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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節 ピンピンコロリ・健康づくり 

（１）保健 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

出前健康講座として、各地区の
集会所等に保健師が出向き、健康
づくり講話や健康づくり体制等
を実施し、健康づくり体操や健康
づくりについての啓発を行って
いる。また、住民全体への健康意
識を高めるため、オフトーク放送
や町広報紙で啓発活動を行って
いる。 

Ｂ 引き続き、健康意識・健
康づくりに対しての啓発
活動に努める。 
 
 
 
 
 

［住民福祉課保健予防係］ 

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。 

平成 24 年度より従来希望者の
みに実施していた離乳食の相談
会を７か月健診に切り替え、全員
が参加でき、子育て全般のことに
ついて相談できる機会を増やし
た。よろず相談（子育て相談）、
訪問指導やマタニティセミナー
なども継続して実施しており、子
育て不安の解消につながるよう
努めている。 

Ａ 子育て世帯のニーズを
取り入れながら、健診、育
児相談、訪問指導等の充実
を図り、引き続き子育て不
安解消に努める。 
 
 
 
 

［住民福祉課保健予防係］ 

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。 
 

各種基本健診・各種がん検診会
場において、各種パンフレットな
どを置いて健康について関心を
持ってもらうよう啓発活動をし
ている。また、該当以外の検診な
どの受付も可能にして受診率向
上に努めている。 
未受診者への受診勧奨や、電話

による受診勧奨を実施している。 
平成 25年度： 
特定健診受診率 41.4％ 

Ｂ 健康に関する意識の低
い方に対しての取り組み
や、多くの方に受診してい
ただける体制づくりなど、
受診率の向上に努める必
要がある。 
 
 
 
 

［住民福祉課保健予防係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 
 

基本健診・特定健診受診者に健
診の場で健診結果の見方につい
て説明を行い、健診の結果、早期
に生活習慣病予防・重症化予防が
必要な方には個別に家庭訪問を
実施している。生活習慣病予防・
重症化予防を目的とした健康教
室も年間を通じて実施している。 
平成 25年度： 
特定保健指導率 100.0％ 

Ａ 今後も生活習慣病予
防・重症化予防のために個
別の家庭訪問を実施し、一
人ひとりにあった健康づ
くりを支援する。健康教室
については、参加者の意見
を参考に健康教室のあり
方について検討し、多くの
方が参加しやすい健康教
室にしていくよう努める。 
［住民福祉課保健予防係］ 

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。 

毎年度、こころの健康について
の知識普及としてうつ病や自殺
の現状等について講演会を実施
している。平成 24 年度からは信
濃小中学校と連携し、自尊感情を
育むことを目的とした「いのちの
教育講演会」を実施し、これから
を担う若い世代のこころの健康
についても力を入れて取り組ん
でいる。精神障がい者に対する相
談支援体制としては、デイケアや
個別相談で相談に応じている。 

Ｂ 今後も身近な行政機関
には相談したくないとい
う方もいることを踏まえ、
県で行っている相談会や
講演会の周知もあわせて
行っていく。必要に応じ
て、県とも連携しながら相
談支援を継続していく必
要がある。 
 
 

［住民福祉課保健予防係］ 

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。 

長野医療圏体制も整い、今年度
（平成 26 年度）内に「信濃町新
型インフルエンザ等対策行動計
画」を策定する予定である。 
広報紙、ホームページ等で日頃

からの感染症予防対策の啓発活
動を実施している。 

Ａ 今後も予防対策のため
の啓発活動に努める。 
 
 
 
 

［住民福祉課保健予防係］ 

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。 

乳幼児健診や健康講話などを
通じて時期や年齢にあった歯科
に関する話を行い、歯及び口腔の
健康増進に努めている。 

Ｂ 今後も歯及び口腔の健
康増進を高められるよう
時期や年齢にあわせた学
習を行っていく。 
［住民福祉課保健予防係］ 

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。 
 

基本健診・特定健診受診者への
栄養・食生活改善のための個別指
導の実施及び健康教室や各種団
体への栄養学習会の開催により、
生活習慣病予防についての栄
養・食生活改善の啓発を実施して
いる。 

Ｂ 生活習慣病予防及び重
症化予防に向け、今後も
個々人の生活状況に応じ
た個別指導、学習会を開催
し、栄養・食生活改善のた
めの啓発に努めることが
必要である。 
［住民福祉課保健予防係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

各事業対象者のニーズにあわ
せ、住民が利用しやすいよう事業
運営の方法を適宜見直し、相談・
指導業務等の一部は他の施設を
利用し実施している。 

Ｂ より良いサービス提供
のため、今後も対象者のニ
ーズにあわせ住民が集ま
りやすい施設で実施する
等、事業内容を見直し充実
させていくことが必要で
ある。 
［住民福祉課保健予防係］ 

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。 

ヘルスアップ講座では、健康運
動指導士を派遣し、親しみやすい
形で住民の健康意識が向上する
よう努めている。 
地域のお茶のみサロン等、要請

があれば、保健師、栄養士を派遣
している。 

Ａ 今後も工夫をこらす中
で、健康意識の向上に努め
る必要がある。 
 
 
 

［住民福祉課保健予防係］ 

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。 

制度改正に対応できる健康管
理システムを導入し、住基情報等
と連動させることで効果的な健
診データ管理を実施している。 

Ｂ 今後は、健康管理システ
ムを活用し、個々人の継続
的な健康管理に活用する
ことが必要である。 
 
 

［住民福祉課保健予防係］ 

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。 
 

総合的な健康づくりの計画に
関する事項、健康づくりのための
事業の推進に関する事項、また、
住民の健康づくりのために必要
な事項等を審議いただくため、行
政機関、保健医療関係者、各種団
体の代表者による「信濃町健康づ
くり推進協議会」を設置してい
る。 
保健予防の事業概況、進捗状況

を協議会に説明し、前年度事業の
評価をし、次年度事業の実施に向
けて協議いただく中で取り組ん
でいる。 

Ａ 乳幼児から高齢者まで
の幅広い世代ごとの健康
づくり実現のため、事業評
価、事業改善しながら、体
制整備に取り組む必要が
ある。 
 
 
 
 
 
 
 

［住民福祉課保健予防係］ 

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。 

必要に応じ、専門技術スタッフ
の計画的確保を行い、研修会等参
加により資質の向上に努めてい
る。 

Ｂ 健康の維持・増進、住民
サービスの充実に向け、今
後も専門技術スタッフの
計画的確保と資質の向上
が必要である。 
 

［住民福祉課保健予防係］ 
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（２）地域医療 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

平成 25 年７月末に整形外科医
１名が退職となり、入院患者が激
減した。 
毎年、看護師の退職もあるため

年度当初に採用をしているが、充
足している状況ではない。 

Ｂ 医師、看護師不足という
こともあり、降雪地の本町
へ勤務を希望する者は多
くないが、職員の住宅整備
等を進めて環境を整える
必要がある。 

［信越病院］ 

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。 

平成 22 年度に耐震工事が完了
した。 

Ａ なし。 
 
 

［信越病院］ 

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。 

平成 25年度に、「町立病院あり
方検討委員会」を設置し、建設も
含めた町立病院のあり方につい
て検討している。 

Ｂ 平成 26 年度末の答申に
基づき、整備方針を検討す
る。 

［信越病院］ 

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。 
 

ほぼ計画どおりの更新となっ
ているが、突然の故障で修繕が不
可能な器機もあるため、患者の診
察に影響が出る場合は、優先的に
更新時期を早めることがある。そ
れ以外の更新は、「町立病院あり
方検討委員会」の答申を待って計
画の見直しを行う。 

Ｂ 器機の状態により、計画
どおりに整備できない場
合も考えられ、予算確保が
難しくなる。 
 
 
 

［信越病院］ 

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。 

平成 24 年に、さくら病棟にて
「スマイル運動」を実施、外来部
門では、接遇研修を実施し、平成
25 年には、患者に協力いただき職
員の評価調査を行った。 

Ｂ 院内に教育部門の設置
が必要である。 
 
 

［信越病院］ 

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。 

医師確保に努めた結果、医業収
益が増加し、平成 22 年度から平
成 25 年度については、黒字を確
保できた。 

Ｂ 平成 25 年７月末に医師
１名の退職で、医業収益
（入院）が減尐しており、
早急な医師確保が必要で
ある。 

［信越病院］ 

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。 

看護師不足により、訪問看護ス
テーションの開設ができていな
い。また、しばらくの間は、長期
利用者が多かったため、ショート
ステイの受け入れができなかっ
た。在宅医療（往診・訪問看護）
は、毎月 60 人の実績がある。 

Ｃ 安定した看護師確保に
必要な施策の検討と実施。 
 
 
 
 

［信越病院］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

平成 24 年３月から、地域公共
交通として「ふれあいコスモス
号」の運行を開始した。 

Ｂ 利用便数が尐ない、ま
た、土・日曜日の運行要望
について検討が必要であ
る。 

［信越病院］ 

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。 

毎週水曜日に、高齢者サービス
連絡会において、退院後の在宅で
のサービス利用の必要な患者さ
んに対する支援を検討し、情報を
共有できた。 

Ａ ケアマネージャー、サー
ビス提供事業所、地域包括
支援センターと今以上に
連携し、事例検討を進め
る。 

［信越病院］ 

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。 
 

毎年の受診者の増減はあるが、
予約枞に対して９割以上の実績
があった。 

Ｂ 近年、健康保険者が行う
生活習慣病、特定検診の実
績もあるが、必ずしも居住
地での受診につながって
いない。安定した受診者の
確保が必要である。 

［信越病院］ 

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。 

医師の招聘により、土・日曜の
当直医師を確保し、外来看護師が
宿直を行う体制を整えた。診療体
制が、医師１名、看護師１名のた
め、十分な対応をとれない場合も
あるが、受入等の対応について、
救急隊との意見交換会も毎年行
っている。 

Ｃ 住民の要望に応えられ
るよう、体制づくりを目指
す。 
 
 
 
 

［信越病院］ 

第２節 福祉のまちづくり 

（１）地域福祉 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

社会福祉協議会の事業として、
小学生以上を対象とした「サマー
チャレンジボランティアしなの」
や、ボランティア養成講座などに
より、ボランティアへの意識向上
に努めている。 

Ｂ 社会福祉協議会、生涯学
習と連携し、各機関の学習
会等を通じて広報活動に
より福祉意識の向上と啓
発を進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
［住民福祉課福祉係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

老人福祉計画、介護保険事業計
画、障害者福祉計画、次世代育成
支援行動計画など個別の計画を
横断する共通事項として、利用者
の権利、福祉サービスの向上、住
民参加などを推進し、社会福祉協
議会と連携をとり、地域福祉計画
に基づいた福祉サービスの提供
を行っている。 

Ｂ 社会情勢の変化と、各制
度の改正により「措置」の
制度から契約による「選
択」への制度に移行する
中、利用者が抱える問題は
多岐にわたっている。それ
ぞれの問題に対応するた
めの福祉資源や環境整備
が必要とされている。 

［住民福祉課福祉係］ 

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。 

人件費、事務費補助として、平
成 25年度に 21,788,000円の補助
金を支出している。 

Ｃ 今後、補助金の縮減や人
的派遣について検討し、社
会福祉協議会の体制を充
実する。 

［住民福祉課福祉係］ 

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。 

高齢者世帯を対象に週１回行
っている「お楽しみランチ」によ
る安否確認や、町内 46 か所で行
われている社会福祉協議会、民生
委員、各地区で開催する「ふれあ
いいきいきサロン」による交流の
場づくりや「認知症サポーター」
などによる共同介護など、地域で
のネットワークづくりを進めて
いる。 

Ｂ 現在各地区で行われて
いる「ふれあいいきいきサ
ロン」、「認知症サポータ
ー」などの取り組みを充実
させる。 
 
 
 
 
 
［住民福祉課福祉係］ 

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。 

ヘルパーの派遣による生活支援
及び介護支援や、社会参加と自立
促進のための「希望の旅」、「ふれ
あいいきいきサロン」などによる
地域での交流などで自立した生活
かおくれるよう支援している。 

Ｂ 参加しやすい環境整備
が必要である。 
 
 
 
［住民福祉課福祉係］ 

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。 

社会福祉協議会が主催する団
塊世代地域参加応援事業「メン
ズ・カレッジ～ｅｎ

え ん

～」、「レディ
ース・カレッジ～華

はな

～」や、小学
生以上を対象とした「サマーチャ
レンジボランティアしなの」、手
話・点字体験などの講習会を行っ
ている。また、町内で活動をして
いるボランティア団体の交流会
やボランティアサロンを通じて
質の向上と各ボランティア団体
とのネットワークづくりを行っ
ている。 
ボランティア登録数は 203人で

ある。 

Ｂ 各ボランティア団体の
参加者が減尐しているこ
とから参加者を増やすこ
とが必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［住民福祉課福祉係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

「信濃町地域公共交通協議会」
で検討した結果、平成 24 年度か
ら路線バスの他に、予約制のデマ
ンドタクシー「ふれあいコスモス
号」を運行している。高齢者等の
通院や買物等の機会に利用して
いただいており、利用者も定着し
てきている。 

Ａ デマンドタクシー「ふれ
あいコスモス号」は地域の
重要な移動手段として定
着してきており、今後も利
用者の声を聞きながら引
き続き運用していく必要
がある。 
［総務課まちづくり企画係］ 

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。 

平成 23 年に学校関係、平成 24
年に保育所関係、同じく平成 24
年は、野尻湖支館の耐震補強工事
を実施。平成 25 年は旧古間小学
校を改修し、地域交流施設をオー
プンさせ、今後の利用率の向上が
期待できる。また、各支館におい
ても必要に応じた改修を実施す
る等して、住民が利用しやすい施
設づくりを進めた。 

Ｂ 老朽化が進んでいる施
設もあることから、今後も
継続して計画的な改修等
が望まれる。 
 
 
 
 
 

［教育委員会生涯学習係］ 

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。 

道路整備（歩道設置）にあたっ
ては、段差をなくすなど配慮した
施工を行っている。また、既設の
雲の峰通路、横断地下道などには
手すり、点字ブロックが整備され
ている。 

Ｂ 引き続き誰もが使いや
すい公共施設（建物、道路、
公園等）の整備を進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
［建設水道課建設係］ 

（２）高齢者福祉 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

「いきいき倶楽部」において虚
弱高齢者（要介護予防高齢者＝二
次予防対象者）に対し、週１回通
所型介護予防事業（リハビリ教
室、平成 25 年からいきいき教室
に移行）を開催した。 
食事バランス・口腔ケア・体

操・手芸等心身機能の維持向上を
目的に機能訓練、学習活動を行い
介護予防に努めた。１回の参加者
は約 15 名。保健師、栄養士、歯
科衛生士、健康運動指導士の連携
により実施した。 

Ｂ 介護予防事業に参加す
ることで要介護状態にな
らない等の効果は得られ
ている。スタッフのマンパ
ワー不足が課題であり、ス
タッフ確保ができれば開
催回数を増やし一層の充
実も可能と考える。 
 
 
 
 

［住民福祉課介護支援係］ 



Ⅰ 「主要施策」ごとの達成状況・達成度・課題等 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２節 福祉のまちづくり 

 

 

9 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

概ね 75 歳以上で外出する機会
が尐なく、心身機能が低下傾向に
ある者を対象に通所型介護予防
事業「お元気クラブ」を週１回開
催した。趣味活動や日常生活動作
に関する訓練を行い、他者と交流
しながら自身の力を活かし、張り
合いのある生活を送ることを目
指した。 

Ｂ 介護予防事業として介
護保険サービス提供事業
所に委託しながら実施し
てきた。平成 27 年度には
介護保険制度の大きな改
正が予定されており、通所
型介護予防事業は介護保
険非該当者（介護予防対象
者）と軽度介護認定者を統
合した形の事業展開が求
められる。利用者の状況を
勘案しながら事業の組み
立てを行い、関係事業所の
積極的な協力を得ながら
実施していく。 
［住民福祉課介護支援係］ 

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。 
 

地区の公会堂等を拠点に住民
が主体的に実施しているミニデ
イサービスは、現在 46 か所とな
っている。開催回数は月１回から
年１回まで地区により差はある
が、２～３か月に１回の開催が多
い。 
社会福祉協議会が相談窓口と

なっており、開催地区は徐々に拡
大されてきた。地区の要望により
社会福祉協議会でサポートをし
ている所もある。 
要望により保健師、社会福祉士

が出前健康講座を行っている。年
間 20 回程度の健康講座を開催し
約 300名の参加が得られている。 

Ｂ 地区の要望に対しては、
確実に対応している。ミニ
デイサービス未実施の地
区での開催ができるよう
社会福祉協議会と連携し
ていく必要がある。地域の
集まりを機会に自助共助
のまちづくりを目指し、併
せて地域の主体性の育成
にも努める必要がある。 
 
 
 
 
 

［住民福祉課介護支援係］ 

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。 
 

介護保険制度における住宅改
修は一人 20 万円を上限に、要し
た費用の９割を償還払いしてい
る。 
住宅改修にあたっては、介護支

援専門員が本人や介護者の相談
に乗り専門的な視点でＱＯＬ（生
活の質）の向上を目指した改修を
提案している。住宅改修は介護保
険制度が優先であるが、経費や内
容が介護保険の基準を超えるも
ので他の補助制度が対象になる
者には、適宜情報提供を行い円滑
な実施を目指した。 

Ｂ 住宅改修については、引
き続き介護支援専門員と
連携し、適正に実施するこ
とを目指す。介護保険制度
以外に該当する補助制度
があれば積極的に情報提
供し、利用者の利便性を図
っていく。 
 
 
 
 
 

［住民福祉課介護支援係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 
 

介護者リフレッシュ事業を社
会福祉協議会に委託し連携しな
がら実施している。在宅で介護を
している介護者に対し年３回リ
フレッシュ事業を実施し、延べ 70
名程が参加している。介護者同士
の情報交換や意見交換、日帰り旅
行等でリフレッシュを図った。 
認知症者の介護者に対し平成

24 年度に家族会を実施し３名の
介護者が集った。多くの要介護者
は認知症と身体障がいを併発し
ていることが多く、認知症単独の
家族会の運営は困難であった。 

Ｃ 認知症者の介護は、寝た
きり者の介護と課題が異
なる場合もある。認知症は
増加傾向にあり、病気から
起こる生活障がいやその
ことによる家族の負担も
大きい。認知症になっても
安心して暮らしていくこ
とができる地域づくりを
具体的に考えていく必要
がある。 
 
 

［住民福祉課介護支援係］ 

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。 

65 歳以上の高齢者の一人暮ら
しの方は、約 340 人いる。持ち家
の方がほとんどで、一人暮らしに
なっても、自宅で介護保険サービ
ス等を受けながら暮らしている
方が多いこともあり、前期中での
整備は実施しなかった。 

Ｅ 引き続き介護保険事業
計画と調整しつつ、高齢者
のニーズを把握しながら、
共同住宅の整備について
検討していく必要がある。 
 
［住民福祉課福祉係］ 

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。 

老人クラブ連合会に補助金を
支出し活動を支援している。老人
クラブ連合会では、高齢者の健康
に関する講話や簡単な介護予防
運動などの事業を実施している。
さらに、町内の美化運動も行った
り、年２回、クラブ員同士の交流
を兼ね、マレットゴルフ、ゲート
ボール大会を開催している。 

Ａ 継続して事業を実施す
る。 
 
 
 
 
 
 
［住民福祉課福祉係］ 

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。 

各公民館において、スポーツ、
レクリエーション活動、文化活動
を開設している。高齢者学級は、
参加者ニーズを把握するために
各地区老人会代表者との会合に
より、事業を検討し、事業後は反
省会を実施し、各事業を評価し、
次年度事業に結び付けている。 

Ｂ 高齢者学級については、
各地域老人会が解散して
いく現状があり、高齢者学
級の開設について改善が
必要である。また、各種講
座についても、参加者のニ
ーズを把握した事業計画
が必要である。 
［教育委員会生涯学習係］ 

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。 
 

老人クラブ連合会が主体とな
り、小学生に「わら細工」を体験
してもらう講座を開催している。 

Ａ 平成 24 年度からは、高
齢者がそれぞれできるこ
とを、信濃小中学校応援団
として子どもたちに教え
ている。（手芸等）また、
平成 26 年度より「信濃町
放課後子ども教室」が開始
され、同様にかかわってい
る。 

［住民福祉課福祉係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

町民の森等の下草刈の管理委
託先で、高齢者の就業を図ること
を進めている。その取り組みが促
進されるよう行政として支援し
ている。 

Ｂ 農業従事者の高齢化に
より農地や林地の保全が
困難になることが考えら
れ、集落営農を進めること
が急務である。 
 
 
 
 

［産業観光課農林畜産係］ 
［産業観光課商工観光係］ 

（３）障害者（児）福祉 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

自立支援協議会主催でトン汁
フォーラムを開催している。障が
い者と障がいのない方が同じ会
場で会食したり、その中で行われ
る障がい福祉サービスについて
の寸劇、障がい者によるハンドベ
ルの演奏などを通し交流したり
することで、障がい者理解が深ま
ってきている。 

Ｃ 「ともに生きる」ことを
念頭により住みやすいま
ちを作るため障がいにつ
いての理解を深める活動
をより進める必要がある。 
 
 
 
 
 
 
［住民福祉課福祉係］ 

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。 
 

北部地区自立支援協議会を中
心に研修、研究等を行い、障がい
の程度にあった仕事に就けるよ
うに支援してきた。平成 23 年 11
月よりＢ型事業所としてＮＰＯ
法人ＳＵＮの「弁天食品」が新た
に開設された。 
福祉に関するＮＰＯ等団体数

は５団体。 
町内障がい者福祉サービス事

業者数は４事業所。 

Ｂ 障がい者数の割には事
業所が尐なく、町外の事業
へ交通費をかけ通所して
いる方もいる。そういった
方も、家から近いところが
いいという声も聞かれる
ことから、事業所を増や
し、そこでの仕事も増やし
ていく必要がある。 
 
［住民福祉課福祉係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

妊娠期から胎児や母親自身の
健康について考えられる母親学
級（マタニティセミナー）を実施
している。また、平成 24 年度か
ら７か月健診を導入し、乳児健診
の充実を図り、訪問指導もあわ
せ、乳幼児の疾病予防と早期発見
に努めている。保健師、保育士の
連絡会を月に１回開催し、情報共
有を密に行い、早期に適正な療育
を行えるように努めている。 

Ｂ 今後も乳幼児の疾病予
防や早期発見を行えるよ
う健診スタッフのスキル
アップも含め、健診の充実
を図っていく。保健師、保
育士の連携についても今
後も密に行うよう努める。 
 
 
 
 
 
 

［住民福祉課保健予防係］ 

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。 

関係機関と連携をとり、障がい
者の自立に向けサービスを組み
合わせ提供する体制が整えられ
た。 

Ａ 平成 25 年４月より「障
害者自立支援法」から「障
害者総合支援法」となり、
新たに障がい者の定義に
難病患者が追加されたこ
とから、サービス等対象の
範囲が拡大した。平成 26
年４月から重度訪問介護
の対象者も拡大したこと
に伴い、より一層の充実が
望まれる。 

［住民福祉課福祉係］ 

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。 

平成 24 年度の信濃小中学校の
開校に伴い就学相談委員会の委
員構成を大幅に変更し、幅広い業
種の専門家による就学相談支援
体制の充実を図った。 
また、信濃町支援スタイルを中

心とした保学連携による子育て
支援プランを平成 25 年度に作成
し、支援が必要な一人ひとりの子
どもの個性や特徴に応じて各関
係機関が連携し一貫した支援を
行えるようにした。 

Ａ 子どもの成長に寄り添
いながら、関係機関と支援
をつなぐパイプ役の専門
職員を教育委員会事務局
に配置したい。 
 
 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会子ども支援係］ 

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。 

相談支援事業所・就労移行支援
事業所と連携し、就労に結びつく
よう訓練・助言等を行った。また、
障がい者雇用の拡充を企業等に
依頼した。 

Ｃ 就労移行支援事業所で
の就労移行支援を経て、就
労につながった場合の就
労場所の確保が重大な課
題である。就労場所の確保
に一層努める必要がある。 
 
 
 
 
［住民福祉課福祉係］ 



Ⅰ 「主要施策」ごとの達成状況・達成度・課題等 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２節 福祉のまちづくり 

 

 

13 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

毎月、サービス調整会議で情報
共有をし地域全体でサービスの
向上を目指して取り組んでいる。
これにより地域移行・地域定着に
関する体制づくりも整備されつ
つある。 

Ｂ 障がい者の「自立」に関
し、周囲の環境の整備や、
本人の自信につなげるよ
うな支援体制をつくる必
要がある。 
 
 
［住民福祉課福祉係］ 

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。 

障がい者に関わるボランティ
アの育成については、社会福祉協
議会で、相談員による支援を行っ
ている。障がい者団体の育成、支
援については、町と社会福祉協議
会で補助金を交付したり活動を
支援したりするなどの取り組み
を行っている。 

