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　ユネスコが認定している世界自然遺産より古
い歴史を持つユネスコエコパーク（生物圏保存
地域）は、生態系の保全と持続可能な利活用の
調和（自然と人間社会の共生）を目的としていま
す。高山村は平成26年6月に「志賀高原ユネス
コエコパーク」のエリアが拡大され、全村域が登
録されました。

ユネスコエコパーク

　志賀高原ユネスコエコパークの核心地域にあ
る木道の架かる四十八池湿原越しに志賀山を
望む雄大な風景をモチーフにしています。このオ
リジナルロゴは、高山村が「志賀高原ユネスコエ
コパーク」として使用するものです。

志賀高原ユネスコエコパーク

　NPO法人「日本で最も美しい村」連合は、平
成17年10月に発足し、失ったら二度と取り戻せ
ない日本の農山村の景観や環境・文化を守る活
動をしています。高山村は平成22年9月に加盟
しました。

日本で最も美しい村
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　樹齢数百年を誇る古木のしだれ桜や松川渓谷をはじめとする四季折々の豊かな自然とともに、多くの伝統

的文化や歴史的遺産に恵まれた本村は、村民の皆様との協働の村づくりのもと、着実な発展を遂げてまいり

ました。

　今日の高山村の発展は、先人の皆様をはじめ村民の皆様のたゆまざるご尽力の賜物であり心から敬意と感

謝を申し上げます。

　さて、昨年５月１日には、約200年ぶりに皇位継承が行われ、新しい令和の時代となりました。振り返って

みますと、平成はバブルとともに始まり、経済はその後長いデフレが続き、就職氷河期の到来や、未曽有の

自然災害、そして人口減少社会等々、多くの課題が山積する激動の時代であったと思います。

　そして今日、不透明感の強まる国際情勢や日本の経済情勢は、地方におきましても依然として厳しい行財

政運営が迫られております。

　そのような中で、人口減少対策の柱は「人づくり」であると思います。ここで生まれ育った子どもたちがこ

こで生活したい、ここで暮らしたいと思っていただける地域づくりと、そのような子どもたちを一人でも多

く育てていくこと。そして、村民の皆様が将来にわたって「生活の質」や「心の豊かさ」、「高山村に暮らす幸せ」

を実感できることこそが、最も重要なことであると考えております。

　地方にとりましては、大変厳しい状況にはありますが、本年の夏には東日本大震災からの復興五輪として

位置付けられた、2020東京オリンピック・パラリンピックが開催予定であるなど明るい兆しもありますこと

から、今後とも恵まれた自然環境を活かしたにぎわいのある産業や観光の振興、さらなる子育て支援等の充

実を図るとともに、昨年の台風災害を教訓に、全ての自然災害等に強い安全で安心な村づくりを進めてまい

りたいと考えております。

　本計画の策定にあたっては、村づくりアンケートや地区懇談会、ブロック行政懇談会などでの貴重なご意

見等を踏まえ、各種団体の代表者や有識者、公募委員、中学生など81名で構成する「たかやま未来会議」並び

に「高山村計画審議会」等において２年間にわたって協議を重ね検討していただくなど、村民の皆様とともに

計画づくりを進めてまいりました。

　計画の実行にあたりましては、村民の皆様とともに新たな時代にふさわしい活力ある地方創生を進め、そ

の将来像であります「ずっと住みたい　また訪れたい　いいね　信州高山」をめざした村づくりを力強く推進

してまいりますので、なお一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。

　おわりに、本計画の策定にあたり多くのご協力を賜りました「高山村計画審議会」や「たかやま未来会議」の

皆様、高山村議会をはじめ村民の皆様に心から感謝を申し上げます。

　令和２年３月

� 高山村長　内山　信行
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　高山村のかしら文字「タ」を円形の中に図
案化。「タ」を平和な「はと」に形づくり円満
な円に囲まれた高山村は扇状地として三方
を山に囲まれ、村も村民も躍進していく象
徴です。

（昭和53年１月制定）

　高山村の山野に自生し、自然と風土に適
しており、樹齢も長く村内で古くから愛さ
れた花は可憐で美しく、葉の緑は未来を象
徴している。

　高山村の山野に自生し、自然と風土に適
し村内でも愛され、樹勢が強く樹姿が美し
いので品位が高尚である。

　私たちは、高山村民であることに誇りと
責任をもち明るく豊かな往みよい村を築く
ため、村民の守るべき規範として、ここに
憲章を定めます。

一、自然を生かした　美しい村にします
一、健康で働き　豊かな村にします
一、互いに助け合い　明るい村にします
一、家庭と郷土を愛し　平和な村にします
一、教養と文化を高め　誇りある村にします

