の公開・共有の充実 

④プライバシーに十分配慮した上で、行政情報の公開

を推進します。 

総務課庶務係 Ａ 

第３節  情報公開・
情報提供が充実した

まちづくり 

（２）行政情報 
２．情報の提供 

①信濃町出身者や別荘所有者への情報提供などを実

施していきます。 

総務課庶務係 Ｂ 

第３節  情報公開・

情報提供が充実した
まちづくり 

（２）行政情報 

２．情報の提供 

②高校生や大学生へメールを使った情報発信を行い

ます。 

総務課庶務係 Ｄ 

第３節  情報公開・

情報提供が充実した
まちづくり 

（２）行政情報 

２．情報の提供 

③提携企業や市町村へメールを使った情報発信を行

います。 

総務課庶務係 Ｃ 

第３節  情報公開・
情報提供が充実した
まちづくり 

（２）行政情報 

３．広聴の充実 

①町民の多様な意見や提言が行政に反映されるよう、

出前講座などの検討や、各種委員会・懇談会などへの

住民参画を呼びかけます。特に全町民向けの懇談会

や説明会には、より多くの参加が得られるよう、周知方

法、開催方法等を検討していきます。 

総務課まちづくり企画係 Ｂ 

第３節  情報公開・
情報提供が充実した
まちづくり 

（２）行政情報 
３．広聴の充実 

②意見箱、電子メール、パブリックコメントなどを活用し

た意見聴取など広聴の充実に努めます。 

総務課まちづくり企画係 Ａ 

第４節 行財政の健
全なまちづくり 

（１）行政運営 
１．計画行政の推進 

①関係各課の連携協力体制と計画段階からの住民参

画により、住民と連携した事業を推進します。 

総務課まちづくり企画係 Ｂ 

第４節 行財政の健

全なまちづくり 
（１）行政運営 

１．計画行政の推進 

②総合性を求められる事業については、プロジェクトチ

ームを編成し、行政、住民、企業、専門家など多くの意

見を結集し、事業を推進します。 

総務課まちづくり企画係 Ｂ 

第４節 行財政の健
全なまちづくり 

（１）行政運営 

１．計画行政の推進 

③長期振興計画のもとに、計画的な事業の執行管理

体制を整備するとともに、その達成状況を点検し、計

画的なまちづくりを進めます。 

総務課まちづくり企画係 Ａ 
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節 分野 主要施策 担当課・係 評価 