Ｃ 社会福祉協議会と連携
してボランティア、障がい
者団体への協力を続ける
が、各団体の高齢化も問題
点としてあげられている
ことから、若い世代への声
かけが課題となる。 
 
［住民福祉課福祉係］ 

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。 

平成 26 年度末までに全対象者
について計画相談をするように、
相談支援事業所と委託契約を締
結している。また、窓口での新規
の相談についても相談事業所の
紹介を行い、できるだけ早く支援
が受けられるように対応してい
る。 

Ｂ 国から平成 26 年度末ま
でに、サービス利用者全員
に計画相談をするように
通知がされており、それに
向け仕上げの段階である。 
 
 
［住民福祉課福祉係］ 

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。 

トン汁フォーラムで、送迎をす
るなど障がい者が参加しやすい
ような工夫に努めた。また、社会
福祉協議会を通しボランティア
団体にも参加を呼びかけ、イベン
トへの協力をお願いした。 

Ｂ より多くの障がい者が
参加できるように、また障
害者総合支援法の施行に
より障がい者・児の対象に
難病患者が加わった。これ
により呼びかける範囲も
拡大したので、それらを考
慮したイベントを開催す
る必要がある。 

［住民福祉課福祉係］ 

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。 

耐震補強工事に伴う役場庁舎
トイレの改修をはじめ、障がい者
用駐車場の整備、信濃町地域交流
施設（古間支館）ではスロープの
設置、玄関付近に障がい者用駐車
場の設置を行うなど整備した。ま
た、障がい者へタクシー券を配布
することにより移動についても
補助した。 

Ａ 町全体を考えるとまだ
整備されていないところ
も多く、また移動手段につ
いてもよりニーズにあっ
た手段の確立が必要であ
る。 
 
 
［住民福祉課福祉係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

住宅改修について、希望者へ相
談等を行い、「信濃町障がい者に
やさしい住宅改良事業補助金要
綱」に該当する場合は、補助金の
交付を行っている。 

Ｂ 高齢者・障がい者につい
ての相談が寄せられた時
点で、どちらの制度を利用
できるかの相談は現在も
しているが、広い情報提供
が今後の課題と考える。 
 
 
［住民福祉課福祉係］ 

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。 
 

障がい者理解を深めるためト
ン汁フォーラムを企画し、その中
での物品販売、障がいサービスに
ついての紹介をするなど、ノーマ
ライゼーションの理念の理解を
深めた。 

Ｃ 障害者総合支援法が施
行してから、福祉サービス
の利用についても制度上
分かりやすくなったが、利
用者からは「分かりにく
い」という声も聞かれる。
広報等も利用し障がいに
ついての理解を深めると
ともに、利用しやすい、相
談しやすい窓口にする必
要がある。 

［住民福祉課福祉係］ 

（４）低所得者福祉 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

民生委員の日常の活動の中で、
援助を必要とする世帯等の把握
をし、福祉係への連絡をしてもら
い、長野保健福祉事務所に相談を
して、生活保護への対応をしてい
る。 
生活保護率 0.6％ 

Ｂ 民生委員でも家庭の内
情に関する事なので、深く
立ち入れない部分がある。
最終的には本人からの申
し出により長野保健福祉
事務所の担当者へ相談を
し、保護だけではなく年齢
によっては、就労支援も行
う。 

［住民福祉課福祉係］ 

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。 

社会福祉協議会で扱っている
生活福祉資金や、生活保護世帯及
びこれに準ずる低所得世帯への
貸し付けを目的とした低所得者
世帯貸付資金については、活用件
数は尐ない。 

Ｃ 各種貸付資金が知られ
ていないので、資金につい
て周知等を行う。 
 
 
 
［住民福祉課福祉係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

日常の民生委員活動の中での
報告、保健師・ヘルパーからの連
絡などを受け、長野保健福祉事務
所の就労支援員などと相談し対
応している。 

Ｂ 長野保健福祉事務所の
就労支援相談員やハロー
ワークとも連携し、相談者
が早い段階で就労できる
よう努める。 
 
 
［住民福祉課福祉係］ 

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。 

長野保健福祉事務所の就労支
援員が相談者と一緒にハローワ
ークへ相談に行ったり、信濃町無
料職業紹介所の案内はしている
が、労働市場の開拓までは進んで
いない。 

Ｃ 就労に関する相談・支援
は福祉事務所及びハロー
ワークなどの関係機関と
連携し引き続き行う。労働
市場の開拓については、福
祉関係だけでなくあらゆ
る機関の協力が必要である。 

［住民福祉課福祉係］ 

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 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

平成 23 年度に保育園統合につ
いての住民懇談会を行った。その
結果、統合せずに町内４保育園の
耐震補強工事をすることになっ
た。平成 24 年度に耐震補強工事
実施。 

Ｃ 耐震性が確保されたこ
とで、園児が安心して通園
できる施設環境になった
が、園舎の老朽化について
根本的な対応がされてい
ない。 
今後さらに減尐が予想

される出生数と保護者の
ニーズを踏まえた保育園
のあり方について検討が
必要である。 
［教育委員会子ども支援係］ 

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。 

周産期には、妊娠中を健やかに
過ごし、安心して赤ちゃんを迎え
られるようマタニティセミナー
を実施している。信越病院小児科
では妊娠中から小児科を知って
もらい、新生児や乳児の主な病
気、予防接種について学ぶことが
できるプレネイタルミーティン
グを実施している。 
赤ちゃんが生まれてからも早

期に訪問指導を実施し、新生児が
健康に過ごせるように努めてい
る。 

Ｂ 今後も周産期、新生児期
を含め子どもが健康に過
ごしていけるよう努めて
いく。 
 
 
 
 
 
 
 
 

［住民福祉課保健予防係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

平成 25 年度に旧古間小学校跡
地を地域交流施設（古間支館）と
して施設整備を行った。施設前面
のグラウンドには遊具があり、ま
た体育館が一体となった子ども
が楽しく遊べる施設とした。 

Ｂ 特になし。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会子ども支援係］ 

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。 

信濃町青尐年育成町民会議の
開催と地区子ども会への活動支
援をしている。 
また、平成 25 年度から新たに

地域ボランティアの協力による
通学合宿を実施し、異年齢交流と
地域参加の健全育成の取り組み
を行っている。 

Ａ 特になし。 
 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会子ども支援係］ 

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。 
 

平成 24 年の信濃小中学校の開
校に伴い信濃町児童クラブを新
たに開設し、小学校１年生から３
年生が放課後を安心して過ごせ
る居場所づくりを行った。 

Ａ 平成 27 年度から本格ス
タートする「子ども・子育
て支援新制度」による、６
年生まで対象とした放課
後児童クラブの運営の検
討が必要である。 
［教育委員会子ども支援係］ 

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。 

長野地方子ども会育成会と連
携した指導者研修会やジュニア
リーダー養成講座への参加によ
るボランティアリーダーの育成
を実施した。 
託児ボランティアなどの子育

て支援の人材発掘については未
実施である。 

Ｂ 信濃町子ども会育成会
による独自事業の活動の
必要性について検討する。 
 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会子ども支援係］ 

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。 

ファミリーサポートセンター
事業は、平成 22 年度の利用実績
２件で、その後の利用希望者がい
ないことから平成 23 年度以降実
績なし。 

Ｄ 「まかせて会員（地域ボ
ランティア）」の講習カリ
キュラムを町単独で実施
することが困難であるこ
とから、事業の維持が困難
な状況である。 
 

［教育委員会子ども支援係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

平成 22 年度からの５年間の次
世代育成後期行動計画によるブ
ックスタート事業やチャイルド
シート補助事業など 81 の子育て
支援事業を実施した。 

Ａ 新たな次世代育成行動
計画の策定。 
 
 
 
 
 

［教育委員会子ども支援係］ 

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。 

柏原保育園と古間保育園では
０歳児からの受け入れを行い、野
尻保育園と富士里保育園では１
歳児からの受け入れを行うこと
で、未満児保育の拡充をした。 

Ａ 増加傾向にある低年齢
児の受け入れに対応した
保育体制と保育園施設の
整備が遅れている。 
 
 

［教育委員会子ども支援係］ 

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。 

全４保育園で延長保育を実施
している。 
また、保育ニーズの多様化に対

応するため、古間保育園で一時保
育と土曜保育を実施している。 

Ａ 平成 25 年度に実施した
子ども・子育てに関するア
ンケート調査結果をもと
にした保育サービスの充
実の検討と実施。 
 

［教育委員会子ども支援係］ 

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。 

町ブルーベリー栽培研究会の
協力により、平成 25 年度から町
内の全保育園の年長園児がブル
ーベリーの摘み取り体験を実施
するなど、保育内容の充実を図っ
た。 

Ａ 特になし。 
 
 
 
 

［教育委員会子ども支援係］ 

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。 

児童手当の支給と中学校卒業
までの子どもを対象とした福祉
医療を実施している。 
また、保育料については、平成

22 年度から保育料の階層を細分
化することにより、世帯の所得に
応じたきめ細かな保育料とする
ことで、適正化に努めた。 

Ａ 平成 27 年度から本格ス
タートする子ども・子育て
支援新制度に対応した保
育園運営と保育料の検討。 
 
 
 

［教育委員会子ども支援係］ 
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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 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 
 

国保会計の経常収支は平成 22
年度より３年連続の赤字が続い
ており一般会計から保険財政安
定化の繰入を行っている。公平負
担の促進のため、平成 25 年度に
は国保税率の一部改定をを行っ
たが、赤字となった。加入者の高
齢化、医療費の増大などの影響が
大きく出ている。 
毎年９月には滞納者を対象と

して納税相談を実施し、収納率の
向上を図っている。 

※参考：一人当たり医療費 
（総医療費／国保加入者） 
平成 22年度 294,258 円 
平成 23年度 325,547 円 
平成 24年度 336,175 円 
平成 25年度 346,836 円 

Ｂ 国保事業の維持のため
事前予防による医療費の
抑制を行う必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［住民福祉課住民国保年金係］ 

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。 
 

医療費適正化重点対策の一環
として、レセプト点検調査の充実
を図るように指導されている。平
成 22 年１月からは、それまで非
常勤職員１名を任用して行って
きた点検業務を、民間団体に委託
して行っており、毎月約 4,000枚
のレセプトの再審査を行ってい
る。また、平成 25 年４月からは
国保連合会にも併せて委託して
いる。 
過去には、高額な重複受診を発

見するなどしている。 
※参考：一人当たり医療費 
（総医療費／国保加入者） 
平成 22年度 294,258 円 
平成 23年度 325,547 円 
平成 24年度 336,175 円 
平成 25年度 346,836 円 

Ｂ レセプト点検業務は専
門的な知識が必要である
ため、引き続き委託等によ
り実施していきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［住民福祉課住民国保年金係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

特定健診の自己負担額の見直
し、情報をいただいた際のインセ
ンティブ、未受診者への受診勧奨
通知など、健診の受診率向上に努
めている。生活習慣病の予防啓発
のため、まずはご自分の健康に関
心を持ってもらえるよう、毎月広
報しなの紙上で「健康の達人」と
題してテーマを決めて掲載して
いる。 
※平成 24年度 
特定健診受診率   41.4％ 
（市町村国保平均  42.7％） 
特定保健指導修了 100.0％ 
（市町村国保平均  42.5％） 

Ｂ 特定健診の受診率は、
年々上昇しているが、目標
値には達していない。未受
診者に対しての啓発活動
をさらに行う必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［住民福祉課住民国保年金係］ 

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。 

毎年、納税通知書発送の際や保
険証発送の際には、後期高齢者医
療保険制度の仕組みや、保険証に
ついての説明リーフレットを同
封し、制度の周知を図っている。 
また、２年に１度税率改定の際

には、広報しなので周知を図って
いる。 

Ｂ 75 歳以上の高齢の方が
加入する保険制度なので、
窓口や電話でのお問合せ
の対応を丁寧に行い、周知
していきたい。 
 
 

［住民福祉課住民国保年金係］ 

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。 

国民健康保険税や介護保険料
の徴収と体制を同じくし、定期的
に催告書を送付、併せて電話での
催告を行い滞納整理を行ってい
る。また、事情により納付が滞っ
ている方については、納付誓約を
交わし、徴収率向上に努めている。 
滞納者数は増えていないが、一

人ひとりの額が増えている状況
である。 
※参考：収納率（現年度） 
平成 22年度 98.16％ 
平成 23年度 98.96％ 
平成 24年度 98.53％ 
平成 25年度 99.27％ 

Ａ 引き続き、税担当者と連
携しながら収納率の向上
に努める必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［住民福祉課住民国保年金係］ 

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。 

75 歳以上の住民を対象に、住民
福祉課保健予防係においていき
いき健診を実施している。 
※参考：一人当たり医療費 
（総医療費／後期高齢加入者） 
平成 22年度 759,973 円 
平成 23年度 802,561 円 
平成 24年度 831,421 円 
平成 25年度 869,085 円 

Ｂ 後期高齢者医療保険の
医療費は年々増加してい
る。病気の早期発見、早期
治療は、医療費の削減にも
つながる。介護、予防と連
携しながら健診や健康指
導を進める必要がある。 
 

［住民福祉課住民国保年金係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

広報、オフトークを利用した広
報活動を行った。また、地域への
出前健康講座や民生委員会等関
係機関に対しても介護保険制度
について積極的に紹介した。 

Ｂ 引き続き丁寧な広報活
動を続ける。平成 27 年度
には介護保険制度の大改
正が予定されている。制度
改正について計画的に周
知していく必要がある。 
［住民福祉課介護支援係］ 

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。 

介護支援専門員、サービス提供
事業所と定期的に連絡会を開催
し、介護保険サービスの適正な運
用に努めた。介護給付は増加傾向
にあるものの、全国、県平均より
は低額になっている。今後も関係
機関と連携をしながら適正な運
用を図りたい。 

Ａ 平成 27 年度に介護保険
制度の大改正が予定され
ている。介護支援専門員、
サービス提供事業所と連
携しながら改正後も円滑
に運用ができるよう努め
ていく。 
 
 

［住民福祉課介護支援係］ 

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。 
 

介護保険サービス提供事業所
及び信越病院と連携し、総合的・
効果的な介護保険サービスの提
供に努めた。また、民間事業所の
協力を得ながら地域支援事業を
実施し介護予防にも努めた。 

Ｂ 現段階で介護保険サー
ビスが不十分であるとの
指摘はないが、高齢者が地
域で安心して暮らし続け
るためには、ＮＰＯ法人、
ボランティア、協同組合等
あらゆる団体と協働して
の高齢者支援を実現する
ことが求められてくる。介
護保険制度改正の内容を
注視しながら、まちづくり
の視点で関係者が協働し
ていく必要がある。 
［住民福祉課介護支援係］ 

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。 

現在、地域密着型サービスでは
認知症対応型共同生活介護（グル
ープホーム）を指定している。平
成 23 年度までは２事業所を指定
し、平成 24 年度に新たに１事業
所を指定した。利用者は平成 22
年度 16 名、平成 25 年度 26 名で
あった。 

Ａ 指定事業所を増やした
ことで、第５期介護保険事
業計画で見込んだ定数以
上が確保できた。今後も利
用希望の状況を勘案し、第
６期介護保険事業計画に
反映させていく。 
［住民福祉課介護支援係］ 

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。 
 

65 歳以上の第一号被保険者の
介護保険料は、年金から納入する
特別徴収が９割以上で、口座振
替、現金納入は１割以下である。
特別徴収分については年金事務
所との連携により円滑に行われ
ているが、普通徴収者が期日まで
に納入がない場合は、督促通知等
で依頼をしている。 
普通徴収者の収納率は、平成 22

年度は 84.7％、平成 25 年度は
89.93％であった。 

Ｂ 関係機関との連携によ
り収納率の向上を目指し
ているが十分とは言えな
い。徴収事務の効率化を目
指し、内部検討会を行い引
き続き努力していく。 
 
 
 
 
 

［住民福祉課介護支援係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

介護保険事業費が膨大化しな
いことを目指し関係機関と連携
し健康づくりや介護予防に努め
た。介護が必要で介護認定を希望
する者は、全国、県平均より尐な
い。住民自らが生涯現役の意識も
高く介護サービスに依存しない
姿勢も見受けられる。 

Ｂ 平成 27 年度の介護保険
制度改正において、さらに
自立支援の取り組みが求
められている。就労、生き
がい対策も含め、高齢者に
やさしいまちづくりを目
指し、検討していくことが
求められている。 
［住民福祉課介護支援係］ 

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。 

毎年約４回、「広報しなの」紙
面において、国民年金に関する広
報を行っている。また、窓口には
国民年金制度に関するパンフレ
ットを置いて周知に努めている。 
転入出等のお届けの際には、パ

ンフレット等を利用して、国民年
金加入、保険料の納入等の案内を
している。 

Ｂ 引き続き広報を行う。 
 
 
 
 
 
 
 

［住民福祉課住民国保年金係］ 

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。 

住民窓口には常時国民年金制
度に関するパンフレットを置い
て周知に努め、転入出等のお届け
の際には、パンフレット等を利用
して、国民年金加入、保険料の納
入等の案内をしている。 

Ｂ 20 歳になると自動的に
国民年金制度に加入する
と思っている方が多くみ
られる。特に周知の徹底が
必要である。 
 
 
 

［住民福祉課住民国保年金係］ 

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。 

住民窓口には常時国民年金制
度に関するパンフレットを置い
て周知に努め、転入出等のお届け
の際には、パンフレット等を利用
して、国民年金加入、保険料の納
入等のご案内をしている。 
また、免除制度の利用手続きの

際には、年金相談センターと連携
して受付事務を行っている。 

Ｂ 平成 26 年４月からは法
律が改正され、保険料の納
付期限から２年を経過し
ていない期間（申請時点か
ら２年１か月前までの期
間）について、さかのぼっ
て免除等を申請できるよ
うになったので（学生納付
特例も同様である）周知が
必要である。 
［住民福祉課住民国保年金係］ 

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。 

社会保険庁が廃止され、平成 22
年１月からは厚生労働省から権
限の委任・事務の委任を受けた日
本年金機構が公的年金業務の運
営を担っている。町では法定委託
事務として、加入届出及び免除申
請などの受付・相談を受けている
が、保険料の納入や受給額などの
情報は把握していないため、本人
から年金相談センターに問合せ
いただいている。 

Ｂ 日本年金機構では、全国
に年金相談センターが設
置されており、各個人の年
金情報が一元化されてい
る。 
 
 
 
 
 

［住民福祉課住民国保年金係］ 
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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１節 自然の恵みを楽しむまちづくり 

（１）環境共生 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

平成16年に景観法が公布され、
長野県内の景観行政団体は現在、
町村レベルでは４市町村に留ま
っている。景観条例制定には歴史
的な町並みが保全されている地
域や、伝統的建造物、風光明媚な
自然景観などの景観まちづくり
の明確な地域資源を有する地域
や、既に生じている環境問題等へ
の対応を迫られた市町村などが
条例を制定している例が多くみ
られる。 
上の例からみても、本町では風

光明媚な自然景観として、野尻湖
は、自然公園及び風致地区、黒姫
山は自然公園として指定され、
様々な制限が付加され既に自然
美を保護する制度は十分と思わ
れる。じっくり丁寧に時間をかけ
て町を観察すれば、多くの地域資
源が発見され地域らしさや保全
すべき景観等が自ずと浮かび上
がってくると思うが、「じっくり
丁寧に時間をかける」体制ができ
ていない。 

Ｃ 達成状況欄で記載のと
おり、景観条例の制定は現
時点では必要と考えてい
ない。条例制定よりも住民
の景観づくりの取り組み
（住民主体の景観まちづ
くり）を制度として支援す
る仕組みづくりを後期基
本計画では検討していく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［建設水道係建設係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

監視測定として、19 河川で年３
回、水質測定を実施してきた。測
定項目は、水素イオン濃度（Ｐ
Ｈ）、生物学的酸素要求量（ＢＯ
Ｄ）、浮遊物質量（ＳＳ）、溶存酸
素量（ＤＯ）、大腸菌群数など８
項目である。測定結果を「生活環
境の保全に関する環境基準」の基
準値（Ａ類型）と比較すると、大
腸菌群数を除き基準値内となっ
ている。大腸菌群数については、
基準値の 10 倍を超える場合もあ
り、改善のための取り組みが求め
られる。河川の水質保全活動とし
ては、土地改良区による河川清掃
を支援している。 
ごみの不法投棄箇所数の削減

については、平成 26 年度末の目
標値０箇所に対して、平成 25 年
度の達成状況が 16 箇所と大幅に
下回る状況となっている。 
環境美化活動参加数は、目標値

300人／年に対して、平成 25 年度
達成状況 519 人／年となってい
る。 
護岸の修繕にあたっては、極

力、自然型工法を採用している。
平成 23 年度からの新田川の護岸
改修にはすべて自然石による石
積みによる改修を行い、多様な生
物が住める環境の保全・向上に努
めている。 
下水道、農業集落排水、合併浄

化槽の普及により生活排水の浄
化は進んでいる状況である。 

Ｂ 河川水質については、大
腸菌群数が多いことの原
因を調査し、改善対策を実
施する必要がある。 
ごみの不法投棄対策に

ついては、パトロールなど
の監視体制を強化したり、
「ごみゼロ運動」の取り組
みを工夫したりする必要
がある。 
すべての河川を自然型

工法で行うことはできな
いが、必要な箇所を選択し
て施工を行い、平成 26 年
度の湯ノ入川改修にはす
べて自然石による改修を
行う予定となっている。 
下水道等への未接続者、

合併浄化槽未設置者など
に対し、積極的に接続して
いただく方法を引き続き
検討していく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［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］ 

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。 

町は、長野県による「第４期野
尻湖に係る湖沼水質保全計画（平
成 21 年度～平成 25 年度）」に基
づき、各種事業を実施してきた。
現在、県により第５期計画の策定
作業が進められ、その中で第４期
計画の評価が行われている。評価
結果の内訳は、41 項目中「達成」・
「順調」が 36 項目、「遅延」３項
目、「その他」２項目である。「遅
延」３項目は、化学的酸素要求量
（ＣＯＤ）の基準達成、下水道等
への接続の促進、水田の漏水防
止、信州の環境にやさしい農産物
認証面積などの農地対策となっ
ている。 
野尻湖は、下水道や浄化槽の普

及によって生活・事業場系の負荷
が削減されつつあるが、山林や農
地といった非特定汚染源からの
負荷が多い傾向にあり、それらの
負荷削減対策を引き続き推進す
る必要がある。 

Ｂ 長野県知事は、平成 26
年度からの第５期野尻湖
水質保全計画を定めるた
め、平成 26 年５月に長野
県環境審議会に対し諮問
した。 
新たに策定された野尻

湖水質保全計画の内容を、
後期基本計画に反映させ
ていく必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［住民福祉課環境係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

護岸の修繕にあたっては、極
力、自然型工法を採用している。
平成 23 年度からの新田川の護岸
改修にはすべて自然石による石
積みによる改修を行い、多様な生
物が住める環境の保全・向上に努
めている。 

Ａ すべての河川を自然型
工法で行うことはできな
いが、必要な箇所を選択し
て施工を行い平成 26 年度
の湯ノ入川改修にはすべ
て自然石による改修を行
う予定となっている。 

［建設水道係建設係］ 

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。 

野尻湖畔の整備をしている野
尻と親しむプロジェクトチーム
（地域住民・環境省・ナウマンゾ
ウ博物館等で組織）や黒姫山の整
備をしている登姫の会等と連携
をとりながら実施している。 

Ｂ 今後も連携強化に努め
る。 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 
 

健康と癒しの森推進事業は、森
林セラピーコースに認定された
場所を中心に森林散策や様々な
体験プログラムを行い、住民だけ
ではなく都会の多くの企業に利
用していただいているが、町民の
森への支援は現時点では多くは
行えていない。現在までに町民の
森で行った事は、平成 23 年に企
業に行っていただいた植樹のみ
となっている。 

Ｄ 町民の森は、現在「ヤギ
放牧による除草の実証実
験」が行われている地域で
もあるが、植樹について希
望する企業もある事から、
実験地以外の場所をお借
りしてイベントが行える
よう調整を図りたい。ま
た、冬期間は実証実験が行
われていないことから、
「冬の森」を体験する場所
として活用できるよう、関
係係と協議しながら進め
ていきたい。 
後期基本計画において

は「町民の森」を拠点とす
るのではなく、認定セラピ
ーコースを中心とした事
業展開を行うように変更
すべきである。 
［産業観光課癒しの森・ 

企業誘致係］ 

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。 

野尻湖と親しむプロジェクト
チームのイベントとして、自然環
境の学習会やカヌー等の体験学
習等地域の特性を活かした事業
を実施している。 

Ｂ 今後も連携を強化して
実施していく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

野尻湖と親しむプロジェクト
チームのイベントとして、自然環
境の学習会やカヌー等の体験学
習等地域の特性を活かした事業
を実施している。 
ひとときの会等においても、自