（昭和55年10月１日制定）

村　章

村花・シャクナゲ

村民憲章

村木・いちい
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第１部　序　論

第１節　計画策定の目的
高山村は、平成22（2010）年度を初年度とする「第五次高山村総合計画」において、「ひと・
むら・自然がきらめく　信州高山　～気づいて築く　わがふるさと～」を将来像とし、その実
現に向けて、各種施策を村民とともに積極的に推進してきました。
今日、少子高齢化のさらなる進行に加え、社会経済を取り巻く環境の変化や情報通信技術の
発達・普及、安全・安心や人権、環境問題等への意識の一層の高まり、価値観の多様化など、
むらづくりの背景は大きく変化し、あらゆる分野の施策推進に大きな影響をもたらしています。
特に、人口減少や少子高齢化に対応していくために、若者の移住・定住の促進や少子化対策、
超高齢社会への対応などが喫緊の課題となっているほか、国際化・情報化社会の進展に対応し
ていくことは、地域の活性化を図るうえで不可欠な要素になっています。　　　
さらに、全国で進められている地方創生の動きは、それぞれが持つ強み、「らしさ」を活か
した地域間競争の様相を呈しており、自治体の創意工夫と地域の力が試されています。
こうした地域社会を取り巻く変化を踏まえ、今後のむらづくりが目指す姿とその実現のため
の施策の方向性を示し、計画的かつ総合的に推進するため、ここに「第六次高山村総合計画」
（以下、「本計画」という）を策定します。

第１章　計画策定にあたって
第１部

序
　
　
論
第１章
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第２節　計画の位置づけ
本計画は、村政運営の方向性を示す計画として最上位に位置し、分野別計画に方向性を与え
るものです。
また、国・県等における政策・施策の方向性を踏まえ、整合性を図ることで連携した取組み
を推進します。

第３節　計画の構成と期間
本計画は、「基本構想」及び「前期基本計画」により構成します。また、前期基本計画の各
施策に基づき、具体的な実施事業を示す「実施計画」を策定することとします。

【基本構想】　�長期的な視野に立ち、村政運営における基本的な考え方や村が目指すべき
将来像を明らかにするとともに、その実現に向けた施策の大綱を示します。

【基本計画】　�基本構想に掲げた施策の大綱に基づき、各分野における施策の方向性を示
します。

【実施計画】　�基本計画の各施策に基づく具体的な事業内容を年次ごとに明示します。

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

R11
（2029）

3年
毎年度3ヵ年ローリング方式

R2（2020）～ R11（2029）年度（10年間）

R2（2020）～ R6（2024）年度
（前期 5年間）

R7（2025）～ R11（2029）年度
（後期 5年間）

3年 3年

基本構想

基本計画

実施計画
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第４節　時代の潮流
（１）人口減少・少子高齢化の進行
我が国では、他の先進諸国に例を見ないスピードで少子高齢化が進行し、加えて、今後はさ
らに人口減少が加速すると予想されています。
人口減少・少子高齢化により、地域社会や経済活動の担い手不足、社会保障費の増大等の影
響が懸念されており、人口構造の変化や人口減少に対応した社会システムの再構築が求められ
ています。

（２）地方創生に向けた取組み
国は、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、
将来にわたって活力ある日本社会を維持していくため、「まち・ひと・しごと創生本部」を設
置し、地方創生に力を入れています。
これを受けて、地方自治体では、長期的な人口ビジョンを見据えた「地方版総合戦略」を策
定し、少子化対策及び移住・定住促進に向けて、地域の特性を活かした創意工夫に満ちた取組
みを推進しています。

（３）社会経済環境の変化
社会経済活動は急速にグローバル化してきており、世界市場を見据えた経済活動が求められ
るとともに、地域経済は世界情勢の変化に大きく影響される時代となっています。　
また、外国人観光客が急速に増加してきており、訪日外国人対策など海外需要を積極的に取
り込もうとする取組みが活発になっています。
労働環境面では、人材不足が顕在化する中、労働力の確保と労働生産性の向上が課題となっ
ており、外国人就労制度の見直しによる受入れ拡大とともに、長時間労働の改善や正規雇用と
非正規雇用の格差是正、女性や高齢者の就労促進といった「働き方改革」が進められています。

（４）情報通信技術の発展・普及
スマートフォンやタブレット端末の普及は、消費生活やコミュニケーションの在り方に変化
をもたらし、高い利便性が得られる一方で、さまざまなトラブルに巻き込まれるリスクも増大
しています。
また、ＩｏＴ（モノのインターネット）やＡＩ（人工知能）、ビッグデータを活用した付加
価値の創造や生産性の向上、市場開拓等が注目されています。こうした動きは「第４次産業革
命」と呼ばれ、生産、販売、消費といった経済活動だけでなく、健康、医療、公共サービス等
の幅広い分野や、人々の働き方、ライフスタイルにも影響を与えています。

第１部

序
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（５）安全・安心、人権への関心の高まり
東日本大震災をはじめ、近年の度重なる自然災害によって、人々の防災に対する意識は高まっ
ています。また、凶悪犯罪やいじめ、虐待・暴力など、人権や生命を脅かす事件が多発してい
るほか、消費生活におけるトラブル、ＳＮＳ※１を介した犯罪等は増加傾向にあり、安全・安
心に対するニーズが高まっています。
さらに、セクシュアルハラスメント※２やパワーハラスメント※３、性的マイノリティ※４へ
の社会的関心が高まっており、人権に配慮した言動や対応が求められています。

（※１　ＳＮＳ：�ソーシャル・ネットワーキング・サービス（Social�Networking�Service）の略。インター
ネット上において、利用者同士のつながりを支援するためのサービス。LINE、ツイッター、
フェイスブック、インスタグラムなどが有名。