第４節 行財政の健

全なまちづくり 
（１）行政運営 

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、職員の企画・政策形成・専門技術などの能力の開

発、まちづくりの動き・国の各省庁の事業など横の情

報の共有化、プロジェクトチームや研究会などのグル

ープ活動の促進、女性・若手職員の能力発揮機会の

創出、能力重視の人事・給与体系の導入、計画的な異

動などにより、適材適所による職員の活性化を図りま

す。 

総務課庶務係 Ｂ 

第４節 行財政の健
全なまちづくり 

（１）行政運営 

２．職員の活性化 

②住民主体のまちづくり活動の活性化、住民との協働

型行政の構築に向けて、住民によるまちづくり活動を

支援し、関係職員の意欲と能力を高めるとともに、職

員の地域活動への参加を促進します。 

総務課庶務係 Ａ 

第４節 行財政の健
全なまちづくり 

（１）行政運営 

２．職員の活性化 

③信濃町に住む町職員の比率の増加を図るとともに、

職員の能力を引き出す人材育成及び新人研修を進め

ます。 

総務課庶務係 Ｃ 

第４節 行財政の健
全なまちづくり 

（１）行政運営 

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。 

総務課財政係 Ｂ 

第４節 行財政の健

全なまちづくり 
（１）行政運営 

３．効果的な行政運営 

②民間委託の推進と適切な管理、ＮＰＯの組織化など

を含めた住民参加型・住民との協働推進型の事業展

開など、費用対効果を検討し、事業効果の高い取り組

みを進めます。 

総務課財政係 Ｂ 

第４節 行財政の健
全なまちづくり 

（１）行政運営 

３．効果的な行政運営 

③課・係の見直し、職員の重点配置など、組織の見直

しを行います。 

総務課庶務係 Ａ 

第４節 行財政の健
全なまちづくり 

（１）行政運営 

４．効率的な行政運営 

①決裁区分の見直しと迅速化、ＩＴ機器の有効活用、省

エネ・省資源の推進、備品管理の徹底など、事務事業

の効率化を図ります。 

総務課庶務係 
総務課財政係 

Ｂ 

第４節 行財政の健
全なまちづくり 

（１）行政運営 

４．効率的な行政運営 

②効率的な文書管理と情報公開制度の運用体制整

備、インターネットを利用した情報提供と情報交換、積

極的な情報発信による地域活性化、各種データベース

の整備などを進めます。 

総務課庶務係 Ｂ 

第４節 行財政の健

全なまちづくり 
（１）行政運営 

４．効率的な行政運営 

③公共施設の計画的な建設・維持・更新を行い、効率

的な管理・運営に努めます。 

総務課財政係 Ｂ 

第４節 行財政の健
全なまちづくり 

（１）行政運営 

５．行政サービスの向上 

窓口サービスの迅速化簡略化による住民サービスの

向上に努めるとともに、インターネットなどの活用によ

り、多様なニーズに応えられる行政サービスの提供を

目指します。 

総務課庶務係 
総務課税務係 

Ｂ 

第４節 行財政の健

全なまちづくり 
（１）行政運営 

６．推進体制の確立 

行政改革のプログラムを策定し、達成度の把握など、

適切かつ合理的な進捗管理に努めます。 

総務課まちづくり企画係 Ａ 

第４節 行財政の健
全なまちづくり 

（２）財政運営 
１．計画的な財政運営 

①本計画の実現に向けて長期財政計画を策定し、健

全な財政運営に努めます。 

総務課財政係 Ｃ 

第４節 行財政の健
全なまちづくり 

（２）財政運営 

１．計画的な財政運営 

②住民ニーズや社会情勢の変化に適切に対処するた

め、事業の費用対効果、緊急性等を厳密に検討し、財

政状況を勘案する中で、優先度の高いものから最大

限の投資効果を挙げるよう、創意工夫を凝らし重点的

に実施します。 

総務課財政係 Ｂ 
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節 分野 主要施策 担当課・係 評価 

第４節 行財政の健
全なまちづくり 

（２）財政運営 

２．財源の確保 

①文化・自然体験型の観光等の振興、起業家の促

進、若者の定住及びＵ・Ｉターンの促進、企業との提携

や誘致など、自主財源の安定確保につながる投資を

重点的に進めます。 

総務課財政係 Ａ 

第４節 行財政の健
全なまちづくり 

（２）財政運営 

２．財源の確保 

②町財政への影響の大きい国・県の構造改革の動向

等を見極め、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、適正な負担額の設定に努

め財政確保を図ります。 

総務課財政係 Ｂ 

第４節 行財政の健
全なまちづくり 

（２）財政運営 

２．財源の確保 

③自主財源の柱である町税は、課税客体の的確な把

握と収納率の向上に努めます。また、地域産業の振興

を図り、税源のかん養に努めます。 

総務課税務係 Ｂ 

第４節 行財政の健
全なまちづくり 

（２）財政運営 

２．財源の確保 

④事務事業の効率化、外部委託の推進、臨時職員・

嘱託員の活用などによる定員の削減、特別会計及び

企業会計の独立採算性の確立、事務経費の削減に努

め、義務的経費を極力抑制し、財政の弾力化の確保

に努めます。 

総務課財政係 Ｂ 

第４節 行財政の健

全なまちづくり 
（２）財政運営 

２．財源の確保 

⑤公有財産の現状把握の徹底と管理体制の明確化を

図り、適正な維持管理に努めるとともに、財産の効率

的な運用を図ります。 

総務課財政係 Ｂ 
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１ 全体評価のとりまとめ 

（１）全体評価 

信濃町第５次長期振興計画前期基本計画のすべての「主要施策」を評価

した達成度について、それぞれＡを 100 点、Ｂを 75 点、Ｃを 50 点、Ｄを

25点、Ｅを 0点として点数化し、全体の平均を求めると、100点満点で、 

 

７４．５ 点 
 

となっています。 

今回評価した 385 の「主要施策」の中には、様々な内容・性格の取り組

みがハード・ソフトの両面にわたって盛り込まれており、正確な点数評価

は極めて困難ですが、信濃町第５次長期振興計画前期基本計画は、計画期

間５年のうち４年が経過した時点で、７割強の達成度となっており、概ね

順調に進捗してきたということができます。 

 