然に親しむ学習会を開催してい
る。 

Ｂ 今後も関係団体と連携
を強化して実施していく。 
 
 
 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 

次のような取り組みを行った。 
①公共施設への自然エネルギ
ーの導入 
・信濃小中学校整備へのエコ
スクール・パイロットモデ
ル事業の導入 

太陽光発電、地域材の導
入、省ＣＯ２対策（外断熱、
樹脂サッシ・高断熱ガラ
ス） 

・信濃小中学校、地域交流施
設へのペレットストーブ
配置 

②やまなみ大学での自然エネ
ルギー講演会 

③住民による自然エネルギー
学習会への支援 

④森のエネルギー推進事業と
して、住民のペレットストー
ブ購入助成 

自然エネルギーへの転換及び
バイオディーゼル燃料の推進に
ついては、遅延している。 

Ｃ 東日本大震災以後、国の
エネルギー政策が流動的
になっている。国の動向を
注視しつつ、町にあった制
度・事業に取り組んでいく
必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［住民福祉課環境係］ 

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。 

特定家庭用機器再商品化法（家
電リサイクル法）が制定されたこ
とに伴い、指定家電の適正処理に
取り組んだ。回収方法について
は、ゴミ分別収集カレンダーや衛
生組合長会での周知を行った。 
さらに、不法投棄家電に対する

対策として、枟形不燃物最終処分
場にフロン処理機を設置した。 
また、平成 26 年度から小型家

電の分別収集に取り組んでいる。 

Ｂ 引き続き、家電リサイク
ル法と小型家電リサイク
ル法による回収方法の周
知を図る。 
 
 
 
 
 
 
［住民福祉課環境係］ 
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（２）景観形成 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

都市計画法、県景観条例、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、開発の規
制・誘導により乱開発を防止し、
自然景観の保全が図られ、緑に囲
まれた景観育成は達成できてい
る。 

Ａ 引き続き各法令・町の指
導要綱等により自然景観
の保全に努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
［建設水道係建設係］ 

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。 
 

平成 23 年３月に「信濃町の指
定文化財」のマップを作成し、町
内各施設を中心に配布し、広報活
動を実施している。 
原のシダレザクラについては、

枯死したため、平成 23 年９月 29
日付けにて長野県天然記念物の
指定解除となる。町内の文化財の
指定に関しては、随時「文化財保
護審議会」を開催し、審議してい
る。 

Ｂ 保全に関しては、各文化
財所有者の努力により、成
果が認められるが、次世代
への継承について課題は
ある。各公民館と連携し、
文化財をテーマにした講
座開設や学校の教材とし
て活用することで次世代
に継承する等の創意工夫
が必要である。 
［教育委員会生涯学習係］ 

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。 

公共事業景観育成指針に基づ
き、周辺の景観と調和する構造と
し、既存の樹木を極力活かすなど
景観の育成に努めている。 

Ａ 公共事業は、良好な景観
形成を図るうえで、その果
たすべき役割は大きく、事
業者である町が、今後も自
ら率先して景観形成の先
導に取り組む。 
 
 
 
 
［建設水道係建設係］ 

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。 

屋外広告物条例の規定による
規制・指導を行っているが、自分
の土地をどう利用しようと勝手
だと考える広告主が多く、違反広
告物、未申請広告物の廃絶には至
っていない。 

Ｄ 今後は、屋外広告物禁止
物件の一斉点検、広告物監
視パトロールの実施、屋外
広告物規制制度に係る広
報啓発活動を重点的に行
い、景観形成に関する住民
意識の高揚を図る。 

［建設水道係建設係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 
 

平成16年に景観法が公布され、
長野県内の景観行政団体は現在、
町村レベルでは４市町村に留ま
っている。景観条例制定には歴史
的な町並みが保全されている地
域や、伝統的建造物、風光明媚な
自然景観などの景観まちづくり
の明確な地域資源を有する地域
や、既に生じている環境問題等へ
の対応を迫られた市町村などが
条例を制定している例が多くみ
られる。上の例からみても、本町
では風光明媚な自然景観として、
野尻湖は、自然公園及び風致地
区、黒姫山は自然公園として指定
様々な制限が付加され既に自然
美を保護する制度は十分と思わ
れる。じっくり丁寧に時間をかけ
て町を観察すれば、多くの地域資
源が発見され地域らしさや保全
すべき景観等が自ずと浮かび上
がってくると思うが、「じっくり
丁寧に時間をかける」体制ができ
ていない。 

Ｅ 達成状況欄で記載のと
おり、景観条例の制定は現
時点では必要と考えてい
ない。条例制定よりも住民
の景観づくりの取り組み
（住民主体の景観まちづ
くり）を制度として支援す
る仕組みづくりを後期基
本計画では検討していく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［建設水道係建設係］ 

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。 

長野県の支援を一部受けなが
ら、集落、事業所や道路・公共施
設への花壇づくりが進められ、定
着してきている。花づくりのボラ
ンティアも組織され、様々なイベ
ントで「花いっぱい」運動を展開
している。 
地域での「花いっぱい」への取

り組みの推進目標値：15箇所 
平成 25年度達成状況：21箇所 

Ａ ボランティアが組織化
されているが、構成員が高
齢化する中で、今後いかに
継続していくかが課題で
ある。 
 
 
 
 
 
［住民福祉課環境係］ 
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第２節 ゴミを克服するまちづくり 

（１）環境衛生 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 
 

前期基本計画で設定した指標
については、次のとおりである。 

・ゴミの再資源化率 
目標値 21.0％ 
平成 24年度達成状況 19.2％ 

・町民一人当たり可燃ごみ 
年間排出量目標値 270 ㎏ 
平成 24年度達成状況 251㎏ 

・埋立処分量目標値 60ｔ／年 
平成 25年度達成状況 
101ｔ／年 

可燃ごみ年間排出量の減尐に
ついては、平成 21 年度から可燃
ごみ収集を有料化した影響によ
るものである。 
平成 26 年度から、再資源化を

目的に小型家電の回収を始めて
いる。 

Ｂ ごみ広域処理施設が平
成 30 年度から稼働する。
ゴミの減量に向けて、いっ
そう分別・回収方法をお知
らせし、徹底していく必要
がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［住民福祉課環境係］ 

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。 
 

ゴミ集積所は、現在、町内に 145
箇所設置されている。ゴミ集積所
は、地区内の住民用として地区
（組、常会、区など）が独自に設
置しており、町で設置しているも
のはない。地区がゴミ集積所を建
設したり、改修したりする場合
に、町から補助金を交付してい
る。 

Ａ ゴミ集積所のない地区
の住民や別荘の滞在者、地
区組織に未加入者は、北部
衛生センターに直接搬入
することで、ゴミを処分し
ている。地区組織未加入者
については、近年、増加傾
向にある。 
ごみ広域処理施設稼働

に向けて、公平性を担保し
つつ、収集体制を整備する
必要がある。 

［住民福祉課環境係］ 

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。 

町は、一般廃棄物処理計画を策
定して、一般廃棄物の適正処理及
び再資源化を進めている。 

 

Ｂ 引き続き適正処理を進
める。 
 
 
 
［住民福祉課環境係］ 

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。 

ごみ分別収集カレンダーを毎
年作成し、全戸に配布している。
さらに、「一般家庭のごみ分別区
分の手引き（平成 26 年４月改訂
版）」を作成し、全戸配布した。 

Ａ 今後も取り組みを継続
する。 
 
 
 
 
［住民福祉課環境係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

各区等から推薦を受けて任命
した公害防止協力員から連絡を
受け、不法投棄等に迅速に対応し
ている。 
さらに、長野県公害防止協力員

や地方事務所廃棄物監視員とも
連携し対応している。 

Ｃ 不法投棄件数が減尐し
ないことから、新たな取り
組みが必要である。 
 
 
 
 
［住民福祉課環境係］ 

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。 
 

長野広域ごみ処理広域化計画
により、Ａ焼却施設（長野市）、
Ｂ焼却施設（千曲市）、最終処分
場（須坂市）の３施設が、平成 30
年度中に稼働するよう進められ
ている。 
稼働に伴い、北部衛生クリーン

センターは、廃止されることにな
っている。北部衛生施設組合と組
織２町（信濃町・飯綱町）が密接
な情報交換を行い、計画的に施設
改修を進めている。 

Ａ 引き続き、組合と両町が
情報交換し、無駄にならな
いような施設改修を進め
る。 
 
 
 
 
 
 
 
［住民福祉課環境係］ 

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。 
 

長野広域ごみ処理広域化計画
により、Ａ焼却施設（長野市）、
Ｂ焼却施設（千曲市）、最終処分
場（須坂市）の３施設が、平成 30
年度中に稼働するよう進められ
ている。 
計画推進に当たり、関係団体の

職員により構成される協議会が
設置されており、着実な推進に資
するための協議を行っている。 

Ａ 着実な推進に向けて、引
き続き協力していく必要
がある。 
 
 
 
 
 
 
［住民福祉課環境係］ 

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。 
 

枟形不燃物最終処分場は、設置
から 34 年が経過しているが、近
年の分別収集の推進により埋立
てゴミの減量化が進んだことで、
今後、15 年以上、利用できる見込
みである。そのような状況もあ
り、新たな不燃物最終処分場につ
いての検討はしていない。 

Ｅ 今後の埋立て残量の推
移を見ながら、計画的に検
討を進める必要がある。 
 
 
 
 
［住民福祉課環境係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 
 

信濃町と飯綱町で下水道への
接続が進み、北部衛生センターへ
のし尿投入量が減尐したことで、
現施設の適正運転が難しくなっ
ている。さらに、長野広域ごみ処
理広域化計画により、平成 30 年
度で北部衛生クリーンセンター
が廃止される。 
それらによって生じる課題に

対応するため、両町及び組合の職
員による「し尿処理及びゴミ処理
基本計画検討委員会」を設置し
た。また、し尿処理についての今
後の方向を検討するため、平成 25
年度に両町でし尿処理構想策定
業務を外部委託した。その結果を
受けて、現在、検討委員会で検討
を進めている。 

Ａ 両町のし尿処理計画に
ついて、引き続き、検討委
員会で検討していく必要
がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［住民福祉課環境係］ 

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。 

長野県レジ袋削減県民スクラ
ム運動と連携し、町内で年１回、
啓発活動を行っている。また、県
の削減協議会に参加して、情報収
集を行っている。 

Ａ 全県下で共同しながら
進める。 
 
 
［住民福祉課環境係］ 

（２）環境保全 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

河川水質測定、騒音調査を継続
し、監視に努めている。過去に問
題とされた環境汚染についても
調査を継続し、監視を続けてい
る。震災において発生した放射性
物質の環境影響調査についても、
町独自で実施し継続している。 

Ａ 調査を継続する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［住民福祉課環境係］ 

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。 

公害発生時には、関係機関と連
携し事業所等への指導を行って
いる。事業所等への未然防止につ
いての指導は、実施していない。 

Ｃ 公害発生時の適正な指
導を継続する。 
 
 
 
 
 
［住民福祉課環境係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 
 

環境を維持するため、環境に関
する各種規制法に基づく県によ
る定期検査（水質汚濁など）や、
町の条例に基づく規制（土砂の埋
立て等）を実施している。 
住民参加による環境保全活動

については、環境保全活動への参
加を促したり、支援したりしてい
る。 
農協による特別栽培米の取り

組みが進められ町内 44 件が対象
となっている。（特別栽培米：農
薬の使用量と化学肥料について
基準を定められている。） 

Ｂ 引き続き環境保全活動
に取り組むとともに、広く
消費者に認知できる体制
が必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
［住民福祉課環境係］ 

［産業観光課農林畜産係］ 

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。 

大量消費型生活スタイルの見
直しを促進するための啓発活動
は行っていない。 

Ｄ デフレ経済が続く中で、
大量消費型生活スタイル
が変化してきている。 
 
 
［住民福祉課環境係］ 

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。 

町の条例に基づく規制（土砂の
埋立て等）を実施している。申請
時に他法令による許認可申請、届
出等についての指導を行ってい
る。 
乱開発防止のため規制条例の

制定について検討は、実施してい
ない。 

Ｄ 町単独での乱開発防止
の規制条例の制定は、困難
な状況である。 
 
 
 
 
 
［住民福祉課環境係］ 

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 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

国道バイパスの整備計画が具
体化せず、検討が進んでいない。 

Ｃ バイパス整備の促進要
望活動に引き続き取り組
み、具体化した段階で検討
を進める。 
 
 
 
 
 
 
［建設水道課建設係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 
 

町財政が厳しく、新規の道路、
公園整備は難しい。 
中心市街地である地域につい

て、下水道は整備済である。 

Ｃ 今後も交通量の状況を
見ながら、重要路線から現
況道路の拡幅改良に取り
組み、公園整備について
は、引き続き真に必要な箇
所の精査に取り組む。 
下水道未接続者への早

期の接続の啓発を引き続
き行う。 

［建設水道課建設係］ 
［建設水道課下水道係］ 

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。 

通学路を中心に、安全で快適な
道路づくりに配慮している。 

Ｂ 引き続き施策の推進に
取り組む。 
 
 
 
 
［建設水道課建設係］ 

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。 

平成16年に景観法が公布され、
長野県内の景観行政団体は現在、
町村レベルでは４市町村に留ま
っている。景観条例制定には歴史
的な町並みが保全されている地
域や、伝統的建造物、風光明媚な
自然景観などの景観まちづくり
の明確な地域資源を有する地域
や、既に生じている環境問題等へ
の対応を迫られた市町村などが
条例を制定（景観計画策定）して
いる例が多くみられる。 
上の例からみても、本町では風

光明媚な自然景観として、野尻湖
は、自然公園及び風致地区、黒姫
山は自然公園として指定され
様々な制限が付加され既に自然
美を保護する制度は十分と思わ
れる。じっくり丁寧に時間をかけ
て町を観察すれば、多くの地域資
源が発見され地域らしさや保全
すべき景観等が自ずと浮かび上
がってくると思うが、「じっくり
丁寧に時間をかける」体制ができ
ていない。 

Ｅ 景観計画策定のを検討
してきたが、現在の体制で
は、他の自治体が作成した
汎用性のありそうな景観
計画や景観条例を参考に
して地域性があまり反映
されない状況が生まれる
可能性が高いと考える。景
観計画の要ともいえる、地
域の個性が十分に発揮さ
れる制度を構築するには
マンパワーの不足が否め
ない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［建設水道課建設係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 
 

景観計画の策定を検討したが、
策定せずとも公共建築物の整備
にあたっては、担当課毎に自然と
調和した色彩やデザインを取り
入れている。民間建築物について
は、風光明媚な自然景観地域であ
る野尻湖は、自然公園及び風致地
区、黒姫山は自然公園として指定
され様々な制限が付加され既に
自然美を保護する制度は確保さ
れている。 
また、屋外広告物については、

県屋外広告物条例により高速道
両脇等 500ｍが禁止区域、両脇
1,000ｍ間が許可区域となってお
り既に自然景観地域では制限が
付加されている。 

Ｃ 景観計画策定を検討し
てきた結果、策定せずとも
様々な制限が付加され既
に自然美を保護する制度
は確保されていると思わ
れる。さらなる景観向上の
施策として景観計画や景
観条例も考えられるが現
在の体制では、他の自治体
が作成した汎用性のあり
そうな景観計画や景観条
例を参考にして地域性が
あまり反映されない状況
が生まれる可能性が高い
と考える。景観計画の要と
もいえる、地域の個性が十
分に発揮される制度を構
築するにはマンパワーの
不足が否めない。 

［建設水道課建設係］ 

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。 

「花いっぱい」の取り組みを進
めている。 
景観を損ねる敷地内の不要物

の整理及び廃棄についての指導
を行っている。 

Ｃ 不要物の整理及び廃棄
については、原因者の理解
を得られず、すぐに改善さ
れていかない現状がある。
引き続き取り組みを進め
る必要がある。 
 
［住民福祉課環境係］ 

（２）道路網 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

信濃町ＩＣ～妙高ＪＣＴ間（延
長 37.5㎞）について平成 24 年４
月に国の事業認可を受け、10 月か
ら測量、土質調査の現地調査に着
手し、平成 25 年８月から工事用
道路などの準備工事を開始し、平
成 26 年からは橋梁やトンネルの
本体工事に着手した。 

Ａ 平成 30年完成予定。 
 
 
 
 
 
 
［建設水道課建設係］ 

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。 

平成 25 年度から古間工区（Ｓ
字カーブ解消）が着手され、平成
24 年度には小中一貫校開校に伴
う古間北信号での歩道設置工事
の完成など一定の成果は見られ
るものの、バイパス未着手区間
（落影から道の駅まで）の完成は
未だ目途が立っていない。 

Ｂ 平成 25 年度には、中央
要望（国土交通省・関東地
方整備局・財務省・県選出
国会議員）活動を行い早期
完成の要望を行ったが、未
着手区間について今後も
引き続き精力的な要請活
動に取り組む。 
 
 
［建設水道課建設係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

観光道路である戸隠への主要
地方道信濃信州新線においては、
仁ノ倉信号機から延長約 200ｍ間
の道路拡幅改良が行われ、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
所の改良等の計画も進行してい
る。 

Ｂ 引き続き、精力的に関係
機関への要請活動を進め
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［建設水道課建設係］ 

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。 

高速道関連で一部整備済とな
っている。部分的な狭隘箇所の改
良も随時行われている。 

Ｂ 引き続きも野尻湖・志賀
高原間道路整備促進期成
同盟会と連携を図りなが
ら関係機関への要請活動
を進める。 
 
［建設水道課建設係］ 

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。 

県道古間停車場線野尻線（美濃
里・菅川地区）の大規模改良が施
工され、落石防止対策、狭隘箇所
の改良も計画的に行われている。 

Ｂ 引き続き関係機関への
要請活動を進める。 
 
 
 
 
 
［建設水道課建設係］ 

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。 

一時凍結されていた国道 18 号
バイパス整備が平成 22 年度より
再開され、現在第一工区起点側
（落影～富士通インターコネク
トテクノロジー前）の工事に着手
している。都市計画道路は骨格を
成す 18 号バイパスを中心に路線
指定されており、バイパス整備推
進最中での都市計画道路見直し
は行っていないが、真に必要な道
路整備を推進している。 

Ｃ 引き続き関係機関への
要請活動を進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
［建設水道課建設係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

計画的に狭隘道路の改良を行
っている。 

Ａ 引き続き計画的に改良
を行う。 
 
 
 
［建設水道課建設係］ 

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。 

住民説明会等で住民の意見を
反映し合意を得ながら実施して
いる。 

Ａ 引き続き住民の意見を
反映した道づくりを進め
る。 
 
 
［建設水道課建設係］ 

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。 

通学路を中心に歩車道分離や、
交通量、危険個所を中心に右折
帯、危険対策の整備を進めてい
る。 

Ｂ 引き続き計画的に整備
を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
［建設水道課建設係］ 

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。 
 

一時凍結されていた国道 18 号
バイパス整備が平成 22 年度より
再開され、現在第一工区起点側
（落影～富士通インターコネク
トテクノロジー前）の工事に着手
している。新たな交流が生まれる
道づくりに欠かせない、道の駅南
側バイパスについても建設促進
要請活動を行っている。 

Ｃ 引き続き関係機関への
要請活動を進める。 
 
 
 
 
 
 
［建設水道課建設係］ 

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。 

ボランティアによる愛護団体
（冨ケ原美化委員会による栃原
北郷信濃線・山桑常会による杉野
沢黒姫（停）線）の協力を得て、
歩道、待機所の清掃、草刈り、枝
払い、沿道の植樹帯、花壇等の整
備等、道路美化活動に取り組んで
いる。 

Ｂ 道路愛護意識の高揚を
図りながら、愛護団体の育
成を進めることにより、左
記路線以外にもさらに路
線数を増やし、道路環境の
向上及び地域住民の交流
促進が図れるよう引き続
き支援を行う。 
 
 
 
［建設水道課建設係］ 
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（３）公共交通 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 
 

県の「地域発元気づくり支援
金」を活用した「マイレール」信
越本線維持・活性化推進事業にお
いて、ＪＲや商工会、観光協会等
と連携して、誘客イベントを平成
24 年度から実施している。 
あわせて、平成 24 年度からは

地元住民で組織する「信越本線黒
姫駅・古間駅応援！ファン倶楽
部」と協働して、チラシ配布や企
画展などを行い、利用促進の意識
高揚を図っている。 

Ｂ 平成 26 年度末に信越本
線がＪＲから「しなの鉄
道」へ移管されるため、施
策内容を修正する必要が
ある。鉄道は地域の重要な
交通機関であるため、今後
も「しなの鉄道」や沿線市
町村と協働して利用促進
を図る必要がある。 
 
 

［総務課まちづくり企画係］ 

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Ｐ
Ｒを行います。 

信越本線利用促進沿線地域活
性化協議会などにおいて、沿線市
町村と協調してＪＲ東日本へ要
望活動を行っている。 
またＰＲについても「信越本線

黒姫駅・古間駅応援！ファン倶楽
部」と協働して、チラシ配布を行
い利用促進の意識高揚を図って
いる。 

Ａ 平成 26 年度末に信越本
線がＪＲから「しなの鉄
道」へ移管されるため、施
策内容を修正する必要が
ある（ＪＲへの要望の部分
は削除する）。 
鉄道は地域の重要な交

通機関であるため、今後も
「しなの鉄道」や沿線市町
村と協働して利用促進を
図っていく。 
 
 
 
 

［総務課まちづくり企画係］ 

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。 

沿線市町村や観光協会等の関
係機関と連携し、平成 24 年度か
ら県の元気づくり支援金を活用
した「マイレール信越本線維持・
活性化事業」として、信濃町の魅
力を発信する観光イベントを実
施している。 
平成 24 年度はキャラバン隊等

によるＰＲや鉄道企画展等のイ
ベントを行い、平成 25 年度には、
一茶生誕 250年に併せて、家族で
楽しむ俳句会やイベント列車の
運行を行った。 

Ｂ 平成 26 年度末に信越本
線がＪＲから「しなの鉄
道」へ移管されるため、施
策内容を修正する必要が
ある。鉄道は地域の重要な
交通機関であるため、今後
も「しなの鉄道」や沿線市
町村と協働して利用促進
を図る必要がある。 
 
 
 

［総務課まちづくり企画係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 
 

黒姫駅と古間駅の一日平均乗
車数は、平成 22 年度の 550 人に
比べ、平成 25 年度は 517 人と減
尐傾向にあり、町外への通勤・通
学に鉄道を利用してもらうため、
地元住民で組織する「信越本線黒
姫駅・古間駅応援！ファン倶楽
部」と協働してチラシ配布などを
行い、利用促進の意識高揚を図っ
ている。 

Ｂ 平成 26 年度末に信越本
線がＪＲから「しなの鉄
道」へ移管されるため、施
策内容を修正する必要が
ある。鉄道は地域の重要な
交通機関であるため、今後
も「しなの鉄道」や沿線市
町村と協働して利用促進
を図る必要がある。 
［総務課まちづくり企画係］ 

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。 

朝夕の路線バスで、信濃小中学
校も含めた通勤通学等地域公共
交通システムを構築し、平成 24
年度から実施するとともに交通
システムの検証を行い、随時改善
を図っている。また、高齢者の通
院や買物に対応したデマンドタ
クシー「ふれあいコスモス号」を
平成 24年度から運行している。 

Ａ 引き続き交通システム
の検証を行い、必要に応じ
て改善していく。 
デマンドタクシー「ふれ

あいコスモス号」は地域の
重要な移動手段として定
着してきており、今後も利
用者の声を聞きながら引
き続き運用していく必要
がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［総務課まちづくり企画係］ 

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。 

県や沿線市町村、地元住民など
で連携し、「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」、「しなの鉄道北しなの線運営
協議会」等を組織し、共通の認識
をもって在来線の存続運動を実
施してきた。 

Ａ 平成 26 年度末に信越本
線がＪＲから「しなの鉄
道」へ移管されることが決
定しており、一定の目的を
果たしたと考えられるた
め、この項目については削
除し、今後は利用促進を図
る必要がある。 
 
 
 

［総務課まちづくり企画係］ 

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。 

ノーマイカーデーの取り組み
は行わなかったが、平成 23 年度
に、「信越本線黒姫駅・古間駅応
援！ファン倶楽部」を設立し、地
元住民が主体となって利用促進
キャンペーンやＰＲイベント等
を行い、利用促進運動に取り組ん
でいる。 

Ｂ 平成 26 年度末に信越本
線がＪＲから「しなの鉄
道」へ移管されることが決
定しており、一定の目的を
果たしたと考えられるた
め、この項目については削
除し、今後は利用促進を図
る必要がある。 
 