　※２　セクシュアルハラスメント：�相手を不快にさせる性的な言動のこと。基本的には受け手がその言動
を不快に感じた場合にはセクシュアルハラスメントとなる。

　※３　パワーハラスメント：�社会的な地位や権力、優位な立場を利用し、相手に精神的・身体的苦痛を与
えたり、職場等の環境を悪化させる行為のこと。

　※４　性的マイノリティ：�同性愛者（レズ・ゲイ）や両性愛者（バイセクシャル）、トランスジェンダー（性
同一性障害等）などの性的少数者のこと。）

（６）環境・エネルギー問題への関心の高まり
世界における経済活動の拡大等により、地球温暖化が進行し、また、自然環境や生態系が損
なわれることが懸念されています。低炭素社会の構築や自然との共生等、環境問題は世界的規
模で取組むべき課題となっています。
企業活動では環境負荷の軽減に向けた取組みが評価され、個々の生活においても、省エネや
リサイクルをはじめとした３Ｒ※活動の推進など、環境にやさしい取組みが進められています。
加えて、東日本大震災における原発事故を契機にエネルギーに対する関心が高まっており、再
生可能エネルギーの普及拡大が進められています。

（※３Ｒ：�ごみの減少化に向けた３つの取組み（リデュース＝ごみの発生抑制、リユース＝再使用、リサイ
クル＝再資源化）の頭文字をとった言葉）　

（７）価値観の多様化と「らしさ」への評価
一人ひとりがもつ価値観が多様化し、これに伴って、就労形態や暮らし方、家族の在り方や
コミュニケーション等、あらゆる場面で変化をもたらしています。また、その人らしさ

4 4 4

、その
土地らしさ

4 4 4

等が「個性」として評価され、その魅力を見出し、伸ばしていくことへの重要性が
高まっています。
さまざまな価値観や個性を認め合い、尊重し、多様な生き方の実現を後押しする社会を実現
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するとともに、多世代、異文化、異業種の交流やつながりから新しい価値や発想を生み出すた
めの取組みが進められています。

（８）持続可能な地域経営
人口減少や地方経済の停滞等に伴う税収の減少や、高齢化の進行等による社会保障費の増大
に加え、高度経済成長期以降に整備された社会インフラ施設の老朽化への対応など、地方財政
は一層厳しさを増すことが予想されています。
このため、自主財源の確保や事務事業の見直しはもとより、地域の実情や課題に応じた「選
択と集中」による施策展開を図るとともに、多様な主体による「協働」を推進するなど、地域
の強みと資源を有効活用した持続可能な行財政運営が求められています。

（９）SDGｓの推進
ＳＤＧｓ（エス�ディー�ジーズ）とは、平成27（2015）年９月の国連サミットで採択され
た「持続可能な開発目標（Sustainable�Development�Goals）」のことで、令和12（2030）
年を期限とする、先進国を含む国際社会全体の17の目標と169のターゲットで構成され、「誰
一人取り残さない」ことを理念とした国際社会共通の目標です。わが国においては、平成28
（2016）年５月に政府内にＳＤＧｓ推進本部が設置され、同年12月には、ＳＤＧｓの実施指
針が決定されており、その達成に向けた推進が求められています。

就農希望者のりんご収穫体験
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第１節　高山村の概要
本村は、長野県北東部に位置し、北は中野市、山ノ内町、南は須坂市、西は小布施町、東は
群馬県と接し、県庁所在地長野市の中心部からおよそ20㎞の距離にあり、長野駅から電車・
バスを利用して約50分、上信越道の須坂長野東インターや小布施スマートインターから車で
約20分の距離にあります。
面積・地勢をみると、東西約17.8㎞、南北約10.7㎞、98.56㎢の面積を有し、村域の約
85％が森林・原野で占められ、森林地域の多くが上信越高原国立公園に指定されています。
また、日本列島の分水嶺の一部をなす2,000m級の山々から流れ下る松川をはじめ、その支流
である樋沢川等が深いＶ字渓谷を刻み、東西方向で約1,600ｍの標高差が植生に多様な変化を
与えています。この松川により形成された扇状地の平坦部が生活・経済の中心であり、渓谷の
段丘と高原には集落が点在しています。
気候は、内陸性の気候であるため、年間を通じて気温の日較差が大きく、夏季では最高気温
が30度を超え、冬季では月の平均気温が氷点下となります。また、年間降水量は1,000㎜前
後と雨が少ない一方、東部の山間部では降雪量が100㎝を超えることもあり、特別豪雪地帯に
指定されています。
全般的に西向きで善光寺平が一望できる日当たりの良い扇状地には、特産品のりんごやぶど
うなどの果樹を中心とした農業やワインなどの６次産業化が進められています。

第２章　高山村の現状と課題

田園風景（荻久保地区）
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第２節　人口・世帯
（１）人口
本村の人口は、減少傾向が続いています。国勢調査によると、平成12（2000）年の7,776
人から平成27（2015）年には7,033人となり、15年間で743人（9.6％）減少しています。
年齢３区分別にみると、年少人口（15歳未満）及び生産年齢人口（15～64歳）は減少し、
老年人口（65歳以上）は概ね横ばいで推移しています。高齢化率は平成27（2015）年時点
で32.2％まで上昇しています。
今後も人口減少、少子高齢化が進むものと見込まれており、国立社会保障・人口問題研究所
の推計では、令和12（2030）年には6,056人まで減少し、高齢化率が４割近くまで上昇する
と推計されています。