（２）章別の比較 

章別に比較してみると、評価が最も高い章は「第４章 全国に誇れる教

育・文化のまちづくり」（77.2点）で、全体平均の 74.5点を約３ポイント

上回っています。この章は、学校教育、生涯学習、文化、スポーツなどに

関する内容で構成されており、『教育文化分野』の評価は高いといえます。 

次いで評価が高い章は「第１章 みんなが健康で安心して暮らせるまち

づくり」（77.0 点）で、第４章とほぼ同点となっており、全体平均を約３

ポイント上回っています。この章は、保健、医療、地域福祉、高齢者福祉、

障がい者福祉、子育て支援、社会保障などに関する内容で構成されており、

『福祉健康分野』の評価も比較的高くなっています。 

続いて評価が高い章は「第５章 住みたい・住み続けたい住民主体のま

ちづくり」（75.4 点）で、全体平均を１ポイント上回っています。この章

は、住民協働、男女共同参画、人権尊重、交流、情報提供、行財政運営な

どに関する内容で構成されており、『協働・行財政等分野』の評価は全体平

均よりわずかに高くなっています。 

また、「第２章 安心安全な生活をおくれるまちづくり」（74.8 点）は、

全体平均とほぼ同様となっています。この章は、環境・景観、ごみ処理、

道路、公共交通、情報通信、住環境、上・下水道、雪対策、消防、防災、

防犯、交通安全などに関する内容で構成されており、『生活環境分野』の評

価は平均的であるといえます。 
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一方、「第３章 地域の環境を活かした産業のまちづくり」（67.5点）は、

全体平均を７ポイント下回っています。この章は、観光、ブランド化、商

工業、農林業などに関する内容で構成されており、『産業振興分野』の評価

はかなり厳しいものとなっています。［図表１・２参照］ 

 

図表１ 章別達成度（平均点） 

 

章 達成度（平均点） 

第１章 みんなが健康で安心して暮らせるまちづくり 

（福祉健康分野） 
77.0 

第２章 安心安全な生活をおくれるまちづくり 

（生活環境分野） 
74.8 

第３章 地域の環境を活かした産業のまちづくり 

（産業振興分野） 
67.5 

第４章 全国に誇れる教育・文化のまちづくり 

（教育文化分野） 
77.2 

第５章 住みたい・住み続けたい住民主体のまちづくり 

（協働・行財政等分野） 
75.4 

 

図表２ 章別達成度（平均点） 
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２ 章ごとの評価のとりまとめ 

（１）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章の「みんなが健康で安心して暮らせるまちづくり（福祉健康分野）」