［総務課まちづくり企画係］ 
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（４）地域情報・通信網 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

新規職員に情報セキュリティ
のマニュアルを配布する他、平成
25 年度により現状に沿うよう情
報セキュリティポリシーを改正
した。 
また、平成 24 年度に新たな技

術によるシステムを導入し、行政
情報サービスの整備を進めた。 

Ｂ 今後も様々な情報を得
る中で、より良いシステム
を整備・運用するよう努め
る。 
 
 
 
 
 
 
 

［総務課まちづくり企画係］ 

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。 

災害時に、独居老人の安否確認
をするために使用している。平成
24 年度からシステムを導入して
いる。 

Ｂ 緊急時に、本人からの同
意がある人については、警
察・消防に提供している。
同意のない人について、ま
た、平時の時の取り扱いに
ついての検討が必要である。 

［住民福祉課福祉係］ 

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。 

平成 22年 11月からメール情報
配信システムの運用を開始した。 

Ａ 平成 26 年６月現在 770
名が登録されているが、さ
らに普及啓発に努める。 
 
 
 

［総務課庶務係］ 

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。 

平成 22 年４月からホームペー
ジをリニューアルして、ホームペ
ージのトップページから、行政情
報、観光情報へ入れるようにリニ
ューアルを行った。また、平成 24
年４月より職員誰でもがホーム
ページを作成できるようにシス
テムを変更し、最新の情報を掲載
できるようになった。 

Ａ 最新の情報を掲載でき
るように努める。 
 
 
 
 
 
 

［総務課庶務係］ 

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。 

平成 24 年度の信濃小中学校開
校に伴い校内のＩＣＴ整備に関
する校内の通信設備の整備を行
うとともに、各教室にテレビ整備
し、非常時の放送、校内の放送に
対応できるようにした。 
平成 25 年度には、児童・生徒

用パソコン室用ノートパソコン、
校務用教師一人１台ノートパソ
コン、各教室にプロジェクターの
整備をし、それに併せソフト整備
を行った。また、昨今大きくシェ
アを伸ばしている学習用タブレ
ットパソコンの整備を行った。 

Ａ ― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会総務教育係］ 
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第４節 住みよい生活環境づくり 

（１）住環境 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

移住促進（Ｕ・Ｉターン）につ
いては主要都市（東京・大阪・名
古屋）で開催されている移住相談
会イベントに積極的に参加しＰ
Ｒを実施。家賃補助については継
続的に実施しており、多くの若者
に利用していただいている（平成
25 年度は 22 世帯）。 
小中一貫校開校に伴い空き家

となる教員住宅が多数見込まれ
ることから、これを有効利用した
町営住宅の増設に取り組んでい
る（平成 26 年度は上島住宅２戸
を増設予定）。 

Ｂ 移住者説明会にはなる
べく多く参加し、雪国にも
興味を持っていただくた
めの努力が必要だと思う。
家賃補助については引き
続き実施していきたい。 
また、引き続き空き家と

なる教員住宅を有効利用
した、町営住宅の増設に努
める。 
 
［産業観光課癒しの森・ 

企業誘致係］ 
［建設水道課建設係］ 

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。 

利子補給制度については、利用
者の数が尐ないのが現状である。 
利子補給制度の規定に合致す

る対象者となり得る者が尐なく
なってきた事が考えられるが、対
象者が現れないとは限らないた
め、年間予算として１名分の予算
は確保している状況である。 
平成 22年度…０名 
平成 23年度…１名 
平成 24年度…１名 
平成 25年度…０名 

Ｃ 補助を実行できた年や
対象者がいなかった年が
あったり、また、たとえ利
用したとしても補助され
る金額も多くはない（１～
２万円ぐらい）が、利用さ
れる世帯が今後もあり得
るので、引き続き実施して
いければと思う。 
 
［産業観光課癒しの森・ 

企業誘致係］ 

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。 

町並み景観が優れた住環境整
備のため南町にある長野県住宅
供給公社の分譲に協力を行って
いる。 
また、快適な住環境を構築のた

め下水道施設の整備を実施中で
ある。 
地域の特性にあった住宅の普

及促進には県において作成され
た「信州型エコ住宅整備推進事業
指針」・「信州型エコ住宅ふるさと
信州・環の住まい助成金」などの
紹介を行っている。 

Ｂ 引き続き快適な住宅・住
環境の整備のため左記取
り組みを行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［建設水道課建設係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

「高齢者にやさしい住宅改
修」、「障害者にやさしい住宅改
修」による補助金を利用して段差
の解消や手すりの設置などの住
宅改修を実施しているが、実施件
数は高齢者が１件、障がい者も１
件と尐ない。また、社会福祉協議
会による高齢者世帯を対象とし
た住宅修理ボランティアなどに
より、小さな修理ではあるが実施
している。 

Ｂ 「高齢者にやさしい住
宅改修」、「障害者にやさし
い住宅改修」の補助金によ
り住宅改修を進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
［住民福祉課福祉係］ 

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。 

既存ストックの公園、児童遊園
の維持管理に留まっている。 

Ｄ 財政的にも新規整備は
難しい状況の中、今後は、
駅西口公園を中心に既存
ストックの公園、児童遊園
の有効利用を図る。 

［建設水道課建設係］ 

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。 

野尻湖と親しむプロジェクト
チームを中心に空間づくりに取
り組んでいる。 
湖岸遊歩道については、個人の

所有地も多いため、すべてを湖畔
というわけにはいかないが、途中
公道等も交えながら対応してい
る。 
違法桟橋については、県と協議

しているが、桟橋統合には湖岸に
まとまった公共用地と地元の絶
大な協力がなくては、実現は難し
い。 

Ｃ 今後、サイクリングロー
ド等の設置を進めていき
たい。 
違法桟橋については、本

来河川法による許可であ
り、県が主体的に行うもの
であるが、野尻湖検討委員
会の答申を反映しながら、
町は県に協力しながら検
討を進める。 
 
 
 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 
［建設水道課建設係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 
 

森林セラピーコースに認定さ
れている３コース（御鹿池周辺、
野尻湖象の小径、苗名滝までの自
然歩道）については、主管理係に
協力して遊歩道や眺望拠点整備
を行ってきているが、コースにな
っていない（コースがない）「町
民の森」「やすらぎの森」は利用
する頻度や計画も尐ないことか
ら、主管理係に任せきりとなって
いる。 

Ｃ 癒しの森で使わせてい
ただいている散策コース
は、既存の道（林道や赤線
等）を活用して行われてい
る。そのため、「童話の森」
の整備は主管理係に協力
する中で整備等行ってき
ているが、「町民の森」は
今後、植樹や冬の森の活用
場所としても活用してい
けるように関係係と調整
する中で進めたい。 
後期振興計画では「やす

らぎの森」の遊歩道整備等
については、新たに設ける
計画がないため、「認定コ
ースを中心に整備・充実を
図る」に変更すべきであ
る。 
［産業観光課癒しの森・ 

企業誘致係］ 

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。 

住民参加による公園の計画・整
備として、「野尻湖と親しむプロ
ジェクトチーム」で、野尻湖東大
寮跡地を活用し「野尻湖・緑・水・
風の空間」として公園整備、管理
を行っていただき、湖面利用・森
林利用のインストラクター体制
の支援として癒しの森事業では
森林メディカルトレーナーを養
成している。 

Ｂ 財政的にも新規整備は
難しい状況の中、駅西口公
園を中心に既存ストック
の公園、児童遊園について
も、左記のような取り組み
を必要に応じ検討してい
く。 
 
 
 
［建設水道課建設係］ 

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。 

北信保健衛生施設組合主管部
課長会議に職員が出席し、管理に
協力している。 

Ａ 引き続き協力していく。 
 
 
［住民福祉課環境係］ 

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。 

北信保健衛生施設組合主管部
課長会議に職員が出席し、施設整
備に協力している。 

Ａ 引き続き協力していく。 
 
 
［住民福祉課環境係］ 
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（２）上水道 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 
 

漏水防止については、老朽管の
布設替えを進めるとともに、中央
監視システムによる配水量の常
時監視、定期的な漏水調査及び住
民からの通報等による漏水・破裂
箇所の緊急修繕工事を実施して
いる。その結果、有効率（配られ
た水道水量のうち、有効に使用さ
れた水（漏水しなかった水）の割
合）は、平成 22 年度 77.4％、平
成 25 年度 77.4％と横ばいで推移
しており、漏水量の増加を防いで
いる。 
また、節水意識の向上について

は、町広報誌やホームページに啓
発記事を掲載するなど、その向上
に日々努めている。 

Ｂ 昭和 30 年代後半から昭
和 50 年代に布設された水
道管は法定耐用年数（40
年）を超え、更新期に入っ
てきていることから、古く
なった水道管の布設替え
を一層推進し、漏水調査等
の維持管理を引き続き徹
底していく必要がある。 
水資源の確保は恒久的

な課題である。近年、節水
機器が普及してきている
が、環境問題としての視点
も加味しつつ、節水意識向
上のための啓発活動に引
き続き積極的に取り組む。 

［建設水道課水道係］ 

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。 

配水池等水道施設の更新の必
要性を判断する材料とするため、
平成 25 年度に水源、浄水場、配
水池の「簡易耐震診断」を実施し
た。 

Ｃ 平成 26 年度において、
水道施設の整備等の根幹
となる長期的・総合的な計
画である「水道事業基本計
画（計画期間：10年間）」
を策定している。この計画
の中で水源の開発、配水池
の整備方針等を決定して
いく。 
なお、この計画において

は、既にある水源の現況
（水質は良いのか、現在ど
のくらい取水できている
のか）や水需要（水道水の
需要量）を整理し、場合に
よっては水源の廃止や施
設の統合等を視野に入れ
る必要がある。 

［建設水道課水道係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 
 

「信濃町水道水源の保護に関
する条例」に基づき、保護区域の
水源保護に努めている。その他水
源涵養保安林についても、林務担
当係とともに保全に努めている。
なお、水道水源保護区域の他の水
源への指定について検討した結
果、ほとんどの水源が公有地であ
ることから、緊急的な保護指定の
必要はないものの引き続き保全
が必要と考えている。 

Ｂ 近年、全国的に水源近く
の無秩序な森林取得や井
戸開発などが問題となっ
ていることから、地下水を
公水（おおやけの水）と位
置付けた条例を制定する
自治体も出てきている中、
長野県においては、土地取
引等の事前届出制を中心
とした水資源保全のため
の新たな条例「長野県豊か
な水資源の保全に関する
条例」が施行されている。 
町の水道水源は、ほとん

どが公有地であり、県条例
に基づく早急な土地取引
等の事前監視の必要はな
いと思われるものの、地下
水の保全に係る問題につ
いては、環境保全全般に係
る事項として、水道事業者
だけでなく全庁（町）的に
検討していく必要がある。 

［建設水道課水道係］ 

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。 

各配水池系の配水管は、富士
里・古間・野尻・柏原水系の主要
な部分で連結されており、標高の
高い一部を除き相互連絡が図ら
れている。 

Ｂ 水源の被災等に備え、引
き続き推進していく必要
がある。 
 
［建設水道課水道係］ 

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。 

平成 22年度～平成 25年度の期
間に、約 8.4km（平成 22 年度
3.5km、平成 23 年度 1.7km、平成
24年度 1.7km、平成 25年度 1.5km）
の配水管の布設替えを行ってお
り、漏水対策を進めている状況で
ある。 
管種は耐震性を有する管を採

用しており、耐震化率の向上に努
めている。 

Ｂ 老朽管の布設替えによ
り、耐震化は進んでいる
が、全延長からするとまだ
尐なく、より一層耐震化を
進める必要がある。 
 
 
 
 
［建設水道課水道係］ 

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。 
 

平成 25 年度に「水道事業アセ
ットマネジメント（水道施設の簡
易耐震診断、中長期的な更新需要
と財政収支見通しの検討）」を実
施し、現状の分析・評価と課題の
抽出を行った。 
簡易耐震診断の結果、一部を除

き、ほぼすべての土木建築構造物
で耐震性が低いことが確認され
ている。 

Ｄ 平成 26 年度に作成して
いる、水道施設の整備等の
根幹となる長期的・総合的
な計画である「水道事業基
本計画」において、構造物
の更新や補修の方向性を
定めていく予定である。よ
って、「後期基本計画」の
計画期間中に実際の補修
等に着手できるよう検討
していく。 

［建設水道課水道係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 
 

前期基本計画策定時には、平成
22 年度～平成 25 年度の間に、古
間上島配水池への中央監視シス
テム（配水池の水位や配水流量な
どを監視・記録するシステム）の
導入を予定していたが、老朽管の
布設替えや深井戸ポンプの更新
など他の建設改良事業を優先し、
システム化事業を先送りしてい
たため、システムの導入には至っ
ていない。 

Ｅ 後期基本計画期間中に
未整備配水池の中央監視
システムの導入を行う予定。 
なお、平成７年度に整備

した中央監視装置本体（ハ
ード・ソフト）の老朽化も
激しいことから、その更新
について、本年度策定して
いる「水道事業基本計画」
において具現化する必要
がある。 

［建設水道課水道係］ 

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。 
 

水道事業の経営基盤強化のた
め、上水道事業と簡易水道事業の
経営統合について検討を進めて
いたところ、折しも国の施策によ
り簡易水道事業の国庫補助採択
基準が改正され、平成 21 年度末
までの「簡易水道事業統合計画
書」の策定・国への提出と平成 28
年度末までの簡易水道事業の統
合が必要となった。そのことか
ら、平成 22 年２月に国へ統合計
画書を提出していたが、マンパワ
ーの不足などにより、その計画で
予定していた作業に遅れが生じ
ていた。このため、平成 24 年度
に経営統合に向けた各種作業工
程の再構築を行った上で、平成 25
年度には統合に必要な経費の財
政措置を受けるべく手続きを行
った。 

Ａ 信濃町上水道事業、古海
簡易水道事業、菅川簡易水
道事業、高沢飲料水供給施
設の経営統合について、実
施計画にも必要な費用を
計上したうえで、年度別に
計画した作業等を着実に
推進していく。 
このため、後期基本計画

では、この主要施策につい
ては、「検討」から「推進」
の段階に進む。 
 
 
 
 
 
 
 
［建設水道課水道係］ 

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。 

災害や事故が発生した場合に、
その影響範囲を最小限に留め、別
系統から配水できるようにする
ため、下水道工事や道路改良工事
に併せて配水管のループ工事を
推進した。 

Ｂ 水圧の偏重の緩和や非
常時の影響範囲拡大を抑
制するため、引き続き配水
管のループ工事（いわゆる
バイパス管設置）を推進す
る必要がある。 

［建設水道課水道係］ 

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。 

県下水道事業者で構成する長
野県水道協議会の「水道施設災害
等相互応援要綱」に基づく応援体
制構築、近隣市町村との連携強化
を図った。 
また、非常時に持ち運びが容易

な給水袋（６リットル）の備蓄を
進めている。 

Ｂ 災害時における具体的
な応急給水体制の構築に
あたっては、応急給水設備
の設置が必要であり、緊急
遮断弁（地震等の際に、配
水池に接続された配水管
を主に自動で遮断し、配水
池内の浄水を確保するた
めの弁）の拠点配水池への
設置と応急給水拠点を整
備するなど非常用の飲料
水を確保する必要がある。 

［建設水道課水道係］ 
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（３）下水道 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

柏原処理区での下水道未整備
地域について、住民アンケート調
査、今後の施設整備及び維持費
用、下水道への接続見込などをも
とに未整備地域へ説明会を行う
中で、下水道整備のエリア見直し
を行った。 

Ｂ 下水道整備エリア外と
なった地域について、合併
浄化槽を積極的に設置さ
れるよう、現在行っている
設置補助金の上乗せ対応
を継続する中で設置推進
を行っていく。 
［建設水道課下水道係］ 

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。 

生活排水エリアマップ 2010 に
併せ、生活排水経営計画となる
「経営プラン 2010」を策定した。
住宅の排水設備工事への融資あ
っせん及び利子補給制度がある
も周知不足から平成 22 年度から
平成 25 年度の間利用されていな
い状況である。接続率は柏原処理
区で平成 22 年度比約 10％増であ
るがその他処理区では横ばい、有
収水量も柏原処理区では増加だ
が、人口減尐の影響かその他処理
区では横ばいである。施設管理方
法も検討はされるも実施には至
らず、一般会計からの繰入に頼る
経営状況である。 

Ｃ 融資あっせん利子補給
制度が利用されない理由
を再度検証する中で、１件
でも多く早期の時期での
接続が行える方法を検討
する必要がある。 
施設管理も、引き続き確

実な管理と経費が抑えら
れる方法について情報収
集を行う中で対応してい
き、極力一般会計からの繰
入金に頼らない経営を目
指す。 
 
 
［建設水道課下水道係］ 

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。 
 

未整備地域について、住民アン
ケート調査や今後施設整備及び
維持にかかる費用、下水道への接
続見込などをもとに平成 22 年度
から平成 23 年度にかけ未整備地
域へ説明会を行い、今後の整備の
方向性を出した。 

Ｂ 下水道整備エリア外と
なった地域について、合併
浄化槽を積極的に設置さ
れるよう、現在行っている
設置補助金の上乗せ対応
を継続する中で設置推進
を行う。 
［建設水道課下水道係］ 

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。 
 

平成 22 年度から５か年の整備
計画を策定、この計画に基づき
国、県補助を受け合併浄化槽設置
に係わる設置補助事業を進めて
きた。平成 25 年度末で整備計画
どおり進んでいる。 

Ａ 整備計画が平成 27 年度
で終了し、新たな整備計画
を策定する予定である。下
水道の整備を行わない地
域での合併浄化槽設置増
を考え、国・県からの補助
を最大限活用する中で設
置推進を行う。 
［建設水道課下水道係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

計画当初、水洗化率向上による
農業集落排水の汚泥処理量の増
大を想定していたが、平成 22 年
度から平成 25 年度の処理量推移
は信濃町、飯綱町とも横ばいであ
り、増設の検討は行われていな
い。 
汚泥堆肥の活用は町広報等の

周知により住民の利用が定着し、
汚泥の農地還元が進んでいる。 

Ｃ 各農業集落排水区域に
おいては水洗化率がほぼ
横ばいの状況、また人口も
減尐傾向から今後の処理
量も横ばい傾向にあると
考えられ、処理施設増設の
検討は不要と考える。 
コンポスト車も導入後

10 年を経過し、メンテナ
ンスコストの増加も懸念
されることから、飯綱町と
協議する中で今後はコン
ポスト車更新について検
討していく必要がある。 
［建設水道課下水道係］ 

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。 

平成 22年度から平成 25年度の
間、生活排水施設整備と併せての
実施はないが、建設係サイドで実
施している河川改修工事の際、石
積み工法を取り入れ自然に配慮
した施工を行っている。 

Ａ 今後、建設・農政サイド
と連携を図り河川改修工
事実施に際し、引き続き水
質浄化に向け自然に配慮
した工法で施工を行う。 
 
［建設水道課下水道係］ 

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。 

周知不足から融資あっせん及
び利子等補給制度の利用につい
て平成 22年度から平成 25年度ま
での間の実績がない状況である。
このような中だが、柏原処理区に
おいての水洗化率について平成
22 年度比約 10％の伸びを示して
いる。 

Ｃ 融資あっせん利子補給
制度が利用されない理由
を再度検証する中で、１件
でも多く早期の時期での
接続が行える方法を検討
する必要がある。 
 
 
［建設水道課下水道係］ 

（４）雪対策 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

平成 22 年度より、一路線一業
者の除雪体制から町内を旧村単
位４ブロックに分けた共同企業
体方式・複数年契約の除雪体制に
大幅な改革を行い、除雪体制の強
化を図りながら、除雪不能路線の
改良も住民要望を聞く中で計画
的に改良を行った。 

Ａ 引き続き体制強化に努
める。 
 
 
 
 
 
［建設水道課建設係］ 

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。 

市街地における雪置場の確保
には苦慮しているが、広報でのお
願いや、除雪業者が自ら確保でき
ない場合には、町職員が地権者に
お願いするなど、雪置場の確保に
努めている。 

Ｂ 引き続き、協力と理解を
得ながら雪置場の確保に
努める。 
 
 
［建設水道課建設係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

民生委員の協力のもと必要と
思われる世帯には住宅除雪支援
員（雪害救助員）の派遣を行って
おり、住宅除雪支援員の対象とな
らない世帯にはシルバー人材セ
ンターに委託し屋根の雪下ろし
等を行っている。 

Ａ 年々、除雪を行う方の年
齢が上がってきているの
で若い世代の除雪支援員
の確保が必要となってく
ると思う。また、シルバー
人材センターに委託して
いる除雪は大雪等の場合
は人材の確保が困難なた
め、すぐに除雪作業に取り
掛かれない場合がある。 

［住民福祉課福祉係］ 

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。 
 

民間で利雪による農作物の貯
蔵を６次産業化事業等を利用し
研究している。農産物の６次産業
化で取り組む事業者に支援を行
っている。 

Ｃ 利雪の事業化について
は様々な取り組が検討さ
れているが、民間の事業検
討結果が広く町内につな
がることが必要と考える。 
［産業観光課農林畜産係］ 

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。 
 

ウィンターシーズンのスポー
ツイベントとして、レルヒ記念杯
スキー大会（産業観光課）や黒姫
高原高原クロスカントリースキ
ー大会を開催している。 
また、各公民館においても、雪

に親しむスポーツ（柏原支館：ウ
ィンタースポーツ大会）やレクリ
エーション活動（野尻湖支館・古
間支館：わかさぎ釣り教室）を開
催している。 

Ａ 冬季にイベントを開催
する等、積極的な動向が見
られる一方、町や公民館主
催事業のマンネリ化が見
られる。今後改善が求めら
れる。 
 
 
 
 

［教育委員会生涯学習係］ 

第５節 安心安全な生活環境づくり 

（１）消防・救急 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

町広報誌及びオフトーク放送
並びに消防団員による火災予防
ビラの配布、消防自動車による広
報パレード、夜間の消防自動車に
よる見回り等を通じて予防広報
を行い、防災意識の高揚を図っ
た。なお、特定防火対象物に対す
る指導と査察については、鳥居川
消防署において行っているため
実施していない。また、浄水器に
ついては、防災対策で整備を行っ
た。 

Ａ 今後も防災意識の高揚
を図ることは重要である
ので、広報活動を推進す
る。 
 
 
 
 
 
 
 

［総務課庶務係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 
 

平成 17 年度に４名の女性消防
団員が誕生し、その後加入促進を
図り、平成 23 年度に５名の女性
が入団した。事業所への協力要請
は継続して行っており、平成 25
年現在で町内外 19 社へ行ってい
る。また、平成 25年 12月から消
防団員の任用を町内居住者だけ
であったものを、町内に勤務する
者まで対象を広げて団員の確保
に努め消防団の育成・強化に努め
た。 

Ａ 今後も事業所への協力
要請を行うとともに、女性
消防団員のさらなる確保
に努め、消防団員の育成・
強化に努める。 
 
 
 
 
 
 

［総務課庶務係］ 

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。 

消防機材の配置基準を平成 25
年１月に定め、車両等の更新は購
入後 18 年経過後とすることとし
計画的に更新を行っている。防火
水槽については、平成 22 年度以
降は、原則的に耐震性の優れた二
次製品の防火水槽の設置を行っ
ている。また、車両及び防火水槽
並びに消火栓の整備については、
消防五カ年計画において計画的
に整備を進めている。 

Ａ 今後も計画的に消防資
器材の整備に努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 

［総務課庶務係］ 

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。 

現在、緊急通報装置が必要と思
われる世帯には、概ね取り付け作
業が完了しており、申請があれば
委託業者と打合せの上、取り付け
ている。 

Ａ 今後一人暮らしで親戚
等がなく、まったく他者と
の交流がない方からの申
請があった際に、どのよう
に対応していくかが課題
である。 
 
［住民福祉課福祉係］ 

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。 

毎年大勢の住民の参加をいた
だき行っている、地震総合防災訓
練時に鳥居川消防署の指導のも
と、ＡＥＤや三角巾等を使った救
命救急講習会を行い周知を図っ
ている。 

Ａ 今後も継続して行って
いくとともに、消防署で開
催されている普通救命講
習会への広報等の協力を
行う。 
 
 
 
 

［総務課庶務係］ 
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（２）防災 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 
 

平成 22 年に洪水ハザードマッ
プ作製し浸水想定区域へ配布を
行った。また、長野県において、
土砂災害防止法の指定区域（土石
流、急傾斜）が平成 25 年３月に
告示されたが、地滑りについて
は、平成 26 年７月現在まだ指定
されていないため、総合的なハザ
ードマップが作成できていない。
なお、防災計画については、東日
本大震災を受けて、平成 25 年３
月に見直しを行い、広報、冊子を
作成し全戸配布を行い、併せてホ
ームページにおいても掲載し周
知を行った。災害の応援協定につ
いても、長野県内の市町村や妙高
市、流山市や団体等と締結してお
り、平成 25 年には、中部電気保
安協会、長野県ＬＰガス協会等と
協定を締結した。 