■年齢３区分別人口の推移
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H12 H17 H22 H27 R2 R7 R12
（2000） （2005） （2010） （2015） （2020） （2025） （2030）

H12
（2000）

H17
（2005）

H22
（2010）

H27
（2015）

R2
（2020）

R7
（2025）

R12
（2030）

総人口 7,776 7,654 7,563 7,033 6,736 6,407 6,056
増減 - ▲122 ▲91 ▲530 ▲297 ▲329 ▲351
（増減率） - (▲1.6) (▲1.2) (▲7.0) (▲4.2) (▲4.9) (▲5.5)
年少人口（15歳未満） 1,239 1,090 996 863 745 637 569
（割合） (15.9) (14.2) (13.2) (12.3) (11.1) (9.9) (9.4)
生産年齢人口（15-64歳） 4,884 4,734 4,574 3,898 3,574 3,329 3,077
（割合） (62.8) (61.9) (60.5) (55.5) (53.1) (52.0) (50.8)
老年人口（65歳以上） 1,653 1,827 1,993 2,263 2,417 2,441 2,410
（割合） (21.3) (23.9) (26.4) (32.2) (35.9) (38.1) (39.8)

※総人口には、年齢不詳を含むため、年齢３区分別人口の合計が総人口と一致しない場合がある。
出典：実績…総務省「国勢調査」　
　　　推計…国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年推計）」
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（２）世帯
本村の世帯数は平成22（2010）年まで増加傾向にありましたが、その後は概ね横ばいで推
移し、平成27（2015）年には2,288世帯となっています。
世帯構成別にみると、単独世帯（一人暮らし世帯）数は増加し、特に高齢単身者世帯が増え
てきており、平成27（2015）年には全体の１割弱を占めています。
世帯構成の割合を県、全国と比較すると、本村は単独世帯の割合が低く、三世代世帯などそ
の他の世帯の割合が高くなっています。

■世帯構成別世帯数及び一世帯当たり人員の推移
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（世帯） （人）

H12
（2000）

H17
（2005）

H22
（2010）

H27
（2015）

長野県
（2015）

全国
（2015）

一般世帯数 2,182 2,267 2,286 2,288 805,279 53,331,797
増減 - 85 19 2
（増減率） - (3.9) (0.8) (0.1)
単独世帯 241 278 308 358 224,390 18,417,922
　　　（割合） (11.0) (12.3) (13.5) (15.6) (27.9) (34.5)

うち高齢単身者世帯 103 125 142 183 84,134 5,927,686
　　（割合） (4.7) (5.5) (6.2) (8.0) (10.4) (11.1)

核家族世帯 1,179 1,299 1,313 1,328 458,750 29,754,438
　　　（割合） (54.0) (57.3) (57.4) (58.0) (57.0) (55.8)
その他の世帯 762 690 665 602 122,139 5,159,437
　　　（割合） (34.9) (30.4) (29.1) (26.3) (15.2) (9.7)

出典：総務省「国勢調査」
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第３節　産業構造
生産年齢人口の減少に伴い、本村の就業人口は減少し続けており、平成12（2000）年時点
で4,627人であった就業人口が、平成27（2015）年には4,025人まで減少しています。
15歳以上の人口に占める就業人口の割合（就業率）をみると、平成22（2010）年まで減
少傾向にありましたが、平成27（2015）年にかけて上昇しています。
産業別にみると、第一次産業及び第二次産業の就業者数は減少傾向にあります。また、基幹
産業である第一次産業就業者数は、平成12（2000）年から15年間で172人（17.7％）減少し、
全体の約２割を占めており、県、全国と比較すると高い割合になっています。第三次産業就業
者数は平成22（2010）年まで増加傾向にありましたが、その後、減少に転じています。

■産業別就業者数及び就業率の推移
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H12
（2000）

H17
（2005）

H22
（2010）

H27
（2015）

長野県
（2015）

全国
（2015）

就業者数（15歳以上） 4,627 4,433 4,126 4,025 1,069,860 58,919,036
増減 - ▲194 ▲307 ▲101
（増減率） - (▲4.2) (▲6.9) (▲2.4)
第一次産業 974 964 812 802 96,899 2,221,699
（割合） (21.1) (21.7) (19.7) (19.9) (9.1) (3.8)
第二次産業 1,829 1,526 1,318 1,234 304,510 13,920,834
（割合） (39.5) (34.4) (31.9) (30.7) (28.5) (23.6)
第三次産業 1,816 1,933 1,981 1,970 643,203 39,614,567
（割合） (39.2) (43.6) (48.0) (48.9) (60.1) (67.2)

就業率 70.8 67.6 62.8 65.3 59.0 53.7
出典：総務省「国勢調査」
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第４節　むらづくりアンケートの結果概要
（１）実施概要
○調査対象：15歳以上の村内にお住まいの方2,000人（無作為抽出）
○調査期間：平成30年９月７日�～�平成30年９月20日
○調査方法：郵送配付・回収
○配布・回収：