（77.0点）は、５つの章の中で２番目の評価となっています。 

第１章の中の４つの節のうち、評価が最も高い節は「第３節 安心して

子を産み育てることのできる環境づくり」（83.3 点）で、全体平均を約９

ポイント上回っており、評価かがかなり高くなっています。 

この節は、子育て環境に関する 12の主要施策で構成されていますが、こ

のうち７施策が 100％の達成度、３施策が 75％の達成度、「保育所の統合検

討」に関する１施策が 50％の達成度、「ファミリーサポートセンターの充

実」に関する１施策が 25％の達成度となっています。 

次いで評価が高い節は「第１節 ピンピンコロリ・健康づくり」（80.2

点）で、全体平均を約６ポイント上回っており、評価が高くなっています。 

この節は、保健、地域医療に関する 24の主要施策で構成されていますが、

このうち７施策が 100％の達成度、15 施策が 75％の達成度、「在宅医療の

推進」、「救急医療体制の強化」に関する２施策が 50％の達成度となってい

ます。 

また、「第４節 安心して社会保障制度を利用できる環境づくり」（79.7

点）についても、全体平均を約５ポイント上回っており、評価が高くなっ

ています。 

この節は、社会保障制度（国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保

険、国民年金）に関する 16の主要施策で構成されていますが、このうち３

施策が 100％の達成度、13施策が 75％の達成度となっています。 

第１章の中で評価が最も低い節は「第２節 福祉のまちづくり」（71.5

点）で、全体平均を３ポイント下回り、評価がやや低くなっています。 

この節は、地域福祉、高齢者福祉、障がい者福祉、低所得者福祉に関す

る 36の主要施策で構成されていますが、このうち６施策が 100％の達成度、

21 施策が 75％の達成度、「社会福祉協議会の充実支援」、「認知症高齢者の

家族への支援」、「こころのバリアフリーの実現」、「障害者の雇用の促進」、

「障害者の社会参加の促進」、「障害者に対する理解の促進」、「低所得者へ

の制度資金の周知と活用」、「低所得者の就業相談、労働市場の開拓」に関

する８施策が 50％の達成度、「高齢者のための共同住宅の整備」に関する

１施策は未実施となっています。［図表３・４参照］ 
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図表３ 節別達成度（平均点）【第１章 みんなが健康で安心して暮らせるまちづくり】 

 

節 達成度（平均点） 

第１節 ピンピンコロリ・健康づくり 

    （保健、地域医療） 
80.2 

第２節 福祉のまちづくり 

    （地域福祉、高齢者福祉、障がい者福祉、低所得者福祉） 
71.5 

第３節 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） 
83.3 

第４節 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） 
79.7 

 

図表４ 節別達成度（平均点）【第１章 みんなが健康で安心して暮らせるまちづくり】 
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（２）第２章 安心安全な生活をおくれるまちづくり 

第２章の「安心安全な生活をおくれるまちづくり（生活環境分野）」（74.8
点）は、５つの章の中で４番目の評価となっています。 
第２章の中の５つの節のうち、評価が最も高い節は「第５節 安心安全

な生活環境づくり」（86.6点）で、全体平均を約 12ポイント上回っており、
評価が非常に高くなっています。 
この節は、消防・救急、防災、防犯・消費者保護・交通安全に関する 28

の主要施策で構成されていますが、このうち 16施策が 100％の達成度、10
施策が 75％の達成度、「自主防災組織の体制強化の支援」に関する１施策
が 50％の達成度、「公共施設の耐震化、住宅の耐震改修の促進」に関する
１施策が 25％の達成度となっています。 
次いで評価が高い節は「第３節 自然と調和した機能的な地域基盤づく

り」（75.0 点）で、全体平均を約１ポイント上回っており、評価がわずか
に高くなっています。 
この節は、市街地、道路網、公共交通、地域情報・通信網に関する 29の

主要施策で構成されていますが、このうち９施策が 100％の達成度、13 施
策が 75％の達成度、「黒姫駅西側の市街地整備の検討」、「計画的な市街地
づくり」、「景観計画の策定検討」、「美しい家並みづくり」、「都市計画道路
の見直しと整備」、「新たな交流が生まれる道づくり」に関する６施策が 50％
の達成度、「景観計画の策定に向けた景観の方向性の検討」に関する１施策
が未実施となっています。 
一方、「第２節 ゴミを克服するまちづくり」（71.7点）については、全

体平均を約３ポイント下回っており、評価がやや低くなっています。 
この節は、環境衛生、環境保全に関する 15の主要施策で構成されていま

すが、このうち７施策が 100％の達成度、３施策が 75％の達成度、「不法投
棄のパトロールの実施」、「事業所等への公害防止の指導」に関する２施策
が 50％の達成度、「大量消費型生活スタイルの見直しの啓発」、「乱開発の
防止と、そのための条例の制定検討」に関する２施策が 25％の達成度、「新
たな不燃物最終処分場の検討」に関する１施策が未実施となっています。 
また、「第４節 住みよい生活環境づくり」（69.5点）については、全体

平均を５ポイント下回っており、評価が低くなっています。 
この節は、住環境、上水道、下水道、雪対策に関する 32の主要施策で構

成されていますが、このうち８施策が 100％の達成度、13施策が 75％の達
成度、「住宅ローンに対する利子補給の実施と民間と連携した宅地開発の促
進」、「野尻湖周辺の公園等の整備と違法桟橋等の整理・統合の検討」、「童
話の森、町民の森、やすらぎの森の整備・充実」、「水源の確保」、「下水道
の接続率の向上と効率的な施設管理」、「コンポスト処理施設の増設」、「水
洗化率の向上」、「雪を利用した産業振興」に関する８施策が 50％の達成度、
「子どもや高齢者が身近に利用できる公園等の整備」、「配水池等老朽化し
た施設の補修」に関する２施策が 25％の達成度、「中央監視システム未整
備配水池のシステム化」に関する１施策が未実施となっています。 
第２章の中で評価が最も低い節は「第１節 自然の恵みを楽しむまちづ