Ｂ 長野県において地滑り
の指定が済み次第、洪水の
ハザードマップも含めた
総合的なハザードマップ
を作成し、全戸へ配布を行
っていく。また、災害の応
援協定については、今後も
締結先を探していく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［総務課庶務係］ 

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。 

広報誌には、防災計画や消防団
の特集を行ってきた。火災予防週
間には、屋外放送施設を利用し朝
と夜の２回呼びかけを行った。ま
た、毎年地震総合防災訓練を通じ
て防災意識の高揚を図った。 

Ａ 今後も広報活動や防災
訓練を通して防災意識の
高揚を図る。 
 
 
 
 
 

［総務課庶務係］ 

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。 

自主防災組織については、個別
に働きかける中で１組織の設立
ができた。 

Ｃ 大規模災害の際には、行
政も被災してすぐに動け
ない状態となるので、地域
の自主防災組織はどうし
ても必要となるので、結成
に向けて粘り強く働きか
けていく。 
 

［総務課庶務係］ 

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。 

自主防災組織の結成が思うよ
うに進まなかった。 

Ｂ 大規模災害の際には、行
政も被災してすぐに動け
ない状態となるので、地域
の自主防災組織はどうし
ても必要となるので、結成
に向けて粘り強く働きか
けていく。 

［総務課庶務係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

町内森林で水源かん養保安林
の対象となっている区域は約
190ha（森林簿より）であり、平
成 22年度から平成 25年度の間は
伐採等の森林施業はほとんど行
わず、水源かん養保安林としての
働きの維持に努めた。 

Ｂ 水源かん養保安林の施
業については、樹木の根を
発達させる施業を基本と
して行っていくこととな
る。しかしながら、今後標
準伐採齢に達した樹木を
伐採することも考えられ
るので、伐採に伴って発生
する裸地の縮小及び分散
を図るためにも計画的な
森林施業と適切な指導が
必要となる。 
［産業観光課農林畜産係］ 

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。 

関係機関と協議しながら、危険
箇所について計画的な改修を進
めている（平成 24 年度より鳥居
川危険箇所区域について計画的
に改修を行う）。 

Ｂ 引き続き関係機関と協
議を行いながら計画的な
改修に努める。 
 
［建設水道課建設係］ 

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。 

崩落危険箇所については、見回
り確認を行い大雤等が発生した
場合に、災害の危険がないのか点
検を行っている。また、新たに崩
落危険箇所を発見した場合には
県の市町村担当者とも相談し、災
害を未然に防げるように努めて
いる。 

Ｂ 崩落危険箇所の中でも
特に危険な箇所について
は、県の市町村担当者と相
談の上、国・県に工事の要
望を上げているが、国・県
の基準で工事を行えない
箇所も存在するのが現状
である。そのため、特に危
険な箇所については町単
での工事も検討すること
が必要になる。 
［産業観光課農林畜産係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 
 

簡易耐震診断については平成
26 年度までに 333 戸の診断を行
ったが・耐震改修については、わ
ずか９戸に留まっている。 
上水道施設については、平成 22

年度以降、管路の耐震化を除き、
構造物・建築物の耐震補強等は行
っておらず、耐震化が進んでいな
い状況である。 
下水道、農業集落排水処理施設

については、耐震に係わる見直し
が行われた建築基準で建設され
ていることから特段対応は行っ
ていない。下水管については非常
に長く、費用もかかることから耐
震化対応はしていない。 

Ｄ 診断実施者に直接ＤＭ
をし、広報等でも改修工事
の呼びかけを行っている
が、自己資金の問題もあり
積極的な推進が難しい状
況にある。今後は町独自で
行っている「住宅リフォー
ム支援事業」を活用しての
推進を促す。 
上水道については、平成

25 年度に実施した簡易耐
震診断の結果から、ほとん
どの施設で耐震性が低い
ことが確認されている。今
後は、重要度の高い施設か
ら詳細な耐震診断を行い、
必要な施設については耐
震化を図る必要がある。 
平成 26 年度より地震等

発生後早期に下水道復旧
を行うための業務遂行の
ための計画を策定してい
る。ハード面に費用をかけ
ることが難しいことから、
早期の復旧を行う中で地
震に強いまちづくりを目
指す。 

［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］ 

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。 
 

地域防災無線のデジタル化に
伴い、平成 23 年度整備を完了し
た。また、備蓄食料については地
域防災計画に定める備蓄目標分
を確保した。備蓄資材についても
順次確保に努めた。 

Ａ 備蓄食料については、保
存期間があるため毎年更
新を行い、備蓄資材につい
てもさらに保存を行って
いく。また、各家庭への情
報通信手段としてのオフ
トーク放送については、平
成 29 年で終了となるの
で、それまでには次世代の
情報通信体制の整備を進
める。 

［総務課庶務係］ 
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（３）防犯・消費者保護・交通安全 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

防犯協会並びに長野中央尐年
警察ボランティア協会への助成
及び活動への協力を通じて、防犯
体制の強化を図った。 

Ａ 今後も引き続き行って
いく。 
 
 
 
 
 

［総務課庶務係］ 

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。 

夏、秋、年末の防犯パトロール
や街頭活動を通じて防犯意識の
高揚を図った。また、広報誌への
防犯対策の特集を組む中で啓発
を行った。 

Ａ 今後も引き続き活動し
ていく。 
 
 

［総務課庶務係］ 

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。 

各家庭や関係機関から寄せら
れる情報をもとに、オフトーク放
送を通じて注意喚起を行った。ま
た、広報誌への掲載や広報誌と一
緒に関係機関からの注意喚起文
書を全戸へ配布を行った。 

Ａ 今後も継続して行って
いく。 
 
 
 
 

［総務課庶務係］ 

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。 

集落内の防犯灯については、補
助金を交付する中で整備を進め、
集落間については各地区からの
要望に基づき整備を行った。自転
車の防犯登録については、販売店
を通じて普及啓発に努めていた
だいた。 

Ａ 今後も補助金を交付す
る中で防犯灯の整備を推
進していく。 
 
 
 

［総務課庶務係］ 

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。 

信濃町青尐年育成町民会議の
開催による、家庭、学校、地域住
民、企業、団体及び行政が一体と
なった住民総ぐるみの青尐年育
成運動の推進を図った。 
また地区育成会及びボランテ

ィア団体と連携した未成年喫煙
防止街頭活動の実施等の取り組
みによる青尐年の非行防止に努
めている。 

Ａ 特になし。 
 
 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会子ども支援係］ 

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。 

「信濃町消費者の会」を通じて
情報の提供や講習会、研修会等へ
の参加をいただく中で推進を図
った。 

Ｂ 今後も消費者の会を通
じての消費者教育を推進
しながら、高齢者や若者に
も情報提供できるように
広報等を通して推進して
いく。 
 

［総務課庶務係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

長野県消費生活センターから
配布されるパンフレット等を社
会教育施設に配置し啓発活動を
行った。 

Ｂ 現在消費者の関心は悪
質商法や特殊詐欺に移っ
ており、それに伴う相談が
寄せられている。後期計画
に当たっては重点を移し
ていきたい。 
 
 
 
 
 
 
 

［総務課庶務係］ 

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。 

広報誌を通じてゴミの分別や
リサイクルの方法を掲載し啓発
活動を行った。 

Ａ 現在消費者の関心は悪
質商法や特殊詐欺に移っ
ており、それに伴う相談が
寄せられている。後期計画
に当たっては重点を移し
ていきたい。 

［総務課庶務係］ 

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。 

長野県消費生活センターと連
携して、住民から寄せられる相談
に対応した。 

Ａ 現在住民から寄せられ
る相談は、悪質商法や特殊
詐欺に移っている。後期計
画に当たっては重点を移
していきたい。 
 

［総務課庶務係］ 

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。 
 

関係機関との連携により平成
24 年度に小中一貫校開校に合わ
せ古間北信号からの歩道設置、平
成 25 年度には野尻バイパス（古
間工区Ｓ字カーブ）の線形改良に
着手し交通安全対策の推進を図
っている。 
交通安全協会と連携し、信号機

の待機場所の確保やカーブミラ
ー・ガードレールの整備を進め
た。また、信号機の設置や交通規
制に関わる要望を関係機関へ行
った。 

Ｂ 関係機関と連携を図り
ながら通学路対策を重点
的に今後も取り組む（諏訪
神社下歩道未設置区間
等）。 
 
 
 
 
 
 
［建設水道課建設係］ 

［総務課庶務係］ 

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。 

道路標識や道路標示等につい
ての要望を関係機関へ行った。 
新規の道路改良にあたっては、

高齢者･障がい者が利用しやすい
交通安全施設の整備に配慮して
いる。既存道路での整備について
は、要望があった段階で対応をし
ている。 

Ｂ 今後も継続して行って
いく。 
 
 
 
 
［建設水道課建設係］ 

［総務課庶務係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

生活道路への進入に対する交
通対策については、停止線、標識
等で地域交通の安全を確保して
いる。 
また、地理不案内等の人のため

に注意看板を設置し、地域交通の
安全を確保した。 

Ｂ 今後も継続して行って
いく。 
 
 
 
［建設水道課建設係］ 

［総務課庶務係］ 

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。 

交通安全協会を通じて、交通安
全期間中の交通指導や交通安全
教室を行うことにより推進を図
った。 

Ａ 今後も継続して行って
いく。 
 
 
 
 

［総務課庶務係］ 

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。 

交通安全協会の育成強化に努
め、広報誌やオフトーク放送等を
通じて交通安全運動の推進を行
った。 

Ａ 今後も継続して行って
いく。 
 
 
 
 
 
 

［総務課庶務係］ 
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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１節 滞在・体験型観光のまちづくり 

（１）観光 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

通年を通した環境整備の中で、
町として弱かった春の面では、黒
姫高原に植栽した芝桜が好評に
なり、春先の新たな観光素材がで
き上がりつつある。 

Ｂ 過去に整備した、大久保
池の水芭蕉観賞用の木道
等年月とともに腐食して
きており、今後修復等計画
的に検討していく予定で
ある。 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 

農村体験受入の組織が立ち上
がり観光と農業の連携は徐々に
深まりつつある。 

Ｃ 癒しの森・農業・観光の
３者連携までは進んでい
ない。 
個々については、官民一

体となった組織ができて
きているので今後連携す
る方策を検討したい。 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 

野尻湖・黒姫高原等の自然環境
の保全・整備については、官民一
体となった組織等で行っている。 
最繁期に周遊のための観光路

線バスの運行等の実施。 
個々は、充実されてきているが

周遊化には至っていない。 

Ｃ 町内周遊のための連携
方法を再検討が必要であ
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 
斑尾については、新幹線飯山駅

開業にあわせて現在検討を進め
ている。 

 

Ａ 斑尾高原をはじめ広域
観光の推進を今後さらに
強化していきたい。 
 
 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 

スキー場においては、スキーの
修学旅行や子どものためのコー
ナーの設置などで、誘客展開をし
ているが、日帰り客が増えており
宿泊が減尐している。 
スキーとワカサギ釣りの連携

にまでは至っていない。 

Ｂ 両者ともに、海外からの
旅行会社が興味を示して
いただいているので、長期
滞在も期待できるので受
け入れ体制の整備も含め
て検討したい。 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 

信濃町ＩＣのすぐそばであり、
道の駅しなのと隣接しているこ
ともあり、特に車での来客者に対
する総合的情報発信基地として、
機能している。 
昨年度末からＷＩＦＩにも対

応している。 

Ａ 食の情報発信が弱いの
で、今年度から来年度にか
けて整備していきたい。 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 

民間団体と連携し、野尻湖畔に
ゆっくり時間を過ごせる空間を
整備している。 

Ｂ 野尻湖畔だけではなく、
その他地域でもくつろぎ
空間を検討したい。 
 
 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 

農村体験受入の会等の体制づ
くりにより、年々農村体験をはじ
めとして、林間学校や合宿等の来
客者が増えてきている。 

Ｂ 各組織の中心となり、総
括していく中核的組織を
整備していく必要がある。
公益的組織団体の整備を
検討していく。 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

黒姫山・斑尾山・霊仙寺山、登
山道や野尻湖畔、黒姫高原等の遊
歩道整備を実施し、癒しの森事業
を中心に体験プログラムを作成
している。 

Ｂ 旅行商品として積極的
にＰＲしていきたい。 
 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 

各公衆トイレに障がい者用を
設置している。 
町営駐車場に障がい者用駐車

スペースの確保をしている。 

Ｃ 公共交通機関をはじめ、
移動手段の中での対応が
不十分であり、今後関係機
関とも検討したい。 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 

各施設ごとは、利用者のアンケ
ート調査を実施しており、施策に
反映させている。 

Ｂ 各施設ごとには実施し
ているが、横の情報共有が
不十分になっており、町全
体での反映にはつながっ
ていない。今後総括する中
で、町全体に反映する仕組
みを確立していきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 

看板・遊歩道の整備をはじめ、
花壇の整備やゴミのポイ捨て防
止等、住民と事業者・行政がそれ
ぞれのできる分野で連携しなが
ら進めている。 

Ｂ 看板等の劣化が激しい
ところもあり、今後記載内
容も含めて整備していき
たい。 
 
 
 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

外国人観光客の受け入れ体制
の整備は、他町村に比べて、大き
く立ち遅れているのが実情であ
る。 
パンフレット等は、一部言語対

応のものがあるが、それ以外は整
備できていない状態である。 
宿泊施設も一部のホテルで受

け入れを行っているがそれ以外
は対応できないのが実情である。 

Ｄ 外国人観光客は、長期滞
在が多く今後観光地とし
て重点的に対応していか
なければならない。 
事業者等への受け入れ

体制の学習会の開催や看
板・標識の整備や宿で夕食
をとらない外国人のため
に飲食店の整備も含めて
検討していく。 
［産業観光課商工観光係］ 

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。 

漁業組合や環境団体の連携に
より、生息系の維持をしている。 
徐々にエビ等も増え、観光漁業

の発展につながっている。 

Ｂ 夏季については、ブラッ
クバスやヘラブナ釣り等
来客者が土日・平日含めて
多く訪れていただいてい
るが、冬のワカサギ釣りは
平日の来釣者が尐ないの
が実情である。台湾の旅行
業者がワカサギ釣りに興
味を示しており、旅行プラ
ンに入れたいと打診をい
ただいているので、今後平
日の観光客として検討し
たい。 
［産業観光課商工観光係］ 

第２節 信濃町ブランドづくり 

（１）ブランド化 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

ふるさと振興公社の農産物直
売所を開設し町内の消費者の他
に町外、県外の消費者にも安心安
全な農産物を安価で提供をして
いる。 
また、ＪＡと共同で野菜生産安

定基金を設立し生鮮野菜の安定
的提供を図る他、町・ＪＡによる
野そ駆除農薬購入費補助等で生
産者への補助を行っている。 

Ｂ ふるさと振興公社を中
心とした生産者と消費者
に安心安全な農産物を安
価に提供できるシステム
づくりを進める。 
引き続き町・ＪＡ補助事

業を通じて、安心安全な農
産物を安価で提供できる
ように進める。 
［産業観光課農林畜産係］ 

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。 

ブランド化までには至ってい
ないが、とうもろこしやトマト・
ぼたごしょうなど積極的に信濃
町の特産物としてＰＲしている。 

Ｃ 農林畜産係とも連携を
とりながら、検討していき
たい。 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

平成 21年度、平成 22年度に信
濃町地域ブランド構築推進協議
会により地元野菜を使ったスイ
ーツの開発を県の支援金をもと
に行った。 
平成 21 年度に（有）ふるさと

天望館により長野県伝統野菜に
ぼたごしょうを登録。 
平成 25 年度ブルーベリーシン

ポジウム全国大会を誘致し振興
を図った。 
平成 25 年度生産から販売まで

手掛ける６次産業化事業の導入
が図られ、２団体が今後加工品の
開発に取り組む。 

Ｃ ６次産業化による農産
加工品の定着を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［産業観光課農林畜産係］ 

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。 

観光ＰＲにあわせて、農作物
（とうもろこし等）・特産品等の
ＰＲ・物販を行うなど農商工の連
携を行っている。 

Ｃ 共同でのＰＲを始めた
ばかりであり、今後は体制
強化に努めたい。 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 

信濃町地域ブランド構築推進
協議会が設立され、地元野菜を使
ったスイーツ開発を行い、町内外
の民間企業による商品化が実現
された。（ルバーブケーキ、ぼた
ごしょうロールケーキ等） 
ふるさと振興公社による伝統

野菜「ぼたごしょう」や地元食材
を使ったオリジナル商品化及び
開発をしている。地元野菜を使っ
たスイーツ開発・販売。 

Ｃ 野菜スイーツがクラブ
化されたが、新商品の開発
も含めて今後クラブとの
連携を再検討していく。 
 
 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 
 

信濃町地域ブランド構築推進
協議会が設立され、地元野菜を使
ったスイーツ開発を行い、町内外
の民間企業による商品化が実現
された（ルバーブケーキ、ぼたご
しょうロールケーキ等）。 
ふるさと振興公社による伝統

野菜「ぼたごしょう」や地元食材
を使ったオリジナル商品化及び
開発をしている。地元野菜を使っ
たスイーツ開発・販売。 

Ｃ 体験型農業や観光との
連携を強化し、その拡充に
努める。 
またスイーツも含めた

地元食材を使った商品の
ブランド化を推進する。 
国の６次産業化支援事

業等で地元食材を使った
新商品化を図る。 
体験型農業や観光との

連携強化。 
［産業観光課農林畜産係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

現在、「信濃町地域ブランド構
築推進協議会」は「信濃町地域づ
くり協議会」に名称変更し、１テ
ーマを設定し検討している。現在
は「町にバイオエネルギーによる
商業振興」について部会を設けて
検討している。 

Ｃ 今後は、現在立上げを検
討している、観光公益法人
を中心に検討していく。 
 
 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 

過去には、「信濃町地域ブラン
ド構築推進協議会」で野菜スイー
ツを開発し、昨年度は「黒姫ブラ
ンドクラブ」にて、地元の野菜を
活用した料理の開発を行った。 

Ｂ 開発した商品が一部店
舗のみの販売になってお
り、今後町の食として売っ
ていく方策の検討を行っ
ていく。 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 

「信濃町地域ブランド構築推
進協議会」にて、異業種間連携に
よる検討を進めてきた。 
現在は、団体の名称変更に伴う

方針の転換から、テーマを絞って
検討をしている。 

Ｂ 今後、新たに立ち上がる
予定の公益法人にて検討
していきたい。 
 
 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 

「信濃町地域ブランド構築推
進協議会」にて、異業種間連携に
よる検討を進めてきた。 
現在は、団体の名称変更に伴う

方針の転換から、テーマを絞って
検討している。 

Ｃ 今後、新たに立ち上がる
予定の公益法人にて検討
していきたい。 
 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

第３節 地元商業が活性化するまちづくり 

（１）商業 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

新しく起業者等が連携して空
き店舗を活用した事業展開を進
めているが、店舗＝住居の場合が
多く、お店をやめても住居となっ
ているところが多いため活用が
難しい状態である。 

Ｃ 新規起業者を中心に空
き店舗を紹介しながら有
効活用に努めたい。 
商店街を中心に街灯の

整備等により景観形成に
もつなげていく。 
［産業観光課商工観光係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

商工会が中心になり、各店舗努
力で進めていただいている。 
大手チェーン店の進出により、

営業時間が遅くまで延長してき
ている。 

Ｃ アンケート等によりニ
ーズの把握を再度行い検
討したい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 

平成 24 年度からの路線バス廃
止により、デマンド交通により対
応している。 
駐車場は各店舗、商店街にて整

備していただいている。 
店舗によっては、送迎バス等で

の対応の実施。 

Ｃ 商工会とも連携し、より
良い交通システムを再度
検討していきたい。 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 

商工会が中心となり進めてい
る。 

Ｃ アンケート調査の実施
を行い再度ニーズを検討
していく。 
国等の補助金の活用も

検討し、商店街の発展を目
指す。 
 
 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 

商工会が中心となり、各商店会
が独自のイベント等を開催した
り、各店舗も独自性を出した努力
をしている。 

Ｃ 商工会との連携を強化
していく。 
 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 
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第４節 環境を活用・配慮した工業づくり 

（１）工業 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

融資制度等商工会と連携をと
りながら、活用促進に努めてい
る。 
起業塾の受講生等による異業

種交流も進められている。 
打刃物については、打刃物組

合・県・県商工会中央会・町商工
会・町との合同の会議を実施し、
県商工会中央会が中心になり、県
の補助事業を取り入れた施策の
検討を進めている。 

Ｂ 今後も関係団体との連
携を密にし、より良い施策
を検討していく。 
 
 
 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 

起業化の支援については、商工
観光係が商工会に委託して起業
塾を開催。Ｕ・Ｉターン者または
町内若者の起業のための支援も
行ってきている。 
既存企業や企業誘致を検討す

るための、企業誘致推進委員会は
平成 24 年度に設置。企業誘致に
ついては平成 25年 10 月、１社を
誘致することができた。 

Ａ 商工観光係において、引
き続き起業塾開催のため
の支援を行っていく。 
企業誘致については、引

き続き優良企業の誘致の
ため努力していくが、それ
と併せ、既存町内企業との
関係性も高められるよう
にも取り組んでいきたい。 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 
［産業観光課癒しの森・ 

企業誘致係］ 

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。 

平成 24 年度から、打刃物の組
合・県・県商工会中央会・町商工
会・町が一緒にになり、伝統産業
を守るべく、方策の検討を進めて
いる。 
ホームページの開設の検討や

新規パンフレットの作成、信州鎌
の紹介ＰＲの実施や作業負担を
軽減する機械導入のための補助
金の検討等進めながら産業の保
持を行っている。 

Ｃ 後継者育成はやはり難
しく、今後も検討してい
く。 
 
 
 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 
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第５節 安定した雇用環境づくり 

（１）労働環境 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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、ＮＰ
Ｏ（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。 

平成 24 年度から起業者支援の
ために起業塾を開講し、平成 25
年度から新規起業者や事業展開
された方への補助・起業後のフォ
ローアップ事業を行っている。 
平成 25 年度には３名が新しく

起業した。 

Ｂ 起業塾等受講後起業ま
でには、ある程度の期間が
必要であり、今後も商工
会・中小企業診断士と連携
をとりながら進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 

起業支援事業（起業塾の開講・
起業者への補助・起業後のフォロ
ーアップ）により、産業振興・起
業化支援を行っている。 
毎月の町広報の配布にあわせ

求人情報の提供等実施している。 

Ｂ Ｕ・Ｉターン者に対する
情報提供が不足している
ため、今年度、県が東京に
開設する施設を利用し発
信していきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 

毎月の町広報の配布にあわせ
求人情報の提供等実施している。 
職業案内についても、資格を持

った職員（一人）を配置し対応し
ている。 

Ｂ 本年度も新たに二人の
職員に資格を持っていた
だき、きめ細やかな職業案
内所機能を持たせたい。 
 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

町内空き家の活用、町営若者定
住住宅などの募集状況などの情
報を発信しながら対応している。 
また、若者定住家賃補助制度の

周知を図り若者世代の定住促進
を進めている。 

Ｂ 単身者用の雇用促進住
宅の建設を予定。 
空き家については現在、

不足している状況であり
今後町内空き家物件調査
を行い利用可能な物件の
確保を図るものとしたい。 
［産業観光課商工観光係］ 

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。 

町の勤労者互助会を通して、慶
弔給付事業や健康増進事業を実
施している。 
職工組合においても、健康増進

事業を行っている。 

Ｂ 勤労者互助会の加入者
が尐ないため、加入者増に
努めたい。 
 

［産業観光課商工観光係］ 

第６節 循環型の農業環境づくり 

（１）農業 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

特別栽培米の生産者が中心で
はあるが、県のエコファーマー認
定を受けている農業者等を対象
とした補助事業（環境保全型農業
直接支援対策）を有効的に活用し
て推進している。国、県、町の３
者が負担する事業であるが、町も
十分な予算を確保している。また
転作において、トマト、そば、ス
イートコーンなど、町を代表する
作物にたい肥を入れた場合も交
付金の対象になっており、環境保
全に配慮した農業の推進を随時
実施している。 

Ｃ 環境保全には、耕作放棄
地を増やさない取り組み
も必要不可欠であり、環境
への配慮の有無にかかわ
らず、後継者不足や新規就
農者の確保などの問題も
並行して推進する必要が
ある。また今後は、小規模
な農業者も取り組めるよ
うな制度を考慮する必要
がある。 
 
 
 

［産業観光課農林畜産係］ 

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。 

国の給付金、県の里親制度を活
用し、長野農業改良普及センター
と連携を図り、新規就農者及び農
業研修生の受け入れを進めてい
る。研修生は、研修終了後に独立
就農され、今後の担い手として期
待されている。 
認定農業者は、高齢化率が高ま