配付数 回収数 回収率
2,000 878 43.9％

（２）調査結果の概要
①むらへの愛着度
○高山村に愛着を感じているかどうか伺ったところ、「感じている」と「どちらかといえ
ば感じている」を合わせると75.7％で、「どちらかといえば感じていない」、「感じてい
ない」を合わせると4.8％となっています。
○年齢別にみると、70代、80歳以上で「感じている」方の割合が高くなっています。
○居住期間別にみると、県内の他の市町村から転入してきた人では、他と比べて「感じて
いる」の割合が低く、「どちらともいえない」の割合が高くなっています。
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②むらづくりの満足度
○むらづくりの取組みの満足度について、「満足」と「やや満足」を合わせた割合が高い
項目は、「自然の豊かさ」（76.5％）、「消防体制」（58.2％）、「ごみ処理・リサイクルの
状況」（57.9％）などとなっています。
○「やや不満」と「不満」を合わせた割合が高い項目は、「公共交通機関」（36.7％）、「企
業誘致・雇用・就労対策」（30.3％）、「商業の振興」（27.5％）などとなっています。
○回答を点数化（満足10点、やや満足５点、どちらともいえない０点、やや不満－５点、
不満－10点）し、項目ごとの平均点（満足度）を算出したところ、満足度の高い項目
には、「自然環境の豊かさ」、「消防体制」、「ごみ処理・リサイクルの状況」等が上位になっ
ています。一方、「公共交通機関」や「企業誘致・雇用・就労対策」、「商業の振興」等
の施策は、満足度が低くなっています。
○10年前に実施した調査結果と比較すると、満足度が上がった（改善した）項目は「商
業の振興」、「景観の形成」、「公営住宅の整備」の３項目のみでした。満足度が下がった
項目は、「公園・緑地の整備」、「防災・危機管理体制」、「広報・広聴活動」等となって
います。

【満足度※上位５項目・下位５項目】

満足度が高い項目 満足度が低い項目

1 自然環境の豊かさ 5.51 １ 公共交通機関 －1.67

2 消防体制 3.87 ２ 企業誘致・雇用・就労対策 －1.48

3 ごみ処理・リサイクルの状況 3.35 ３ 商業の振興 －1.08

4 学校の教育環境 2.44 ４ 工業の振興 －0.26

5 景観の形成 2.38 ５ 少子化対策（経済的支援） －0.24

【前回（H20）との比較】

満足度が上がった項目 満足度が下がった項目

１ 商業の振興 2.66 １ 公園・緑地の整備 －1.33

２ 景観の形成 0.37 ２ 防災・危機管理体制 －1.26

３ 公営住宅の整備 0.35 ３ 広報・広聴活動 －1.25

４ 学校の教育環境 －1.15

５ 観光の振興 －0.96

※満足度＝（「満足」×10点＋「やや満足」×5点＋「やや不満」×－5点＋「不満」×－10点）÷回答者数
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道路・橋の整備
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③今後力を入れるべき施策
○　�今後、むらが力を入れていくべき施策では、「公共交通機関（路線バスなど）」が
38.3％で最も高く、次いで「高齢者支援施策」（37.2％）、「医療体制」（35.6％）と
続いています。

○　�年齢別にみると、30代は「子育て環境（施設整備）」が最も高く、次いで「子育て支
援・環境整備」、「少子化対策（経済的支援）」が続いています。10代、20代では「観
光の振興」が、70代、80歳以上では「農業の振興」が上位となっています。

○　�地区別にみると、特に第５ブロックでは「公共交通機関（路線バスなど）」の割合が
高くなっています。第４ブロックでは「医療体制」が最も高く、他の地区と比べても
高い割合となっています。
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■年齢別（上位５項目）
１位 ２位 ３位 ４位 ５位

10代 公共交通機関 少子化対策
（経済的支援） 観光の振興 高齢者支援施策 景観の形成

76.5 61.8 41.2 35.3 32.4

20代 公共交通機関 医療体制 観光の振興 少子化対策
（経済的支援）

子育て支援・環境
整備

44.9 40.8 34.7 32.7 30.6

30代
子育て環境
（施設整備）

子育て支援・環境
整備

少子化対策
（経済的支援） 医療体制 公共交通機関

48.4 46.9 43.8 42.2 40.6

40代 公共交通機関 医療体制 子育て支援・環境
整備 高齢者支援施策 少子化対策

（経済的支援）
40.0 39.2 38.3 35.8 33.3

50代 高齢者支援施策 医療体制 公共交通機関 観光の振興 村道・林道・農道・
橋の整備

42.5 41.7 40.9 36.2 29.9

60代 医療体制 高齢者支援施策 公共交通機関 少子化対策
（経済的支援） 農業の振興

40.5 39.6 35.2 31.7 29.5

70代 高齢者支援施策 少子化対策
（経済的支援） 農業の振興 公共交通機関 医療体制

40.7 36.4 35.8 34.6 28.4

80歳以上 高齢者支援施策 公共交通機関 農業の振興 医療体制 少子化対策
（経済的支援）

33.0 28.6 25.3 23.1 18.7

④今後の定住意向
○　�今後も高山村に住み続けたいかどうかについて、「住み続けたい」と「どちらかとい
えば住み続けたい」を合わせると73.4％で、「どちらかといえば住みたくない」と「住
みたくない」を合わせると5.3％となっています。