くり」（67.2 点）で、全体平均を約７ポイント下回っており、評価がかな
り低くなっています。 
この節は、環境共生、景観形成に関する 16の主要施策で構成されていま
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すが、このうち４施策が 100％の達成度、７施策が 75％の達成度、「景観計
画策定・条例制定の検討」、「自然エネルギーの導入、省エネルギー機器・
住宅等の普及促進」に関する２施策が 50％の達成度、「健康と癒しの森事
業の推進と町民の森を拠点とした体験プログラムの開発支援」、「屋外広告
物条例による規制・指導」に関する２施策が 25％の達成度、「景観形成の
課題把握と目標・方針の検討」に関する１施策が未実施となっています。
［図表５・６参照］ 
 

図表５ 節別達成度（平均点）【第２章 安心安全な生活をおくれるまちづくり】 

 

節 達成度（平均点） 

第１節 自然の恵みを楽しむまちづくり 

    （環境共生、景観形成） 
67.2 

第２節 ゴミを克服するまちづくり 

    （環境衛生、環境保全） 
71.7 

第３節 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） 
75.0 

第４節 住みよい生活環境づくり 

    （住環境、上水道、下水道、雪対策） 
69.5 

第５節 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） 
86.6 

 

図表６ 節別達成度（平均点）【第２章 安心安全な生活をおくれるまちづくり】 
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（３）第３章 地域の環境を活かした産業のまちづ

くり 

第３章の「地域の環境を活かした産業のまちづくり（産業振興分野）」
（67.5点）は、５つの章の中で最も低い評価となっています。 
第３章の中の７つの節のうち、評価が最も高い節は「第４節 環境を活

用・配慮した工業づくり」と「第５節 安定した雇用環境づくり」（同点
75.0点）で、全体平均を約１ポイント上回っており、評価がわすかに高く
なっています。 
「第４節 環境を活用・配慮した工業づくり」は、工業に関する３つの

主要施策で構成されていますが、このうち１施策が 100％の達成度、１施
策が 75％の達成度、「伝統産業である打刃物の支援」に関する１施策が 50％
の達成度となっています。 
「第５節 安定した雇用環境づくり」は、労働環境に関する５つの主要

施策で構成されていますが、５施策すべてが 75％の達成度となっています。 
続いて評価が高い節は「第７節 森林資源を有効利用したまちづくり」

（72.7点）ですが、全体平均を約２ポイント下回っており、評価がわずか
に低くなっています。 
この節は、林業に関する 11の主要施策で構成されていますが、このうち

４施策が 100％の達成度、４施策が 75％の達成度、「林業従事者の育成・確
保」に関する１施策が 50％の達成度、「きのこ生産の振興、加工品等の開
発・販売」、「町民の森を拠点とした体験プログラムの開発と指導員等の育
成」に関する２施策が 25％の達成度となっています。 
また、「第６節 循環型の農業環境づくり」（70.8点）は、全体平均を約

４ポイント下回っており、評価がやや低くなっています。 
この節は、農業、農地活用に関する 12の主要施策で構成されていますが、

このうち１施策が 100％の達成度、８施策が 75％の達成度、「環境保全型農
業の推進」、「後継者・新規就農者の育成、生産体制の整備促進」、「バイオ
マス燃料の利用等の支援」に関する３施策が 50％の達成度となっています。 
「第１節 滞在・体験型観光のまちづくり」（69.6 点）は、全体平均を

約５ポイント下回っており、評価がやや低くなっています。 
この節は、観光に関する 14の主要施策で構成されていますが、このうち

２施策が 100％の達成度、８施策が 75％の達成度、「エコツアーの支援と誘
客宣伝活動の推進」、「自然環境の保全、文化・体験拠点の充実、町内のコ
ース設定」、「高齢者や障害者にやさしい環境整備」に関する３施策が 50％
の達成度、「外国人観光客の受け入れ体制の整備」に関する１施策が 25％
の達成度となっています。 
また、「第２節 信濃町ブランドづくり」（57.5点）については、全体平