りつつあるものの増加しており、
農業生産法人・集落営農にあって
は、不在であった古海地区で１法
人が立ち上がった。 

Ｃ 新規就農者の受け入れ
をさらに支援する必要が
あり、町単独の支援制度を
検討していく。 
また、現存の農業生産法

人等にあっては、受け手と
しての許容量が限界に達
しており、新たに集落営農
組織の設立が望まれてい
る。 
担い手の育成、遊休荒廃

地対策及び機械作業受託
等の問題を解決するため、
農業公社の設立も検討し
ていく必要がある。 
［産業観光課農林畜産係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

地域住民が率先して地域農業
を守るため、集落での共同活動
（中山間地域直接支払、農地・水
保全管理支払）の取り組みを推進
し、17地区において実施された。 
この活動は、それぞれ目的が異

なるが地域の農業を維持するた
め、共同で活動を行っており、７
地区にあっては、非農家を含む地
域全体で活動が行われた。 

Ｂ 今後も共同活動する集
落を増やし、地域は自ら守
っていくという意識の高
揚を図り、一歩進んだ集落
営農につなげていくため、
さらに支援を行う必要が
ある。 
 
 
 

［産業観光課農林畜産係］ 

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。 

町とＪＡが協力して事務局運
営をする信濃町農業再生協議会
を中心に生産調整を実施してお
り、町全体では毎年、目標を達成
している。また安定的な農業経営
のために、転作単価の高い作物
や、売値の高い作物の作付けを推
進している。 

Ｂ 農業者の高齢化や後継
者不足等が原因で、耕作放
棄地も増加傾向にある。現
状の水田のフル活用を図
るため、新規就農者の確保
などが必要である。 
 

［産業観光課農林畜産係］ 

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。 

小中学校・保育園の給食には、
時期に応じて旪な地元食材（ブル
ーベリー、ルバーブ、特別栽培米
等）が使われている。また定期的
に地元の牛乳も使われている。 
町内の食堂にも地元食材を使

うところが増えてきて、地元食材
にこだわったメニュー提供をし
ている。 

Ｂ 今後、町内のホテル、ペ
ンション、旅館等での地元
食材の活用を推進してい
く。 
 
 
 
 

［産業観光課農林畜産係］ 

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。 

東京大学のバイオマス実験棟
において、稲わら等から製造する
エタノールの研究が引き続き行
われており、地域で排出されるバ
イオマスを提供している。 
研究途上であり、施設農業への

試験的研究までには至っていな
い。 

Ｃ 農業系の残材を利用す
るバイオマスエネルギー
については、研究が進めら
れているものの成果を得
るまでには、まだまだ時間
を要するため、必要に応じ
て研究の支援を行ってい
く。 
木質系バイオマスにあ

っては、長野森林組合によ
りペレットの製造が始ま
った。さらには小水力発電
も利用が広がりつつあり、
農業への効率的なエネル
ギー利用にあっては、農業
系バイオマスのみでなく、
総合的に検討を進める必
要がある。 
［産業観光課農林畜産係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

地域から上がってきた要望を
必要に応じて工事をしている。主
に農道・用排水施設の整備及び維
持管理等、地域単独で負担できな
いような工事を対象としており、
地元負担金の同意が得られた地
域について対応している。 

Ｂ 各集落で農業用施設（農
道・用排水路施設）の老朽
化が進んでおり、維持管理
が困難になってきている
地域もあるため、農業用施
設の一体的な整備が必要
である。 
 
 
 
 
 

［産業観光課農林畜産係］ 

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。 

生産組織を中心に飼料作物や
飼料稲（ＷＣＳ）を積極的に栽培
し、酪農家に提供している。転作
補助も他の作物よりも高額なた
め、安定経営に向けた補助になっ
ている。 

Ｂ 飼料稲（ＷＣＳ）に関し
ては、家畜診療所と協力し
た牛への損害を軽減する
ような研究も必要とされ
ているが、現在、取り組め
ていない。 
 
 
 
 

［産業観光課農林畜産係］ 

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。 

鳥獣による農作物被害の防止
対策として、個人へ電気柵の購入
補助を行っている。要件は購入金
額の２割補助で上限２万円とな
っており、４年分の実績は 251件
となっている。 
また、設置・維持管理は地域住

民で行ってもらうことを条件に、
町で購入した電気柵を貸与して
いる地域がある。対象にする農地
を地域でまとめ、広域的に電気柵
を設置している。年１地区程度。 

Ａ 広域的に設置する電気
柵を普及させ、個人ではな
く、地域ぐるみで農作物被
害の軽減を図る。 
 
 
 
 
 
 
 

［産業観光課農林畜産係］ 

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。 

農村部の生活道路についても、
住民の意見を反映しながら道づ
くりを実施している。 

 

Ｂ 引き続き農村部の道路
についても、住民の意見を
反映した道づくりを進め
る。 
 
 
 
［住民福祉課環境係］ 
［建設水道課建設係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

現在、国等の補助金を活用して
地域で組織を立ち上げ、生産基盤
の維持・保全活動に取り組んでい
る。補助金を受けるにあたり、組
織で計画を立てる時の選ぶメニ
ューに生物や植物の生態系への
配慮、景観への配慮が含まれてお
り、ほとんどの組織が取り組んで
いる状態にある。 

Ｂ 国の補助金を活用して
いる地域はよいが、取り組
んでいない地域への普
及・啓発が課題となる。 
 
 
 
 

［産業観光課農林畜産係］ 

（２）農地活用 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

担い手育成に係わる耕作放棄
地再生事業が実施されてきてい
る。 
平成 25 年度現在で 30.3ha、事

業費 50,400 千円が実施されてき
ている。 

Ｂ 荒廃農地の再生は担い
手が実施する事業に対し
交付金が交付される。今後
継続的な耕作がされるよ
う必要な支援ができるよ
う体制づくりが必要であ
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［産業観光課農林畜産係］ 

第７節 森林資源を有効利用したまちづくり 

（１）林業 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 
 

現在町では林業後継者育成の
ための研修会等は実施していな
い。しかし、長野森林組合と連携
し、地区ごとのまとまった森林で
森林施業の提案を行い、林業従事
者のいない地区でも森林整備を
行うことができるように対策し
ている。 

Ｃ 町内の森林整備は主に
長野森林組合が行ってい
るが、長野森林組合の手が
まわらない森林も存在す
る。そのため、地区ごとに
森林整備を行い、地域森林
の荒廃を防ぐためにも林
業従事者を確保する必要
がある。 
［産業観光課農林畜産係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 
 

林道の維持管理については、下
草刈り・砕石敷均し等を毎年行う
ことで、森林整備等に利用できる
林道を維持するように努めてい
る。また、町を事業主体とした森
林整備を平成 22 年度から平成 25
年度にかけて、町有林 68.87haに
おいて実施した。森林整備では間
伐を主として実施し、信濃町森林
整備計画に基づき適切な森林施
業を行うように努めた。 

Ｂ 林道維持管理に関して
は、今後森林整備を実施す
る箇所を調査し、森林整備
と林道整備を関連付けて
考えることで、無駄のない
林道整備を行う必要がある。 
森林整備に関しては、平

成22年から平成25年に実
施した町有林 68.87ha を
除いた町有林約 250ha の
中で主に行うこととなる
が、伐採適齢期等を考慮し
計画的な森林施業を実施
する必要がある。 
［産業観光課農林畜産係］ 

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。 
 

県産間伐材を使用した木製ベ
ンチセット及び木製丸太割りベ
ンチを購入し、一茶記念館・町民
の森等の公共施設に設置するこ
とで、公共施設利用者が間伐材を
使用した家具等とふれあう機会
を設けた。また、県産間伐材の使
用についてアンケート調査を行
うことで、間伐材に対する意識調
査を行うとともに、間伐材への興
味・関心を持つよう努めた。 

Ａ 県産間伐材に関するア
ンケート調査を行った際
に、「間伐材を使用した家
具等を設置したそばにパ
ネル等を設置し、どこの、
どのような間伐材を使用
した家具なのか分かるよ
うにすればより良いので
はないか」という意見があ
った。間伐材への興味・関
心を高めるためにも、この
ような意見を取り入れて
いくことが必要となる。 
［産業観光課農林畜産係］ 

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。 

信濃町産を使ったジュースや
粕漬け、佃煮などの商品化をして
きた。また、現在は、ふるさと振
興公社で６次産業化の計画があ
り、ルバーブ、ぼたこしょう、大
根を使った新商品の開発を進め
ている。 
ふるさと振興公社で６次産業

化の計画があり、民間業者による
郷土料理の提供や加工商品の開
発も進められている。 

Ｄ きのこ生産や郷土料
理・加工品の開発などをさ
らに進めるとともに、観光
と連携した振興を図る。 
国の６次産業化支援事

業等で地元食材を使った
新商品化を図る。 
 
 
 

［産業観光課農林畜産係］ 

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。 

ペレットストーブの購入に対
して補助金を交付し、ペレットス
トーブ利用者を増加させること
で、ペレット使用の促進を行っ
た。ペレットストーブは平成 22
年度から平成 25 年度の間に７名
が導入しており、10,000kg以上の
ペレットをこの期間内に使用す
ることができた。また、信濃小中
学校においてもペレットストー
ブを利用しており、木質燃料の活
用を推進することができた。 

Ｂ ペレットストーブ購入
に対する県の補助制度が
平成 26 年度で終了する予
定のため、平成 27 年度以
降は町単でペレット等の
木質燃料の利用を促進す
るために、新たな取り組み
をすることが必要になる。 
 
 
 

［産業観光課農林畜産係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

町が事業主体となって町民の
森を活用した森林体験プログラ
ムは現在実施に至っていない。 
しかし、町内のＮＰＯ法人等の

団体が事業主体となり、森林林業
体験・自然観察体験等を行う場合
には町民の森の使用を許可する
ことで、次世代を担う児童が森林
を育成する文化について興味を
持ってもらえるように努めてい
る。 

Ｄ 現在は森林林業体験・自
然観察体験等のため町が
事業主体に提供している
立場であるが、今後は町が
事業主体となり森林林業
体験・自然観察体験等を行
い、森林指導員・森林ボラ
ンティア等を育成してい
く必要がある。 
 

［産業観光課農林畜産係］ 

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。 

公益的機能が高い森林につい
ては、水源かん養、山地災害防止
等それぞれの森林の役割を考慮
し、森林施業を行うことで森林機
能の保全に努めた。また、土砂災
害が発生する危険がある区域に
ついては見回りによる現地確認
を行い、土砂災害の防止に努め
た。 

Ｂ 公的機能が高い森林に
ついては、今後とも森林の
役割を考慮した森林施業
を行っていく必要がある。
また、土砂災害が発生する
危険がある区域について
は、定期的に現地確認を行
い、特に危険な箇所につい
ては必要に応じて治山工
事を実施し、土砂災害の発
生を未然に防止する必要
がある。 
［産業観光課農林畜産係］ 

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。 

森林整備については、信濃町森
林整備計画に基づき、平成 22 年
度から平成 25 年度にかけて
68.87ha の町有林で実施した。適
切かつ計画的な施業を行うこと
で、森林の育成を促進し、二酸化
炭素吸収による地球温暖化防止
に努めた。 

Ｂ 森林整備に関しては、平
成22年度から平成25年度
にかけて実施した町有林
68.87ha を除いた町有林
約 250ha の中で間伐を主
として行うこととなる。間
伐面積を増加させるだけ
でなく、それぞれの森林機
能に適した森林施業を実
施し、二酸化炭素吸収量増
加による地球温暖化防止
に努める必要がある。 
［産業観光課農林畜産係］ 

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。 

町内への普及活動として、毎月
ひとときの会が中心に行ってい
る「癒しの森講座」や、東京音楽
大学に協力していただいている
「癒しの森」を冠した各種コンサ
ートによって認知度の向上を図
っている。また、都市部企業を中
心に、町内森林へ来ていただける
よう取り組み、平成 22 年度と比
べ平成 25 年度は 1.6 倍の利用者
数増となった。 

Ａ 町内住民に癒しの森（森
林セラピー含む）事業をさ
らに理解していただくた
めに、来訪者との関わりを
築けるように今後も務め
る。また、最近は企業のみ
ならず大学との関係（関わ
り）が多くなってきている
ことから、教育委員会とも
協力関係がスムーズに進
むように調整を図ってい
く。 
［産業観光課癒しの森・ 

企業誘致係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

健康と癒しの森事業を推進し
ていくための人材育成（中級講
座）は毎年行われており、多くの
トレーナーが受講している。ま
た、トレーナーに認定されるため
の初級講座は２年に１度のペー
スで開催され、この期間中に新た
に認定された者は 18 名となって
いる。 

Ａ 中級講座は、特に森の中
に来訪者を案内するトレ
ーナーが中心となって受
講していただき、トレーナ
ー間のレベル差を是正す
るために開催しているが、
仕事の都合などにより、受
講もばらつきがあり、トレ
ーナーとしての案内の質
に差が出てくるのではな
いかと懸念している。今
後、トレーナーの質を均一
に保つための方策を癒し
の森事業推進委員会とも
連携を図り進めていきた
い。 
［産業観光課癒しの森・ 

企業誘致係］ 

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。 

これまではホームページを中
心とした発信が主であったが、平
成 24 年度からはフェイスブック
も活用し、信濃町の癒しの森に関
する情報を発信するように努め
てきている（閲覧者だけなら毎日
約 300人程度）。また、平成 24 年
度からは年２回の「おもてなし」
講座を開講し、来訪者受け入れの
現場でも一人でも多くの信濃町
ファンをつくるべく、ホスピタリ
ティについて学んでいる。 

Ａ 情報発信により、多くの
信濃町のファンを取り込
んでいくことは今後も必
要なことであるため、多く
の情報を発信していくこ
とに努め継続していく。 
 
 
 
 
 
 
 
［産業観光課癒しの森・ 

企業誘致係］ 
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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 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

平成 24 年に長野県公立学校初
の施設一体型小中一貫教育校が
開校した。開校前より、各委員会
からの答申に沿い、学校の施設計
画、カリキュラム、地域参加によ
る学校運営、放課後の子どもの居
場所、子どもたちのジャージ等の
統一を検討し開校を迎えた。 
教育課程の中で基盤となる地

域との連携、ふるさと学習、読書
活動、特別支援教育を推進してい
る。また、各年度を振り返り翌年
度に振り返った内容を反映させ
るようにしている。 

Ａ 単年度では成果が出な
いため、今後も教育内容を
振り返り、今後の内容をよ
り充実させていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会総務教育係］ 

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。 

家庭負担の軽減をするため教
材等の共有化を図り、共有される
ものについては公費での購入を
行い、校外での活動ではスクール
バス等を使い家庭負担を軽減し
ている。 

Ａ ― 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会総務教育係］ 

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ＰＤＣ
Ａサイクルを構築し
ます。 

学校運営協議会（コミュニティ
ースクール）を導入し、学校での
活動内容を報告、検証している。 
学校授業で地域講師を招き、地

域の方々とともに授業を行って
いく活動を行っている。 

Ａ ― 
 
 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会総務教育係］ 

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。 

平成 25 年度から保育園を含め
た保学連携を研究し、平成 26 年
度から保育園を含めた子育てに
関する事業を教育委員会に所管
替えする方向である。 

Ａ 平成 26 年度から実施し
ていく。 
 
 
 

［教育委員会総務教育係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

自立のための準備期間を一貫
してサポートできるよう、平成 24
年度から関係者連絡会を立ち上
げ横断的に子どもを支援できる
体制を整えた。 

Ａ 平成 26 年度から保育園
関連を教育委員会に所管
することにより、よりサポ
ート体制が整うこととな
る。 
 
 
 
 
 

［教育委員会総務教育係］ 

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。 

子育て支援ルーム「なかよし」
での、あそびの会や保育士や助産
師による子育てに関する相談事
業を実施した。 

Ａ 総合体育館内で子育て
支援ルーム「なかよし」を
実施しているが、スペース
が手狭であることから、こ
れ以上の充実が難しい。さ
らなる充実のために開設
場所の検討が必要である。 
［教育委員会子ども支援係］ 

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。 
 

子育て支援ルーム「なかよし」
での、あそびの会や保育士や助産
師による子育てに関する相談事
業を実施した。 

Ａ 総合体育館内で子育て
支援ルーム「なかよし」を
実施しているが、スペース
が手狭であることから、こ
れ以上の充実が難しい。さ
らなる充実のために開設
場所の検討が必要である。 
［教育委員会子ども支援係］ 

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。 
 

保育園入園前の子どもを対象
としたひよこ教室（あそびの教
室）を継続して実施している。ひ
よこ教室では、子ども達の発育発
達にあわせて、手遊びや親子のス
キンシップ遊び、全身を使う遊び
を行い、保護者や友達、スタッフ
などとふれあい遊べる時間を大
切にしている。集団で流れに沿っ
た遊びの中で集団行動のルール
を学ぶ機会にもなっている。 

Ｂ 今後も参加されている
方にアンケートを取りな
がら、一人ひとりの発育発
達にあわせた教室を運営
していくよう努める。 
 
 
 
 
 

［住民福祉課保健予防係］ 

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。 

町内４保育園での自然体験や
高齢者交流などを実施した。 

Ａ 特になし。 
 
 
 
 

［教育委員会子ども支援係］ 

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。 

平成 25 年に保学連携による子
育て支援プランを作成し、教育委
員会による保育園の所管をする
ことで学校と保育園の連携を強
化する。 

Ａ 特になし。 
 
 
 

［教育委員会子ども支援係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 
 

小中学校授業でキャリア教育
を行ったり、進路の講演を行った
りして、卒業後に待っている将来
像を描くことができるようにし
ている。 
小中学校開校時に「しなの学校

応援団」を設立し、地域の皆さん
の支援できるものを登録して活
用している。 

Ａ ― 
 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会生涯学習係］ 

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。 
 

平成 24 年度開校に併せ、信濃
町公共交通協議会と連携し子ど
もたちの通学バス費用を無料と
した。 
路線バスの定員を超える場合

もあるため、直営のスクールバス
を運営、古海地区の子どもたちは
冬期間を考慮し小回りの利くタ
クシーによる送迎を行っている。 

Ｄ 徒歩通学の距離を平成
26 年度から初等部２km、
高等部３km 以内としたた
め直営スクールバスの運
行について検討すること
が必要となる。また、運転
手不足により運営にも支
障をきたしていることか
ら運行を業務委託するこ
とを検討する必要がある。 
［教育委員会総務教育係］ 

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。 

信濃小中学校開校に併せ、検討
を進めている。また信濃町子育て
支援資金融資制度による協調融
資制度を実施している。 

Ｃ 平成 26 年度より、奨学
金制度の創設についての
本格的な検討に入る。 
［教育委員会総務教育係］ 
［教育委員会子ども支援係］ 

第２節 文化の薫り高いまちづくり 

（１）地域文化 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

公民館として、必要に応じて文
化活動の協力を実施している。ま
た、施設に関しては必要に応じ
て、修繕などを実施している。文
化振興のための組織づくりは文
化展・文化祭を開催するにあたり
実行委員会を組織する中で推進
している。 

Ｂ 個々の団体、サークルに
て活動を推進しているが、
公民館として、その活動状
況などの情報を収集し、デ
ータ化できるようにする
必要がある。また、施設の
充実については、どのよう
にしたらよいか今後検
討・計画していきたい。 
［教育委員会生涯学習係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

公民館の立場で、指導者の紹
介、文化活動の支援を実施してい
る。 
最近では、住民や各種団体主導

のイベントが増加傾向にあり、自
主的な文化交流活動が盛んにな
ってきている。 
また、文化フェスティバルに代

わる事業として各公民館で文化
祭・文化展を実施している。 

Ｂ 住民の文化活動を支援
する体制が十分に整備さ
れていない現状があり、今
後継続して、支援体制づく
りを進めたい。 
 
 
 
 
 

［教育委員会生涯学習係］ 

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。 

ナウマンゾウ・一茶・童話をテ
ーマに、それぞれ信濃町の地域の
特色を活かした体験学習や様々
なイベントを行ってきた。これら
のイベントは、住民が中心となり
企画されたものもあり、文化・芸
術活動を促進する活力となって
いる。 

Ｂ 観光資源としての活用
については、施設の老朽化
などインフラの整備も含
めて、今後の課題として残
されている。 
 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会ナウマンゾウ博物
館、一茶記念館、黒姫童話館］ 

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。 

年間平均 15～20 件の住宅・物
置等の建設に伴う、埋蔵文化財の
調査を実施し、町内の埋蔵文化財
の保存に務める。 

Ｂ 住宅・物置等の建設に伴
う埋蔵文化財の調査につ
いては、随時実施。しかし
ながら、自主的・積極的な
埋蔵文化財・遺跡の調査に
踏み込めていないので、今
後、専門職員の配置が必要
である。 
［教育委員会生涯学習係］ 

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。 

人材不足により調査研究段階
に至っていないが、一茶生誕 250
周年記念イベントの中で獅子舞
の映像記録を実施している。 

Ｄ 伝統行事の継承保存を
進めるためにも現在の職
員体制の見直しが必要で
ある。 
 
 
 
 

［教育委員会生涯学習係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

文化財に対する住民への理
解・意識を高めるために文化財の
常設展示（総合会館）や各公民館
の文化祭・展に出土品を出展して
いる。文化財の指定に関しては、
文化財保護審議会を年２回程度
開催し、審議している。最近の指
定は平成 20 年の菅川神社の大杉
郡となる（町指定天然記念物）。 

Ｂ 文化財指定に関しては、
所有者の意向が重要とな
るため、文化財の意識・理
解をさらに高める広報・周
知活動の必要がある。 
 
 
 

［教育委員会生涯学習係］ 

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。 

一茶資料を購入し整備・充実が
図れるよう平成 26 年度より一茶
資料整備基金が設けられた。 

 

Ｂ 基金の積立を増やし重
要な資料を計画的に購入
していく。また一茶記念館
が中心となり、一茶と親交
のあった地域や一茶ゆか
りの里一茶館などと連携
し、一茶顕彰や俳句の普及
活動へとつなげていきた
い。 
［教育委員会一茶記念館］ 

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。 
 

50 年を経過した野尻湖発掘の
成果は、教科書を通じてますます
重要性を増してきている。発掘を
継続していくことにより、ナウマ
ンゾウの研究の内容は充実して
きており、近年ではヘラジカ化石
の発見など、氷河時代の動物相の
解明にも新しい発見があった。こ
れらは展示内容に反映されてい
る。 

Ｂ 展示パネルなどの老朽
化が目立ち、スペース的に
も手狭になってきており、
来館者の要望に応えるた
めの施設の整備・充実が必
要になってきている。 
 
 
 

［教育委員会ナウマンゾウ博物館］ 

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。 

童話の森エリアの環境整備に
努め、特に夏場は、長野県が推奨
する信州クールスポットとして
活動拠点の充実を図った。 

Ｂ 整備については万全の
体制で行っており、癒しの
森事業での利活用が課題
である。 
 
 
 
 

［教育委員会黒姫童話館］ 

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。 

拠点は童話の森ギャラリーと
いうことになるが、常設展あるい
は企画展などで幅広く展示を行
っているが、住民が日常的に利用
する場所にならず、課題がある。 

Ａ 広報などを通して住民
に情報をお知らせし、興味
を持ってもらえるよう環
境づくりに努めなければ
ならない。遠方のため足を
運んでもらえずとも、日常
的に情報をお知らせする
ことも重要である。 
［教育委員会黒姫童話館］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

平成 25 年は、一茶生誕 250 周
年記念イベントを開催し、観光資
源としての文化を定着させるた
めの情報発信を行った。アンパン
マンなど全国的に人気のあるキ
ャラクターの企画展や野尻湖発
掘を通じての科学の成果の発信
など、創意工夫を行う中で文化の
薫り高い信濃町のＰＲに貢献し
てきた。 

Ｂ イベント型の情報発信
や観光資源化には限界が
あるため、今まで以上に地
域に根付いた観光資源と
しての文化の育成が求め
られている。 
 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会ナウマンゾウ博物
館、一茶記念館、黒姫童話館］ 

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。 

文化財に関しては、平成 23 年
３月に「信濃町の指定文化財」の
マップを作成し、町内各施設を中
心に配布し、広報活動を実施して
いる。また、文化財の看板に関し
ても必要に応じて修繕などを実
施している。ガイドボランティア
は一茶記念館を中心に一茶ふる
さと案内人会を支援している。 

Ｂ 文化財に関しては、所有
者にて個々で案内など対
応している。ガイドボラン
ティアは充実していない
状況であり、今後検討して
いきたい。 
 
 
 
 