○　�年齢別にみると、10代では「どちらともいえない」が４割以上で最も高くなってい
ます。70代、80歳以上では「住み続けたい」が６割以上となっています。
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第５節　高山村の特性とむらづくりの重点課題
共通の課題であるSDGsの実現に寄与するとともに、地方創生や総合戦略を強力に進めなが
ら、本村の特性や地域資源、社会情勢や地域環境の変化、これまでのむらづくりに対する村民
の評価やニーズを踏まえ、これからのむらづくりの主な課題を整理すると以下のとおりとなり
ます。

（１）若者の移住・定住促進と少子化対策の推進
多くの市町村で急速に人口減少が進む中、本村は比較的減少率が抑えられてきましたが、平
成22（2010）年から平成27（2015）年にかけて大きく減少しています。今後も人口減少が続き、
さらに15年後の令和12（2030）年には約6,000人になると予想されており、村の持続的な
発展において、移住・定住の促進や少子化対策は喫緊かつ最重要課題の一つとなっています。
村ではこれまで、移住・定住を促進するため、公営住宅の整備や空き家の利活用、新規就農
や起業支援、移住・定住に向けた各種情報提供等の取組みを推進し、県外からの移住者が増加
するなど、一定の成果を挙げてきました。また、少子化対策として、婚活イベントの開催や不
妊治療への助成拡大、産後ケアの充実のほか、保育料や学校給食費の軽減に取組むとともに、
安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進してきました。
引き続き、こうした取組みをはじめ、生活の利便性の向上や村に対する誇り・愛着の醸成、
様々な機会・メディアを通した村の魅力の発信等のさらなる推進を図るとともに、村の強みで
ある自然との共生や県庁所在地長野市へのアクセスの便利さを最大限活かした移住・定住促進
を図っていく必要があります。
さらに、若者のむらづくりへの参画やコミュニティ活動への参加促進、リーダーとして活躍
する人材育成を進めるとともに、現在生活している村民はもちろんのこと、ここで生まれ育っ
た子どもたちが、「ここで暮らしたい、ずっと住み続けたい」と思えるような、若者や子育て
世代にとって魅力あるむらづくりに重点的に取組むことが必要です。

（２）魅力ある産業の活性化と就業の場の創出
本村の基幹産業である農業は、りんご、ぶどう等の果樹栽培が中心で、早くから環境保全型
農業に取組み、また、ブランド化や加工・販売にも力を入れてきており、安全・安心でおいし
い農産物を全国に提供しています。近年は、気候や地質の特性を活かしたワインぶどうの生産
が盛んで、ワイナリーの開業も進み、ワインのむらとして他の産業との相乗効果が図られてい
ます。
一方、農業者の高齢化が進み、後継者不足から耕作放棄地が増加してきており、農業振興に
おいて後継者の確保が大きな課題となっています。
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また、移住・定住促進には就業の場の確保が不可欠であり、新規就農や起業支援と合わせて、
地場産業の活性化や企業誘致等による地元雇用の促進を図っていくことが求められています。
今後は、さらなるブランド化、６次産業化の推進や観光との連携、ICTを活用したスマート
農業※の導入支援や農業法人の設立支援等による安定的、効率的な農業経営の促進を図るとと
もに、若い世代の起業・創業支援による産業振興等を推進し、農業を核とした魅力ある産業の
活性化と就業の場の創出を図っていく必要があります。

（※スマート農業：�ロボット技術やICTを活用して超省力・高品質生産を実現する新たな農業のこと。例えば、
センサーやドローン等を活用した栽培管理や自動走行トラクター・無人草刈りロボット、
ＡＩ（人工知能）の活用による熟練技術・判断の継承などが挙げられる）

（３）美しい自然環境や立地等を活かしたにぎわいの場の創出
急峻な地形に美しい広葉樹が際立つ壮大な渓谷と滝、湧き出る温泉、樹齢100年を超えるし
だれ桜や扇状地に広がる果樹園・ワインぶどう畑など、豊かな自然と人々の営みから育まれる
美しい景観は、本村の大きな強みの一つです。平成20（2008）年に景観行政団体となり、平
成22（2010）年には「日本で最も美しい村」連合に加盟、平成26（2014）年には「志賀高
原ユネスコエコパーク」のエリア拡大に伴い、全村域が登録されています。これらは、本村の
貴重な資源であり、毎年多くの人々がその魅力にふれるために訪れています。
また、本村の近隣には、善光寺をはじめとする多様な観光資源があり、新幹線、長野自動車
道など首都圏と高速交通網で結ばれている長野市や志賀高原を有する山ノ内町、「栗と北斎」
の小布施町、「蔵の町並み」がある須坂市、県境を接する群馬県嬬恋村、草津町などがあり、そ
れぞれの特徴を活かした観光振興に広域的に取組むことで相乗効果を生むことが期待できます。
こうした本村の強みを活かし、さらなる観光客の誘致を図っていくためには、広域連携を図
りつつ、本村ならではの魅力を発掘・発信し、本村でしか体験できない着地型観光※を進める
とともに、今後ますます増加することが期待される外国人観光客への対応や、駐車場整備のほ
か、二次交通の確保や、体験・交流拠点の整備など、受入体制の充実・強化を図っていく必要
があります。
さらに、平成28（2016）年に誓約した「世界首長誓約/日本」に基づき、「気候エネルギー
自治」の確立を目指すとともに、平成29（2017）年に策定した「高山村地球にやさしい環境
基本計画」に基づき、再生可能エネルギーの活用によるエネルギーの地産地消や３Ｒの推進等
により、循環型社会の形成に向けた取組みの一層の推進を図っていく必要があります。