均を 17ポイント下回っており、評価が非常に低くなっています。 
この節は、ブランド化に関する 10の主要施策で構成されていますが、こ

のうち３施策が 75％の達成度、「ブランド産物の掘り起し」、「ブランド戦
略の検討」、「販売戦略・研究の推進」、「特産品、加工品、名物料理の開発」、
「地産地消の推進・拡大とブランド化の推進」、「観光商業の振興」、「地域
外の人々や組織の協働による相乗効果の創成」に関する７施策が 50％の達
成度となっています。 
第３章の中で評価が最も低い節は「第３節 地元商業が活性化するまち
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づくり」（50.0点）で、全体平均を約 25ポイント下回っており、評価が特
に低くなっています。 
この節は、商業に関する５つの主要施策で構成されていますが、「快適な

買物環境づくり」、「多様化する顧客ニーズに対応した商業の振興」、「買物
に行きやすい交通環境の整備」、「ニーズ把握・分析など商店街の連携強化」、
「個店の魅力づくりに向けた取り組み」に関する５施策すべてが 50％の達
成度となっています。［図表７・８参照］ 
 

図表７ 節別達成度（平均点）【第３章 地域の環境を活かした産業のまちづくり】 
 

節 達成度（平均点） 

第１節 滞在・体験型観光のまちづくり 
    （観光） 

69.6 

第２節 信濃町ブランドづくり 
    （ブラント化） 

57.5 

第３節 地元商業が活性化するまちづくり 
    （商業） 

50.0 

第４節 環境を活用・配慮した工業づくり 
    （工業） 

75.0 

第５節 安定した雇用環境づくり 
    （労働環境） 

75.0 

第６節 循環型の農業環境づくり 
    （農業、農地活用） 

70.8 

第７節 森林資源を有効利用したまちづくり 
    （林業） 

72.7 

 
図表８ 節別達成度（平均点）【第３章 地域の環境を活かした産業のまちづくり】 
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（４）第４章 全国に誇れる教育・文化のまちづくり 

第４章の「全国に誇れる教育・文化のまちづくり（教育文化分野）」（77.2

点）は、５つの章の中で最も高い評価となっています。 

第４章の中の５つの節のうち、評価が最も高い節は「第４節 地域全体

で子どもを守り、育てる教育環境づくり」（95.0 点）で、全体平均を約 21

ポイント上回っており、評価が特に高くなっています。 

この節は、地域教育環境に関する５つの主要施策で構成されていますが、

このうち４施策が 100％の達成度、１施策が 75％の達成度となっています。 

次いで評価が高い節は「第１節 全国に誇れる質の高い教育環境づくり」

（88.5 点）で、全体平均を 14 ポイント上回っており、評価が非常に高く

なっています。 

この節は、質の高い教育環境に関する 13の主要施策で構成されています

が、このうち 10 施策が 100％の達成度、１施策が 75％の達成度、「奨学金

制度や基金制度の設置」に関する１施策が 50％の達成度、「中学卒業後の

教育を受けるための支援」に関する１施策が 25％の達成度となっています。 

続いて評価が高い節は「第２節 文化の薫り高いまちづくり」（73.1点）

ですが、全体平均を約１ポイント下回っており、評価がわずかに低くなっ

ています。 

この節は、地域文化に関する 13の主要施策で構成されていますが、この

うち１施策が 100％の達成度、11施策が 75％の達成度、「伝統行事の継承」

に関する１施策が 25％の達成度となっています。 

また、「第５節 スポーツ活動が充実したまちづくり」（70.0点）につい

ては、全体平均を約５ポイント下回っており、評価がやや低くなっていま

す。 

この節は、スポーツ・レクリエーションに関する５つの主要施策で構成

されていますが、このうち４施策が 75％の達成度、「スポーツ団体・クラ

ブ、ジュニア指導団体の活動支援」に関する１施策が 50％の達成度となっ

ています。 

第４章の中で評価が最も低い節は「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」（62.5点）で、全体平均を 12ポイント下回ってお