［教育委員会生涯学習係］ 

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。 

平成 25 年は、一茶生誕 250 周
年記念イベントを開催し、観光資
源としての文化を定着させるた
めの情報発信を行った。アンパン
マンなど全国的に人気のあるキ
ャラクターの企画展や野尻湖発
掘を通じての科学の成果の発信
など、創意工夫を行う中で文化の
薫り高い信濃町のＰＲに貢献し
てきた。 

Ｂ イベント型の情報発信
や観光資源化には限界が
あるため、今まで以上に地
域に根付いた観光資源と
しての文化の育成が求め
られている。 
 
 

［教育委員会ナウマンゾウ博物
館、一茶記念館、黒姫童話館］ 

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 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

長野県生涯学習基本構想に基
づき生涯学習社会の推進を図っ
ている。 

Ｅ 長野県生涯学習基本構
想をもとに現状に合わせ
た生涯学習活動を今後も
推進していく。 
 
 

［教育委員会生涯学習係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

公民館報は、隔月発行し、随時
公民館活動等の報告を実施して
いる。 

Ｃ 公民館報は事業の報告
のみの掲載であったが、募
集・告知も含めて公民館報
に掲載していくことで、生
涯学習活動の情報提供に
努める。 
［教育委員会生涯学習係］ 

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。 

各公民館において、子どもから
高齢者に合わせた講座の開設を
推進し、講座内容についても随時
改善する中で学習ニーズに対応
した講座を開設している。 
また、町職員の出前講座につい

ても随時開催している。 

Ｂ 今後も継続して、学習ニ
ーズの把握に努め、充実し
た講座の開設を目指す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会生涯学習係］ 

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。 

適宜、施設の修繕を実施してい
る。 
県立図書館との連携により、図

書の充実に努めている。 
また、常設図書については、利

用者からの要望図書を参考に毎
月新刉図書を購入し、図書の充実
に努めたが、図書の貸出件数は伸
びていない現状にある。 

Ｃ 施設の修繕は住民ニー
ズを把握した計画的な改
善等が望まれる。 
図書の充実に関しては、

子ども読書活動推進計画
等を検討する中で改善を
図る。 
 
［教育委員会生涯学習係］ 

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。 

各公民館において可能な範囲
で情報収集に努め、必要に応じて
情報提供を実施している。 

Ｃ 住民・利用者が必要とす
る情報提供ができるよう
収集した情報を整備する
必要がある。また、積極的
な情報収集が求められる。 
 

［教育委員会生涯学習係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

一茶のふるさと案内人や野尻
湖の発掘ガイド、花いっぱい運動
など、信濃町らしい特色ある活動
を継続して行ってきており、意欲
的に参加いただいている。 
それぞれ所管する各係や施設

において運営・活動支援を行って
いる。 

Ｂ これまでの学習活動を
引き続き行うとともに、ま
ちづくりという視点も加
えてそれぞれの活動の連
携を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［総務課まちづくり企画係］ 

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。 

各公民館事業で毎年高齢者学
級を実施している。 
子どもと高齢者との交流を深

め、世代間交流の充実に努めてい
る。 

Ｂ 今後も子どもと高齢者
との世代間交流が深まる
ように計画内容の改善に
努める。 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会生涯学習係］ 

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。 

年間事業計画を随時見直す等
して、事業がマンネリ化しないよ
う各支館において検討・改善して
いる。 

Ｂ 改善すべき事業、統合す
べき事業、廃止すべき事業
等を随時評価することで
今後の事業に活かしてい
きたい。また、人材・人脈
に関しては、地域講師の人
材情報を把握し、各種講座
に活かせるように整理し
ていく。 
［教育委員会生涯学習係］ 

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。 

自主運営するグループ・サーク
ルの育成も兼ねて、公民館では使
用する団体に「社会教育団体届出
書」の提出を促し、社会教育団体
に認められる団体が年々増加傾
向にある。 

Ｂ 提出された「社会教育団
体届出書」の内容に基づ
き、その内容を住民に情報
公開していくことで、さら
なる生涯学習の機会・活動
の充実を図りたい。 
［教育委員会生涯学習係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

これまでは、地区ごとの募集と
していたが、信濃小中学校が開校
したことにより、子ども対象事業
について、全町対象の事業に移行
している。結果として、各講座の
参加者についても増加傾向にあ
る。 

Ａ 学校教育や家庭教育で
はできないことを公民館
事業として計画し、魅力あ
る公民館活動の充実を図
りたい。 
 

［教育委員会生涯学習係］ 

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 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

信濃学校応援団を平成 24 年度
から発足させ、講師として招いた
り、読み聞かせ等のボランティア
を行ったりしている。 
また、学校運営協議会を立ち上

げ学校運営に関する事柄を住民
と一緒に考え実行している。 

Ａ ― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会生涯学習係］ 

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。 

米飯給食を週４回にすること
により、地産地消を行い、同時に
地域学習も行っている。 

Ｂ ― 
 
 
 
 
 

［教育委員会総務教育係］ 

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。 

保学連携による子育て支援プ
ランを平成 25 年度に作成し、子
どもに係る町の事業を教育委員
会で一貫して行う体制整備を進
めた。 

Ａ ― 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会子ども支援係］ 

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。 

信濃町青尐年育成町民会議を
通じて地区育成会への支援を行
っている。また、異年齢集団や地
域の大人との交流を進めるため
に平成 25 年度から通学合宿をス
タートした。 

Ａ ― 
 
 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会子ども支援係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

見守り隊を発足させ、地域の
方々による見守りを行っている。 
通学路の危険箇所をＰＴＡか

ら知らせていただき、安全な通学
ができるよう協議会を立ち上げ
危険箇所の改善を行っている。 

Ａ 冬季の通学に関して、歩
道除雪等の課題がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会総務教育係］ 

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 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

平成 22 年から総合型スポーツ
クラブの準備を進め、平成 24 年
に「総合型スポーツクラブこの指
☆止まれ」を設立し、全年代を対
象とした生涯スポーツ活動を推
進している。 

Ｂ 会員収入、事業収入を含
めて、自主財源の安定確保
が必要である。そのために
も会員増加が望まれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会生涯学習係］ 

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。 

体育指導委員からスポーツ推
進委員に名称を変更し、スポーツ
活動（スポーツ事業の指導や住民
の体力向上の指導等）を推進して
いる。 

Ｂ 指導者の後継者育成指
導方法の研修会等へ参加
することにより、指導者の
資質の向上を図る。 
 

［教育委員会生涯学習係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

各種スポーツ団体・クラブ、ジ
ュニア指導団体の支援について
は、体育協会を通じて、スポーツ
活動の推進に努めたが、スポーツ
尐年団関係については、減尐傾向
にある。 

Ｃ 平成 24 年に設立された
「総合型スポーツクラブ
この指☆止まれ」と連携す
る中で、スポーツ活動の推
進を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会生涯学習係］ 

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。 

実行委員会形式により町民ス
ポーツフェスティバルを運営し
ている。平成 25 年度で第 10 回を
迎えた。住民に対しても事業が浸
透しつつある。 
平成 22年度：752人 
平成 23年度：734人 
平成 24年度：765人 
平成 25年度：600人 
※平成 25年度は雤天のため減尐 

Ｂ 住民に対して浸透しつ
つある段階ではあるが、中
高年層の参加者が毎年尐
ない。また、一部のイベン
トではマンネリ化を迎え
ており、参加者のニーズを
把握した事業の改善が必
要であり、実行委員会にお
いても、事業の改善を予定
している。 
［教育委員会生涯学習係］ 

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。 

旧小学校の体育館の耐震補強
工事を実施。 
旧小学校のグランドも適宜整

備を実施。 

Ｂ 整備された施設ではあ
るが、利用率に課題があ
る。利用率を向上できるよ
うに、スポーツ活動の促進
を図るとともに施設所在
の地域と連携した活動が
必要である。 
 
 
 
 
 

［教育委員会生涯学習係］ 
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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１節 官民協働によるまちづくり 

（１）まちづくり 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

各種計画策定への住民参加や
住民との協働事業を通じて、町政
への理解及びまちづくりに関わ
る機運を高めるよう努めた。 

Ｂ 協働事業へ参加する住
民は限定的であるため、さ
らに広く意識啓発に努め
て住民への理解を深める。 
 
 
 
 

［総務課まちづくり企画係］ 

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。 

最新の情報にホームページが
更新できるように、平成 24 年か
らすべての職員のパソコンから
行えるようにシステムの変更を
行った。広報誌では的確な情報の
提供に努め平成 24・25 年度と連
続して長野県市町村広報コンク
ールの広報誌部門で総合１位を
獲得し、平成 24 年度には全国広
報コンクールでも２席を受章す
ることができた。電子サービスに
ついては、利用者が尐ない状況に
なっている。住民参加のイベント
は各課で取り組んできた。 

Ｂ 今後も迅速に的確な情
報を届けられるように努
める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［総務課庶務係］ 

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。 

町内にあるＮＰＯ等の活動を
すべて把握しているわけではな
く、連携して事業を行う仕組みに
はなっていない。 
県の元気づくり支援金を活用

する場合には、募集や申請につい
ての助言を行っている。 

Ｂ まちづくりに積極的な
活動を行っている団体等
があれば、意見交換や協働
事業の実施についても検
討する。 
 

［総務課まちづくり企画係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

町の総合計画である長期振興
計画策定にあたっては、町職員に
よる庁内策定委員会の他、住民か
らなる策定委員会及び審議会を
設置し、意見を幅広く取り入れな
がら策定を行った。 
また、計画の進捗状況について

は、毎年度末に第三者委員会であ
る行政改革推進委員会に評価・検
証していただいている。 

Ｂ 後期計画の策定におい
ても、審議会やアンケート
調査などにより住民参画
の機会を確保していく。ま
た、計画の進捗状況につい
ては、引き続き第三者に評
価・検証をしてもらう必要
がある。 
 

［総務課まちづくり企画係］ 

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。 
 

町の総合計画である長期振興
計画策定にあたっては、町職員に
よる庁内策定委員会の他、住民か
らなる策定委員会及び審議会を
設置し、意見を幅広く取り入れな
がら策定を行った。その他、各種
施策にかかる委員会等について
も、学識経験者や関係団体に加
え、公募委員を募集するなど、住
民参加を推進している。 

Ｂ 後期計画の策定におい
ても、審議会やアンケート
調査などにより住民参画
の機会を確保していく。各
種計画の策定においても、
引き続き公募委員など住
民参加の機会を確保する
必要がある。 
 

［総務課まちづくり企画係］ 

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。 

県の「地域発 元気づくり支援
金」の募集について広く広報する
とともに、事業実施にあたり助言
を行い、各種団体のまちづくり活
動を推進した。 

【地域発 元気づくり支援金
活用事業の実施団体数】 
平成 22年度：６団体 
平成 23年度：３団体 
平成 24年度：５団体 
平成 25年度：３団体 

Ａ 引き続き各団体の活動
を推進するため、今後も各
種補助金等についての情
報提供を行っていく必要
がある。 
 
 
 
 
 

［総務課まちづくり企画係］ 

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。 

計画に掲げた重点プロジェク
ト及び施策指標について、毎年
度、職員からなる行財政改革推進
本部において計画の進捗状況を
評価した後に、外部の委員で組織
する行財政改革推進委員会で評
価・検証していただいている。 

Ａ 計画が絵に描いた餅に
ならないよう、各指標につ
いて定期的に点検を行い、
随時フィードバックする
ことが重要である。 
前期５年の点検結果を

後期基本計画に活かすと
ともに、今後も適正に進捗
状況を把握していく必要
がある。 
［総務課まちづくり企画係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

転入者への自治会組織への加
入の働きかけを行うとともに、自
治会からの意見や要望に応える
中で、地域の活動の活性化に取り
組んだ。また、地域のコミュニテ
ィ活動に対する助成事業も継続
して行ってきた。 

Ｂ 今後も継続して行って
いく。 
 
 
 
 
 
 
 

［総務課庶務係］ 

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。 

消防団の活性化を図るため、団
員の任用について平成 25 年に条
例改正を行い、町内に勤務する者
も含め団員確保に努めた。また、
団員の福利厚生事業として、団員
が買物等をすると特典が受けら
れる、団員サポート事業について
も取り組を始めた。 
高齢者団体の活動として、町内

美化運動や、高齢者の健康に関す
る講話や簡単な介護予防運動な
どを通し、健康維持に努めてい
る。また、年２回マレットゴルフ
やゲートボール大会を開催し、高
齢者の交流を深めている。 

Ｃ 高齢者の交流を引き続
き実施するとともに、今後
は、団員サポート事業の制
度設計を行い取り組んで
いきたい。また、団員の出
動手当や装備品について
も見直しを行っていきた
い。 
 
 
 
 
 

［総務課庶務係］ 
［住民福祉課福祉係］ 

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。 

信濃小中学校の開校により、統
合後に廃校となった旧古間小学
校を活用して、地域交流施設を 25
年度に開設した。今後、各施設の
維持管理・用途の転用等を進め、
施設利用の流動化を推進して、公
共施設の地域開放を含めた資産
の利活用を推進したい。 

Ｂ 建物のリノベーション
のみではなく、施策の中で
の施設の位置付け、持たせ
る機能を計画してからプ
ランづくり、地元説明と合
意形成を至急行う必要が
ある。 

［総務課財政係］ 

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。 

社会福祉協議会のボランティ
アセンターを中心にボランティ
ア活動の推進に努めている。ま
た、各ボランティア団体による交
流会などにより、質の向上を図っ
ている。 

Ｂ 団体によっては、新しい
参加者がなく高齢化によ
り活動を縮小している団
体がある。 
組織よりも、尐数や個人

で活動する人が増えてき
ているので、この人たちと
の連携が必要になる。 

［住民福祉課福祉係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

各ボランティア団体の研修会
への参加や、町内で活動するボラ
ンティア団体同士の交流会など
により、それぞれのネットワーク
づくりをしている。 

Ｂ 新しい参加者がなく高
齢化により活動を縮小し
ている団体がある。ボラン
ティア養成講座により新
たな人材を育成する必要
がある。 
 
 
 
［住民福祉課福祉係］ 

第２節 共に生きるまちづくり 

（１）青尐年活動 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

流山市とは年に一度、尐年野球
チームを通して公民館事業で交
流を実施した。 
また、国際交流についても小中

学校を中心に活動を推進してい
る。 

Ｂ 地域間交流は、今後も充
実して実施できるよう改
善していく。 
また、国際交流は継続し

て実施していく。 
 

［教育委員会生涯学習係］ 

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。 

地区子供会への活動支援を信
濃町子ども育成連絡協議会を通
じて実施した。 

Ｂ ― 
 
 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会子ども支援係］ 

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。 

地区育成会及びボランティア
団体と連携した未成年喫煙防止
街頭活動の実施に取り組んでいる。 

Ａ 特になし。 
 

［教育委員会子ども支援係］ 

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。 

社会福祉協議会と協働した事
業ではないが、平成 26 年度には、
婚活セミナーや若者の出会いを
支援する事業に対し補助を行う
「出逢いの場創出支援事業」を開
始した。 

Ｄ 若者の出会いの場創出
は、行政の施策のみで実現
できるものではなく、社会
福祉協議会をはじめとし
た関係者との調整が必要
である。 
補助事業については、制

度創設後間もないことも
あり利用実績が尐ないた
め、内容を住民に広く周知
する必要がある。 
［総務課まちづくり企画係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

青尐年の各種委員会・審議会、
イベント、伝統芸能の継承への若
者の参加については、十分に参加
の促進・周知を図ることが困難で
あった。 

Ｃ 青尐年がまちづくりに
興味を持ち、参加できるよ
う計画・企画していく必要
がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会生涯学習係］ 

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。 

長野地方子ども会育成会と連
携した指導者研修会やジュニア
リーダー養成講座への参加によ
るボランティアリーダーの育成
を実施している。 

Ａ 特になし。 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会子ども支援係］ 

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。 

信濃町青尐年育成町民会議の
開催による、家庭、学校、地域住
民、企業、団体及び行政が一体と
なった住民総ぐるみの青尐年育
成運動の推進を図った。 

Ａ 特になし。 
 
 
 
 

［教育委員会子ども支援係］ 

（２）男女共同参画 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

男女共同参画社会の実現に向
けた取り組みを関係諸団体と実
施した。また、信濃町婦人会が各
種研修会に参加できるよう支援
した。 

Ｃ 男女共同参画社会推進
計画の内容の確認に努め
る。 
 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会生涯学習係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

啓発活動については、地域の方
を対象に、女性の人権に関する講
演会等を実施する中で推進した。 

 

Ｃ 企業等にも呼びかけを
行い、研修会等を開催する
必要がある。また、女性従
業員の積極的雇用及び保
障の充実を図る。 
また、出産・育児や高齢

者介護への支援体制の充
実については、関係諸団体
と連携し改善していく。 
 
 
 
 

［教育委員会生涯学習係］ 

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・社会教育委員には積
極的に女性を任命しているが、町
全体の各種審議会等への女性の
参画割合はまだ低い。 

Ｃ 女性を積極的に起用す
るよう周知する。 
 
 
 
 
 

［教育委員会総務教育係］
［教育委員会生涯学習係］ 

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。 

各種講座等のチラシを公民館
で掲示し、情報提供している。 

Ｃ 公民館を中心として、男
女に関係なく広く情報や
活動の場を継続して提供
していく。また、保育体制
については、子ども支援係
と連携し、実施していく。 
［教育委員会生涯学習係］ 

（３）人権尊重 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

行政職員の研修については遅
延している。 

Ｂ 啓発活動とともに指導
者及び行政職員の資質の
向上を図る必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
［住民福祉課福祉係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

生涯学習フェスティバルなど
生涯学習や学校教育の場を通し
て人権尊重についての啓発を行
っている。 

Ｂ 引き続き取り組みを進
める必要がある。 
 
 
 
 
［住民福祉課福祉係］ 

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。 

毎年地域の方を対象に研修会
を実施。ハンセン病、女性、人権
に対する講演を幅広く企画し周
知した。また、学校での人権教育
の報告及び指導委員のリーダー
養成にも力を入れている。 

Ｂ 誰でも研修に参加でき
るように研修内容や周知
方法を検討していく。 
 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会生涯学習係］ 

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。 

毎年地域の方を対象に研修会
を実施。ハンセン病、女性、人権
に対する講演を幅広く企画し周
知した。また、学校での人権教育
の報告及び指導委員のリーダー
養成にも力を入れている。 

Ｂ 誰でも研修に参加でき
るように研修内容や周知
方法を検討していく。 
 
 
 
 
 
 
 
 

［教育委員会生涯学習係］ 

（４）国際交流・地域間交流 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

町主催行事への国際村の参加
者減尐や国際村へ滞在期間中に
町主催行事を行う日程調整がつ
かず、国際村主催のピクニックへ
町理事者等が参加し交流を行っ
た。 

Ｃ 滞在期間中の国際村で
のイベントも多いため、町
主催行事を行うことが困
難になっている。今後は国
際村とも協議する中で、ど
のような事ができるか検
討していく。 

［総務課庶務係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

一部パンフレットは、外国語表
記のものを作成している。 
通訳については、職員にて対応

しているが、案内看板等について
の標記はできていない。 

Ｄ 案内看板や外国人観光
客の受け入れ研修等を今
後検討する。 
 
 
 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 

平成 25 年は、一茶生誕 250 周
年記念イベントを開催し、観光資
源としての文化を定着させるた
めの情報発信を行った。アンパン
マンなど全国的に人気のあるキ
ャラクターの企画展や野尻湖発
掘を通じての科学の成果の発信
など、創意工夫を行う中で文化の
薫り高い信濃町のＰＲに貢献し
てきた。 

Ｂ イベント型の情報発信
や観光資源化には限界が
あるため、今まで以上に地
域に根付いた観光資源と
しての文化の育成が求め
られている。 
 
 

［教育委員会ナウマンゾウ博物
館、一茶記念館、黒姫童話館］ 

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。 

災害の応援協定についても、長
野県内の市町村や妙高市、流山市
や団体等と締結しており、平成 25
年には、中部電気保安協会、長野
県ＬＰガス協会等と協定を締結
した。 

Ａ 今後も継続して応援協
定締結先を探していく。 
 
 
 

［総務課庶務係］ 

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。 

農業者及び観光事業者の連携
により、「信濃町農山村生活体験
受入の会」が設立され、田舎体験
を主とした修学旅行等を受け入
れている。年々交流人口が増えて
おり、平成 25 年度には７校で延
べ 1,268 人の実績がある。 
町はオブザーバーとして協力

するに留まり、会員による事務局
運営を行い、積極的に活動が行わ
れている。 

Ｂ 受け入れ人数が多い場
合は、現状の受け入れ家庭
数ではすべて対応できな
い状況があり、近隣の団体
と共同で受け入れを実施
している。 
今後、受け入れ家庭を増

やし、事務局体制を充実し
体制の強化を図る必要が
ある。 
観光協会との連携も視

野に入れ、検討を進めるこ
とが望まれる。 
［産業観光課農林畜産係］ 
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（５）広域行政 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

周辺９市町村による観光の広
域連携や地元スポーツチームと
の交流など、町単独では実施が困
難な事業等について、長野広域連
合を中心に連携して取り組んで
きた。 
また、各市町村の共通課題につ

いても、広域連合の「広域的課題
調査専門部会」に参加し検討を行
った。 

Ａ 周辺市町村との連携が
必要な施策についてはそ
の都度対応しており、今後
も広域連合をはじめ周辺
市町村との連携を密にと
っていく。 
 
 
 
 

［総務課まちづくり企画係］ 

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。 

北陸新幹線延伸を見据えた信
越９市町村広域観光連携会議（飯
山市・中野市・妙高市・信濃町・
飯綱町・山ノ内町・木島平村・野
沢温泉村・栄村にて構成）にて信
越自然郷と銘打って広域連携で
の観光ＰＲ活動や広域的なツア
ープランの作成を行っている。 

Ｂ 平成 27 年３月の運行開
始に向け、さらなる連携強
化を進める。運行開始後に
ついても、広域連携にて進
める。 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

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。 
 

ＪＲから経営を引き継ぐ信越
本線（しなの鉄道北しなの線）の
維持・活性化のため、「しなの鉄
道北しなの線運営協議会」を設置
し、住民・県・沿線市町村・事業
者等と連携し利用促進を図って
いる。 
野尻湖志賀高原間観光ルート

整備促進期成同盟会・長野荒瀬原
線・長野信濃線改良促進期成同盟
会など関連機関と連携し道路整
備の促進を図っている。 

Ｂ 引き続き左記施策を推
進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

［総務課まちづくり企画係］ 
［建設水道課建設係］ 

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。 

介護保険サービス事業者は現
段階での必要量は整備できてい
る。障がい者福祉事業について
は、飯綱町とＮＰＯ法人を活用し
て事業化する等、広域連携が図ら
れている。保健・医療体制につい
ては、必要時の情報交換に留まっ
ている。 

Ｃ 近隣市町村と情報交換
をしながら、必要に応じて
広域連携を図る。 
 
 
 
 

［住民福祉課介護支援係］ 

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。 

長野広域でのごみ処理計画が
進められている。 

Ａ 引き続き、計画に協力す
る。 
 
 
［住民福祉課環境係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

公民館関係では、公民館運営協
議会（北信・上水内郡）があり、
随時情報交換など連携を図って
いる。スポーツ推進委員について
も、上水内郡のスポーツ推進委員
協議会があり、同様に連携を図っ
ている。 

Ｂ 今後もそれぞれの協議
会の中で連携を密にして、
積極的な情報交換をする
ことで町内の公民館活
動・スポーツ推進活動に活
かしていきたい。 
［教育委員会生涯学習係］ 

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。 

長野広域連合と連携し、広域的
な課題について、周辺市町村の職
員からなる広域的課題調査専門
部会を設置し検討を行っている。 

Ｃ 広域に係るプロジェク
トチームを設けるかどう
かは、事業の性格によりそ
の都度判断する必要があ
り、また長野広域連合とも
調整する必要があるため、
個別の施策として設定す
るのではなく、他の施策に
関連して位置付けるべき
と考える。 
［総務課まちづくり企画係］ 

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 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

空き家物件のデータベース化
（ホームページ公開含む）は平成
24 年度に実施。窓口においても利
用者へ詳細情報を提供するため
統一した様式で情報を公開して
いる。また、町内民間で移住促進
を進めているＮＰＯざいごうと
の連携を図り空き家物件の確保
から情報提供を行っている。 

 

Ｂ ＮＰＯ法人ざいごうと
の連携強化を図り、今後、
町内移住促進を進めるべ
く県主催で都市部にて行
われる「移住説明会」へ積
極的に参加していく。空き
家の情報については当係
だけでは集まり難いので、
他の課にも協力していた
だきながら進める。 
後期基本計画では、人口

減対策には専門係の設置
の検討が必要かと思われ
る。 
［産業観光課癒しの森・ 

企業誘致係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

信濃町総合情報センターは、平
成 21 年度の開業以降、本町や近
隣地町村も含めた総合的な情報
提供の拠点として、国土交通省か
らも、優秀なモデルとして好評を
得ている。 