（※着地型観光：�旅行先となる地域が主体となって、地域の良さをアピールし、旅行プランなどを組み立て、
その地域ならではの体験等を提供する形態の観光のこと。なお、旅行会社が企画し、参加者
を連れていくものを「発地型」という）
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（４）誰もが生きがいを持って暮らせる健康長寿のむらづくり
本村の総人口は減少傾向にありますが、高齢者人口は増加し続けており、平成27（2015）
年時点で高齢化率が３割を超えています。さらに、令和７（2025）年にはいわゆる団塊の世
代が75歳以上（後期高齢者）になることから、介護などの支援が必要な高齢者が大幅に増加
することが予想されています。
こうした超高齢社会に対応していくためには、福祉サービスの充実や包括的なケア体制の強
化と併せて、「健康寿命」の延伸を図り、生涯現役や高齢者自身が支える側となるなど、活躍
できる場を創出していくことが不可欠です。
本村では、これまで「アンチエイジングの里」として、健康づくりや介護予防の取組みをは
じめ、食や生きがい、文化活動等を通じた健康長寿のむらづくりを推進してきました。
今後も、各世代の段階に応じた健康づくりを推進しつつ、一人ひとりが持つ能力や個性を最
大限発揮しながら、生涯にわたり活躍できる場の創出に努めるとともに、すべての村民が生き
がいと尊厳を持ち、自分らしく安心して暮らしていくことができるよう、様々な分野や関係機
関・団体が連携し、多様な主体が担い手となって、地域全体で見守り、支え合う支援体制の構
築、強化を図っていく必要があります。

（５）安全で利便性の高い生活環境の整備
東日本大震災以降も、地震や台風、集中豪雨、大雪等による甚大な被害が全国各地で発生し
ており、自然災害に対する不安が広がっています。このようなことから村民の防災に対する意
識が高まっています。
本村の豊かで美しい自然環境は、四季を通じて村民や観光客を楽しませてくれる地域資源で
ある一方、急峻な地形は土砂災害のリスクが高く、地震や大雨等による被害を防ぐための治山・
治水対策の充実を図るとともに、安全・安心な避難場所の確保や迅速な情報伝達、避難支援体
制の強化、情報通信網を含めたライフラインの耐震化等による減災に取組んでいく必要があり
ます。
また、むらづくりアンケートでは、公共交通機関に対する満足度が最も低く、今後、力を入
れるべき施策として公共交通機関を挙げる人の割合が最も高くなっており、最重要課題の一つ
となっています。
むらづくりアンケート後の平成30（2018）年10月にスタートした新たな公共交通サービ
スは、今後、利用状況等を踏まえ、村民の声を聴きながら、より利便性の高い公共交通システ
ムの構築を図っていく必要があります。
さらに、安全・快適な生活環境を整備していくためにも、引き続き、道路・歩道の整備や優
良な宅地、住宅の提供、自然と共生した公園等の適正な維持管理や防犯・交通安全対策を推進
していく必要があります。
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（６）次代を担う人材の育成と高山村らしい文化の継承・創造
少子高齢化や国際化、情報化の一層の進展、価値観の多様化など時代が大きく変化する中、
新たな時代を切り拓く創造性豊かな人材の育成が不可欠となっています。
本村では、高山村らしい教育として自然を活かした教育を推進しており、幼児教育では信州
型自然保育「信州やまほいく」、小中学校では「ユネスコスクール」に認定されています。また、
一村一園一校の利点を活かした保・小・中一貫した教育の推進や、地域と学校などが連携して
学校等運営にあたる「共育コミュニティ」を推進しています。
引き続き、高山村の強みを活かしつつ、一人ひとりの能力や個性を伸ばし、「生きる力」を
育む教育を推進するとともに、安全で安心して学校生活を送ることができるよう、いじめ対策
の強化や、不登校児童・生徒支援など、地域全体で学校運営を支える体制の強化を図っていく
ことが必要です。
また、本村は、俳人小林一茶が晩年頻繁に訪れた地であり、一茶ゆかりの里として俳句に関
心を持ち、親しむためのイベント等が行われているほか、郷土芸能である神楽の継承活動や、
湯倉洞窟遺跡等村文化財の保存と活用に取組むなど、高山村ならではの文化を育んできました。
今後も、地域資源を活かした高山村らしい文化活動の促進と、文化財の保護・活用を図り、
特に若い世代への関心を高めつつ、参加を促進しながら、村に対する誇りや愛着、つながりの
醸成を図っていく必要があります。