り、評価が非常に低くなっています。 

この節は、生涯学習に関する 10の主要施策で構成されていますが、この

うち１施策が 100％の達成度、５施策が 75％の達成度、「広報活動の充実と

広域の生涯学習情報提供体制の充実」、「生涯学習施設の維持と図書室の充

実」、「公民館の地域情報センターとしての充実」に関する３施策が 50％の

達成度、「生涯学習基本計画の見直し」に関する１施策が未実施となってい

ます。［図表９・10参照］ 
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図表９ 節別達成度（平均点）【第４章 全国に誇れる教育・文化のまちづくり】 

 

節 達成度（平均点） 

第１節 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） 
88.5 

第２節 文化の薫り高いまちづくり 

    （地域文化） 
73.1 

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 

    （生涯学習） 
62.5 

第４節 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） 
95.0 

第５節 スポーツ活動が充実したまちづくり 

    （スポーツ・レクリエーション） 
70.0 

 

図表 10 節別達成度（平均点）【第４章 全国に誇れる教育・文化のまちづくり】 
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（５）第５章 住みたい・住み続けたい住民主体の

まちづくり 

第５章の「住みたい・住み続けたい住民主体のまちづくり（協働・行財

政分野）」（75.4点）は、５つの章の中で３番目の評価となっています。 

第５章の中の４つの節のうち、評価が最も高い節は「第３節 情報公開・

情報提供が充実したまちづくり」（81.8 点）で、全体平均を約７ポイント

上回っており、評価がかなり高くなっています。 

この節は、情報化、行政情報に関する 11の主要施策で構成されています

が、このうち６施策が 100％の達成度、３施策が 75％の達成度、「提携企業

や市町村へのメールによる情報発信」に関する１施策が 50％の達成度、「高

校生や大学生へのメールによる情報発信」に関する１施策が 25％の達成度

となっています。 

次いで評価が高い節は「第４節 行財政の健全なまちづくり」（78.6点）

で、全体平均を約４ポイント上回っており、評価がやや高くなっています。 

この節は、行政運営、財政運営に関する 21の主要施策で構成されていま

すが、このうち５施策が 100％の達成度、14 施策が 75％の達成度、「町に

住む職員の増加と人材育成」、「長期財政計画の策定と健全な財政運営」に

関する２施策が 50％の達成度となっています。 

続いて評価が高い節は「第１節 官民協働によるまちづくり」（77.1点）

で、全体平均を約３ポイント上回っており、評価がやや高くなっています。 

この節は、まちづくりに関する 12の主要施策で構成されていますが、こ

のうち２施策が 100％の達成度、９施策が 75％の達成度、「各種団体活動の

活性化支援と相互交流の促進」に関する１施策が 50％の達成度となってい

ます。 

第５章の中で評価が最も低い節は「第２節 共に生きるまちづくり」

（69.4点）で、全体平均を５ポイント下回っており、評価がやや低くなっ

ています。 

この節は、青尐年活動、男女共同参画、人権尊重、国際交流・地域間交

流、広域行政に関する 27の主要施策で構成されていますが、このうち６施

策が 100％の達成度、11 施策が 75％の達成度、「人生の先輩組の参加促進

と若者の参加促進」、「男女の固定的な役割分担意識の是正」、「男女均等な

の雇用・待遇の啓発、女性の学習・就業機会の拡大、出産・育児や高齢者

介護への支援の充実」、「政策・方針決定の場への女性の参画促進」、「情報

の提供、講座等の充実、保育体制の整備」、「国際交流の充実」、「保健・福

祉・医療面での広域連携」、「広域連携のためのプロジェクトチームや協議
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会の設置」に関する８施策が 50％の達成度、「若者の出会いのためのイベ

ント開催や結婚相談の充実」、「外国人にも分かりやすい案内看板等の設置、

パンフレットの作成、ボランティア通訳の確保、ホームステイの受け入れ

等の支援」に関する２施策が 25％の達成度となっています。［図表 11・12

参照］ 

 

図表 11 節別達成度（平均点） 

【第５章 住みたい・住み続けたい住民主体のまちづくり】 

 

節 達成度（平均点） 

第１節 官民協働によるまちづくり 

    (まちづくり) 
77.1 

第２節 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) 

69.4 

第３節 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) 
81.8 

第４節 行財政の健全なまちづくり 

    (行政運営、財政運営) 
78.6 

 

図表 12 節別達成度（平均点） 

【第５章 住みたい・住み続けたい住民主体のまちづくり】 
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