Ａ 今後も、情報発信の拠点
として推進していく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［産業観光課商工観光係］ 

（２）行政情報 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

広報誌・ホームページ・チラ
シ・オフトーク放送や総代会・町
政懇談会等を通じて行政情報の
周知を図った。また、公文書の公
開を求める者に対しては、町公文
書公開条例に基づき可能な限り
情報の公開を行った。 

Ａ 今後も継続して行って
いく。 
 
 
 
 
 
 

［総務課庶務係］ 

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。 
 

最新の情報にホームページが
更新できるように、平成 24 年か
らすべての職員のパソコンから
行えるようにシステムの変更を
行った。広報誌では的確な情報の
提供に努め平成 24・25 年度と連
続して長野県市町村広報コンク
ールの広報誌部門で総合１位を
獲得し、平成 24 年度には全国広
報コンクールでも２席を受章す
ることができた。 

Ａ 今後も継続して行って
いく。 
 
 
 
 
 
 
 
 

［総務課庶務係］ 

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。 

最新の情報にホームページが
更新できるように、平成 24 年か
らすべての職員のパソコンから
行えるようにシステムの変更を
行った。 

Ａ 今後も継続して行って
いく。 
 
 
 
 
 
 
 
 

［総務課庶務係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

町公文書公開条例に基づき、個
人情報に配慮し可能な限り情報
の公開を行った。 

Ａ 今後も継続して行って
いく。 
 
 
 

［総務課庶務係］ 

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。 

別荘所有者に個別に郵送する
には多額な経費がかかるため、別
荘管理事務所に広報誌を置かせ
ていただき情報の提供を行った。
また、黒姫保健休養地の建物所有
者には、年１回広報誌及びパンフ
レットを送付した。 

Ｂ 今後も継続して行って
いく。 
 
 
 
 

［総務課庶務係］ 

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。 

高校生や大学生のメールアド
レスを収集することが非常に難
しい状況にあり、メール配信シス
テムに登録された方へ必要な情
報を配信した。 

Ｄ 高校生や大学生へメー
ルを送信することが難し
ため、情報を得られやすい
ホームページの充実に努
めたい。 

［総務課庶務係］ 

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。 

広報誌については、情報量が多
いため郵送により情報の提供を
行った。また、個別の案件につい
ては、メールにより情報交換を行
った。 

Ｃ すべての案件をメール
により情報提供すること
は難しいため、状況に応じ
た情報の提供を行ってい
く。 

［総務課庶務係］ 

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。 

各種委員会や協議会等へ総代
会など定期的な会議の場で町の
施策を説明するとともに、地域住
民との意見交換を行っている。 
説明会等の開催方法について

は、できるだけ多くの方が参加で
きるよう開催日程に配慮してい
る。 

Ｂ 会議への参加や出前講
座は、町の施策説明も含む
ことから広報・広聴として
一つの項目に整理するべ
きである。 
委員会等への住民参画

については「住民参加の促
進」でも記載しており重複
となっているため、こちら
の項目から削除すべきで
ある。 
 

［総務課まちづくり企画係］ 

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。 

役場・総合会館・総合体育館の
３か所に意見箱を設置して、町へ
の意見・要望を随時受け付けた。
また、町ホームページの問い合わ
せフォームでも、電子メールによ
る意見を受け付けるなど、広聴の
機会を確保した。 

Ａ 苦情的な意見が多く、町
への発展的なご意見が尐
ない状況であるので、広聴
の機会の確保とともによ
り効果的な運用方法を検
討する。 
［総務課まちづくり企画係］ 
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第４節 行財政の健全なまちづくり 

（１）行政運営 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

事業を行う際には、関係各課で
連絡をとりあい情報共有してい
る。 
元気づくり支援金事業など住

民との協働事業については、計画
段階から地域の住民と事業内容
や箇所を協議しながら事業を行
っている。 

Ｂ 町政への理解をさらに
深めていただくために、引
き続き住民参加の機会の
充実に努める。 
 
 
 

［総務課まちづくり企画係］ 

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。 
 

事務事業評価や病院のあり方
検討など、内容が多岐にわたる課
題については庁内横断的なチー
ムを設け、検討を行っているほ
か、町の基本的な計画である長期
振興計画について、学識者や町内
各団体の代表者からなる行政改
革推進委員会を設置し、進捗状況
について評価いただいている。 

 

Ｂ 総合性が求められる事
業については、引き続き関
係者の意見を取り入れて
実施する。 
プロジェクトチームを

設けるかどうかは、事業の
性格によりその都度判断
する必要があるため、単独
の施策として設定する必
要はなく、他の施策に関連
して位置付ければ十分と
考える。 
［総務課まちづくり企画係］ 

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。 

毎年度末に、庁内の行政改革推
進本部において計画の進捗状況
の評価を行い、その後有識者や住
民等からなる行政改革推進委員
会において外部評価をいただい
ており、計画的に執行管理を行っ
ている。 

Ａ 策定した計画が絵に描
いたモチにならないよう、
定期的に評価検証する必
要があることから、引き続
き計画の進捗管理を適切
に行っていく。 
 

［総務課まちづくり企画係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

職員の能力が向上するように、
各部署の専門知識を養成するた
めに各種機関等で行う専門研修
へ職員を派遣した。国・県の補助
事業をまとめた資料を職員に配
布し情報の共有化を図った。若
手・中堅職員による勉強会への協
力を行った。また、適材適所によ
る計画的な人事異動を行った。人
事評価制度については、検討段階
である。 

Ｂ 職員の能力が最大限発
揮できるように、公平性・
客観性・透明性の高い人事
評価制度の検討を進めた
い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［総務課庶務係］ 

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。 

住民によるまちづくり活動の
支援を各課において行った。ま
た、職員の能力を高めるため、専
門研修への派遣を行った。また、
職員の地域活動への参加を呼び
かけた。 

Ａ 今後も継続して行って
いく。 
 
 
 
 
 
 
 
 

［総務課庶務係］ 

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。 

職員採用試験実施要領で、受験
資格に町に住所を有することが
できる人、または通勤が可能な人
を条件に入れて募集を行った。ま
た、市町村職員研修センターで行
われる初任者研修へ参加させ、能
力の向上を図った。各課各係にお
いて、新人の育成に努めた。 

Ｃ 募集をかけても町内の
応募が尐なく、特に専門職
種については非常に尐な
く、一般職においてもその
傾向が強くなってきてい
る。 
 

［総務課庶務係］ 

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。 

事業効果の比較検討を行う会
議等の開催はしていないが、予算
査定時や監査結果の反映等を通
して、事業効果の高いと思われる
ものに重点配分を行っている。 

Ｂ 業務内容に応じた人的
配置の適正化。予算措置。
業務委託等の外注作業の
バランスを適正化させる
事業推進が課題である。 
 
 
 
 
 
 
 
 

［総務課財政係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

予算査定時や監査結果の反映
等を通して、事業効果の高いと思
われるものに重点配分を行って
いる。 

Ｂ 業務内容に応じた人的
配置の適正化。予算措置。
業務委託等の外注作業の
バランスを適正化させる
事業推進が課題である。 
 
 
 
 

［総務課財政係］ 

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。 

法整備や国土調査事業の再開、
住民ニーズ等に伴い、係等の見直
しを行い、適切な人員配置に努め
た。 

Ａ 今後も状況に応じて、事
務効率の向上につながる
ように組織の見直しを行
っていく。 

［総務課庶務係］ 

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。 

平成 20 年より係長職へ１件 10
万円未満の契約や支出等につい
て、決済区分を変更し迅速化に努
めてきた。 
事務効率の効率化に向けては、

創意工夫を行ってきている。ＩＴ
機器の効率利用等は国のｅＪＡ
ＰＡＮ推進等に歩調をあわせて、
税関係のＩＴ化については急激
に進んだ。法制度の整備等にあわ
せて電子決済の導入などさらな
る効率化を図りたい。 

Ｂ これ以上の決済区分の
見直しについては現在考
えていない。 
ＩＴ機器の調達・維持管

理費・更新へのコスト負担
については財源負担とな
らないよう計画的に行う
必要がある。省エネについ
ては、多くの住民への普及
を図るためにも、公用車へ
ＥＶの導入等も必要な時
期となっている。 

［総務課庶務係］ 
［総務課財政係］ 

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。 

文書管理は各課で行っており、
庁舎内外の書庫等で保管管理を
行っている。町公文書公開条例に
基づき可能な限り情報の公開を
行った。ホームページでは、町の
条例規則や財政状況や各課から
の情報を提供している。 

Ｂ 文書の保存台帳につい
ては、膨大な文書量で職員
が整備を行うことは不可
能な状況であり、専門業者
へ委託するにも、莫大な経
費がかかってしまうため
できていない状況にある。 
 
 

［総務課庶務係］ 

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。 

本庁舎の耐震化。古間支館、野
尻湖支館等の公民館の補強等を
行ってきた。これに併せて本庁舎
トイレ・玄関スロープの改修につ
いては特にバリアフリー化推進
ができた。 
また、各支館等のＥＶ設置によ

るバリアフリー改修も進めてい
る。 

Ｂ 限られた予算の中での
施工。各建物の計画的な補
修が必要である。 
 
 
 
 
 

［総務課財政係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

住民福祉課の各種申請に必要
となる所得証明書については、同
課の住民国保係窓口でも発行で
きるようにしてサービスの向上
に努めている。 
税務証明等の申請方法は町ホ

ームページで確認でき、申請書や
主な届出書もダウンロードでき
る。 

Ｂ 今後も多様なニーズに
応えられるようにサービ
スの向上に努める。 
ネットからの証明書類

の申請には、本人確認や添
付書類の運用に課題があ
る。 
 

［総務課庶務係］ 
［総務課税務係］ 

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。 

平成 22年度から平成 26年度を
期間とする第６次信濃町行政改
革大綱を策定し、効率的な行財政
運営に努めている。また、計画期
間を同じくする第５次長期振興
計画とあわせて、毎年度進捗管理
を行うとともに、行政改革推進委
員会からの外部評価を行ってい
る。 

Ａ 行政改革大綱は上位計
画である長期振興計画と
計画期間を同じくしてお
り、また内容についても整
合性を持たせる必要があ
ることから、平成 26 年度
中に第７次行政改革大綱
を定める予定である。 
［総務課まちづくり企画係］ 

（２）財政運営 

主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

公会計に移行を図る等の制
度・システム整理による、長期計
画の策定準備をしている。 

Ｃ 依存財源が多くを占め
る中での、国の動向等でプ
ランが大きく変わってい
くため、長期計画を立案す
る事は困難である。 

［総務課財政係］ 

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。 

重点実施、重点配分をしてい
る。 

Ｂ 予算要求時に、各事業化
で必要額を要望してもら
う。 
 
 
 
 
 
 
 
 

［総務課財政係］ 

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。 

重点配分を行っている。 Ａ 配分済の予算を確実に
執行できる実行力とスキ
ルアップを図る。 
 
 
 
 
 

［総務課財政係］ 
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主要施策 
達成状況 

（平成 22年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

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。 

町の予算付けの段階では、時系
列では国の概算要求後になって
しまう。予算査定での反映はほぼ
無理な状況となっているため、各
担当者は制度の把握を確実にし
て予算要求へ反映させる必要が
ある。 

Ｂ 補助制度の理解と活用。 
 
 
 
 
 
 
 
 

［総務課財政係］ 

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。 
 

自主財源の確保と税負担の公
平性を保つため滞納者の財産調
査による差押えなど徴収の強化
に努めている。平成 23 年に県内
市町村の大口滞納案件を扱う滞
納整理機構が設立され、過年度の
徴収に大きな役割を果たしてい
る。収納率で平成 25年度と 20 年
度とを比較すると、現年度で 1.2
ポイント、過年度を含む全体で
4.6ポイント向上した。 
地域産業の振興は、理事者と企

業誘致係によって行われている。 

Ｂ 収納率のさらなる向上
と適正な賦課に努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［総務課税務係］ 

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。 

定員削減については達成され、
財政の弾力化を推進している。 

Ｂ さらなる効率化の追求。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［総務課財政係］ 

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。 

公会計制度移行にあわせて、公
有財産の現状把握の徹底を行っ
た。 
今後、状況把握後に財産の効率

運用を行っていく。 

Ｂ 台帳整備後には、メンテ
ナンスや適正な維持管理
を継続するには人的・予算
的な裏付けが必要である。 
 
 

［総務課財政係］ 
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章 分野 
前期基本計画で設定した指標 指標の達成状況 

担当課・係 
指 標 単位 

平成 20年 
(現状値) 

平成 26年 
(目標値) 

直近の 
測定値 

測定 
年度 

第
１
章 

１－（１） 
保健 

基本健診受診率の
向上：特定健診（特
定健診：40 歳～74
歳国保加入者） 

％ 29.0 65.0 41.4 25 
住民福祉課 

（保健予防係） 

  
がん検診受診率
の向上：胃がん 

％ 9.1 50.0 11.6 25 住民福祉課 
（保健予防係） 

  
がん検診受診率
の向上：大腸がん 

％ 27.2 50.0 13.1 25 住民福祉課 
（保健予防係） 

  
健診後の保健指
導の実施率 

％ 45.0 50.0 100.0 25 住民福祉課 
（保健予防係） 

 
１－（２） 
地域医療 

在宅訪問患者数 人 57 70 93 25 信越病院 

  
人間ドック受診
者数 

人 129 800 108 25 住民福祉課 
（保健予防係） 

  
特定健診受診者
数 

人 156 1,800 833 25 住民福祉課 
（保健予防係） 

 
２－（１） 
地域福祉 

福祉ボランティ
ア登録者数（累
計） 

人 173 200 203 25 住民福祉課 
（福祉係） 

  

福祉に関するＮ
ＰＯ等団体数（累
計） 

団体 5 8 5 25 住民福祉課 
（福祉係） 

 

２－（２） 
高齢者福祉 
 

介護・支援を必要
としていない高
齢者の割合 

％ 85.0 85.0 83.5 25 住民福祉課 
（介護支援係） 

  
緊急通報装置設
置数（累計） 

台 97 160 196 25 住民福祉課 
（福祉係） 

  
ショートステイ
の充実 

床 10 20 15 25 住民福祉課 
（介護支援係） 

 

２－（３） 
障害者（児） 
福祉 

町内障害福祉サ
ービス事業所数 

事業所 3 5 4 25 住民福祉課 
（福祉係） 

 
２－（４） 
低所得者福祉 

生活保護率 ％ 0.7 0.5 0.6 25 住民福祉課 
（福祉係） 

 
３－（１） 
子育て環境 

低年齢児の受け
入れ数 

人 47 50 54 25 教育委員会 
（子ども支援係） 

  
延長保育の利用
時間 

時間/年 590.8 1,029 897.75 25 教育委員会 
（子ども支援係） 

 
４－（１） 
社会保障制度 

国民健康保険収
納率 

％ 94.2 94.5 97.6 25 
住民福祉課 
（住民国保 
年金係） 

  
後期高齢者医療保
険料収納率 

％ 98.9 99.0 99.26 25 
住民福祉課 
（住民国保 
年金係） 

  

国民健康保険事
業（１人当り医療
費） 

円/年 290,592 281,900 347,305 25 
住民福祉課 
（住民国保 
年金係） 

  

後期高齢者医療
保険事業（１人当
り医療費） 

円/年 695,669 674,800 869,085 25 
住民福祉課 
（住民国保 
年金係） 

第
２
章 

１－（１） 
環境共生 

野尻湖のＣＯＤ mg/l 1.9 1.5 2.1 25 
住民福祉課 
（環境係） 

 
１－（２） 
景観形成 

地域での「花いっ
ぱい」への取組み
の推進 

か所 13 15 21 25 住民福祉課 
（環境係） 

 
２－（１） 
環境衛生 

ゴミの再資源化
率 

％ 17.3 21.0 19.2 25 住民福祉課 
（環境係） 
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章 分野 
前期基本計画で設定した指標 指標の達成状況 

担当課・係 
指 標 単位 

平成 20年 
(現状値) 

平成 26年 
(目標値) 

直近の 
測定値 

測定 
年度 

  

町民１人当たり
の可燃ゴミ年間
排出量 

kg 284 270 252 25 住民福祉課 
（環境係） 

  
埋立処分量 ﾄﾝ/年 70 60 101 25 住民福祉課 

（環境係） 

 
２－（２） 
環境保全 

環境美化活動参
加数 

人/年 150 300 519 25 住民福祉課 
（環境係） 

  
不法投棄箇所数
の削減 

か所 11 0 16 25 
住民福祉課 
（環境係） 

 
３－（１） 
市街地 

都市計画道路の
整備延長 

km 7.5 8.5 8.0 25 建設水道課 
（建設係） 

 
３－（２） 
道路網 

道路舗装延長 km 198.8 203.5 204 25 建設水道課 
（建設係） 

  
町道改良延長 km 98.9 103.5 104 25 

建設水道課 
（建設係） 

 
３－（３） 
公共交通 

黒姫駅と古間駅
の１日平均の乗
車人員 

人/日 577 570 507 25 
総務課 

（まちづくり
企画係） 

 

３－（４） 
地域情報 
・通信網 

オフトークしな
の普及率 

％ 62.0 60.0 46.0 25 総務課 
（庶務係） 

 
４－（２） 
上水道 

耐震性配水管整
備率 

％ 16.3 23.2 20.2 25 建設水道課 
（水道係） 

 
４－（３） 
下水道 

下水道普及率の
向上 

％ 75.0 85.0 85.2 25 建設水道課 
（下水道係） 

  
普及率（公共・特
環） 

％ 37.0 45.0 41.8 25 建設水道課 
（下水道係） 

  
普及率（農業集落
排水） 

％ 27.0 27.0 26.0 25 建設水道課 
（下水道係） 

  
普及率（合併浄化
槽） 

％ 11.0 13.0 17.7 25 建設水道課 
（下水道係） 

 
４－（４） 
雪対策 

除雪路線延長 km 169.2 173.0 176 25 建設水道課 
（建設係） 

 
５－（１） 
消防・救急 

火災発生件数 件 9 0 9 25 総務課 
（庶務係） 

  

消防団員の救急
救命講習受講者
数（累計） 

人 134 200 134 25 総務課 
（庶務係） 

 
５－（２） 
防災 

自主防災組織 件 0 4 1 25 総務課 
（庶務係） 

 

５－（３） 
防犯・消費
者保護・交
通安全 
 

歩道整備延長 km 7.6 7.7 7.8 25 

総務課 
（庶務係） 
建設水道課 
（建設係） 

 
シートベルト着
用率 

％ 97.3 100.0 98.8 25 総務課 
（庶務係） 

第
３
章 

１－（１） 
観光 

年間観光客数 万人 88 93 92 25 産業観光課 
（商工観光係） 

 
２－（１） 
ブランド化 

信濃町地域ブラ
ンド構築推進協
議会構成団体数 

団体 17 20 20 25 産業観光課 
（商工観光係） 

 
３－（１） 
商業 

年間商品販売額 億円 98.6 103 － － 

産業観光課 
（商工観光係） 
※商業統計調
査が行われて
いない。 
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章 分野 
前期基本計画で設定した指標 指標の達成状況 

担当課・係 
指 標 単位 

平成 20年 
(現状値) 

平成 26年 
(目標値) 

直近の 
測定値 

測定 
年度 

  
卸・小売事業所数 事業所 128 135 － － 

産業観光課 
（商工観光係） 
※商業統計調
査が行われて
いない。 

 
４－（１） 
工業 

県制度資金利用
件数 

件/年 22 30 8 25 産業観光課 
（商工観光係） 

  

製造品出荷額（従
業員４人以上の事
業所） 

億円 432 500 301 24 産業観光課 
（商工観光係） 

  
事業所数（従業員
４人以上） 

事業所 20 24 17 24 
産業観光課 

（商工観光係） 

 
５－（１） 
労働環境 

職業相談件数 件/年 122 150 391 25 産業観光課 
（商工観光係） 

  
求人登録者数 人/年 60 100 301 25 産業観光課 

（商工観光係） 

 
６－（１） 
農業 

認定農業者数 
（累計） 

経営体 75 88 72 25 
産業観光課 

（農林畜産係） 

  
酪農家数 戸 10 10 8 25 産業観光課 

（農林畜産係） 

  
飼養頭数 頭 795 750 632 25 産業観光課 

（農林畜産係） 

  

環境にやさしい
農産物等認証面
積 

ha 112 112 61.3 25 産業観光課 
（農林畜産係） 

  
エコファーマー
認定人数 

人 61 66 34 25 産業観光課 
（農林畜産係） 

  
担い手等への農
用地利用集積率 

％ 29.1 35.0 29.1 25 産業観光課 
（農林畜産係） 

 
６－（２） 
農地活用 

耕作放棄地の解
消面積 

ha 0 28   
産業観光課 

（農林畜産係） 

 
７－（１） 
林業 

森林整備面積（間
伐・枝打ち等） 

ha 44 80 371.9 25 産業観光課 
（農林畜産係） 

  

癒しの森事業による
森林メディカルトレ
ーナー利用者数 

人/年間 1,800 5,000 2,848 25 
産業観光課 
（癒しの森・ 
企業誘致係） 

第
４
章 

１－（１） 
質の高い
教育環境 

学校施設の耐震
化率 

％ - 100 100 25 教育委員会 
（総務教育係） 

 
２－（１） 
地域文化 

一茶記念館総入
館者数 

人 21,019 25,000 22,851 25 教育委員会 
（一茶記念館） 

  
ナウマンゾウ博
物館総入館者数 

人 38,182 40,000 36,149 25 
教育委員会 
（ナウマンゾ
ウ博物館） 

  
黒姫童話館総入
館者数 

人 31,127 35,000 22,056 25 教育委員会 
（黒姫童話館） 

 
３－（１） 
生涯学習 

公民館（５館）年
間利用者数 

人 63,000 65,000 36,149 25 教育委員会 
（生涯学習係） 

  
図書貸出件数 件/年 2,100 2,500 1,236 25 教育委員会 

（生涯学習係） 

  
生涯学習講座数 講座 37 45 39 25 教育委員会 

（生涯学習係） 

 
４－（１） 
地域教育環境 

学校給食の地産
地消の推進 

％ 42.1 46.3 45.7 25 教育委員会 
（総務教育係） 
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章 分野 
前期基本計画で設定した指標 指標の達成状況 

担当課・係 
指 標 単位 

平成 20年 
(現状値) 

平成 26年 
(目標値) 

直近の 
測定値 

測定 
年度 

 
５－（１） 
スポーツ 
・レクリエ
ーション 

スポーツフェス
ティバル参加者
数 

人 850 900 600 25 教育委員会 
（生涯学習係） 

 
ウェルネス倶楽
部年間利用者数 

人 21,800 23,000 17,192 25 
教育委員会 

（生涯学習係） 

第
５
章 

１－（１） 
まちづくり 

ボランティア登
録者数（累計） 

人 660 1,000 760 25 総務課 
（社協） 

  
ボランティア団
体数（累計） 

団体 13 20 18 25 総務課 
（社協） 

 
２－（１） 
青尐年活動 

スポーツ尐年団
数（累計） 

団体 5 6 4 25 教育委員会 
（生涯学習係） 

 
２－（２） 
男女共同参画 

審議会等への女性
委員の比率 

％ 24.5 34.0 20.2 25 
教育委員会 

（生涯学習係） 

 
２－（３） 
人権尊重 

人権に関する意
識啓発活動 

回 3 4 3 25 教育委員会 
（生涯学習係） 

 

２－（４） 
国際交流・ 
地域間交流 

国際交流ボラン
ティア 

人 0 5 0 25 産業観光課 
（商工観光係） 

 
３－（１） 
情報化 

信濃町総合情報
センター利用者
数 

人/年 - 5,400 4,654 25 産業観光課 
（商工観光係） 

 
３－（２） 
行政情報 

ホームページの
年間アクセス件
数 

件 478,016 526,000 548,564 25 総務課 
（庶務係） 

  

意見箱等による
意見聴取件数等
による意見聴取
件数 

件/年 28 100 31 25 
総務課 

（まちづくり
企画係） 

  

信濃町出身者や別
荘所有者に広報・パ
ンフレットの送付 

回/年 0 2 2 25 

総務課 
（庶務係） 
産業観光課 

（商工観光係） 

 
４－（１） 
行政運営 

目標管理による
人事評価の推進 

－ － 実施 － － 

総務課 
（庶務係） 

※新たな人事
評価制度が構
築されていな
い 

  
職員１人当たり
人口 

人 84 90 82 25 総務課 
（庶務係） 

 
４－（２） 
財政運営 

町債残高（一般会
計） 

億円 33.1 32.0 40.7 25 総務課 
（財政係） 

  
経常収支比率 ％ 93.1 88.0 88.4 25 総務課 

（財政係） 

  
町税徴収率 ％ 96.4 100.0 97.6 25 総務課 

（税務係） 

 

 