（７）持続可能な協働による地域経営の推進
人口減少や社会保障費の増大等を背景に、財政は厳しい状況に置かれており、持続可能なむ
らづくりを推進するためには、効率的かつ効果的な行財政運営に取組んでいかなければなりま
せん。
そのためには、限られた財源の中で最大限の成果を出せるよう、緊急性や費用対効果などを
十分に検討し、事業を実施するとともに、職員の資質・能力向上や適正な職員配置、柔軟で連
携した取組みが可能な組織体制など、庁内体制の強化が必要です。
また、本村では、これまでも協働によるむらづくりにより、村民をはじめ、地域団体や関係
機関、村外を含めた民間企業や大学等との連携・協力のもと、様々な分野の事業を推進してき
ました。
引き続き、村が目指す方向性や地域課題を共有しつつ、多様な主体がそれぞれの役割を果た
しながら、連携・協力して取組むことができる体制の強化を図っていく必要があります。
さらに、ふるさと納税やクラウドファンディング※等、多様な手段と創意工夫により財源を
確保するとともに、村の魅力を積極的に内外に発信し、たかやまブランドを高めていくことで、
移住・定住促進や産業の高付加価値化等による税収の拡大を図っていく必要があります。
（※クラウドファンディング：�事業運営や商品化等に向けて、インターネット等で不特定多数の人・組織から

資金調達する仕組みのこと）
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第２部　基本構想

第１節　高山村の将来像
　本村の強み、魅力は、四季折々の豊かな自然であり、気候風土を活かした特色ある産業です。
さらに、数多くの歴史資産と地域文化を有しています。全国的に人口減少が進む中、本村の特
性を伸ばし、村全体で地域課題を克服しながら、定住人口及び交流人口の増加を図っていく必
要があります。
　そこで、本村が目指す将来像を「ずっと住みたい　また訪れたい　いいね　信州高山　～自
然の恵み　豊かさ実感　幸せ実感～」と定めます。

将来像

ずっと住みたい　また訪れたい
いいね 信州高山

～自然の恵み　豊かさ実感　幸せ実感～

　本村で暮らす人、訪れる人が、大切に守り継がれてきた自然の恩恵を受けつつ、豊かさと幸
せを実感し、ずっとこの村で暮らし続けたい、また訪れてその魅力にふれたいと思えるむら、
そして、「いいね、高山村」。そんな声や思いが村内外に広がるむらを目指します。

第１章　高山村が目指す方向

黒部のエドヒガン桜

第２部

基
本
構
想
第１章
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第２節　基本目標
基本目標１　活力とにぎわいのある産業のむら
魅力ある産業を育み、相互の連携から新たな魅力や価値観が生まれ、人々が訪れる、活
力とにぎわいのあるむらづくりを目指します。

基本目標２　笑顔あふれる健康・福祉のむら
世代を超えた様々な交流と支え合いの中で、いつも笑顔があふれ、誰もが自分らしく安
心して暮らしていくことができるむらづくりを目指します。

基本目標３　豊かな自然と共生する安全・快適なむら
美しい自然の恩恵を享受しながら共に暮らし、次代に受け継ぐとともに、地域全体で安
全・安心を守り、快適に暮らせるむらづくりを目指します。

基本目標４　一人ひとりが輝く教育、文化・スポーツのむら
一人ひとりが持つ能力を伸ばし、高山村らしい文化を守り育てるとともに、スポーツに
親しむことで、それぞれの個性が輝く教育、文化・スポーツのむらづくりを目指します。

基本目標５　ともに創る参画と協働のむら
多様な主体がそれぞれの強みを活かし、知恵と「ずく」を出し合いながら、ともに村の
未来を創っていく参画と協働のむらづくりを目指します。
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基本目標１　活力とにぎわいのある産業のむら
（１）農業
　りんご、ぶどうをはじめ、安全・安心で高品
質な農産物のブランド化や６次産業化、圃場整
備等生産基盤の整備・充実やＩＣＴの活用等を
推進し、より一層、高付加価値や生産性の向上
を図ることで、生業として魅力のある競争力の
高い農業の推進を図ります。
　また、商工業や観光業と連携し、地元農産物
を美味しく食することができるにぎわいの場の
創出や観光農業・ワイナリー見学等のツーリズ
ムの推進、地元農産物を活用した特産品の開発・販売等、地産地消及び販路拡大を推進し、農
業を基軸とした活力ある産業振興を図ります。
　さらに、経営の安定化支援や農業法人化の促進、新規就農支援等を通して後継者や担い手の
育成・確保に努めるとともに、耕作放棄地対策や獣害防止電気柵の安定した維持管理などを推
進し、本村の基幹産業である農業の持続的な発展に取組みます。

（２）林業
　村域の85％を占める森林が将来にわたって健全な状態で維持・管理されるよう、林業施業
者の育成・確保に努めるとともに、林道や作業道の適正な維持管理を図り、森林整備計画に基
づく除間伐等の森林施業と木材の有効利用を促進します。
　また、新たな森林管理システムの導入により、適切な経営や管理を行うための林業経営の集
積・集約化を進めます。
　さらに、国土の保全や水源のかん養、二酸化炭素の吸収など、森林の持つ多面的機能を図る
ため、村民との協働による、里山の保全やレクリエーション、憩いの場としての活用など森林
の保全と総合的利用に努めます。

（３）商工業
　商工会をはじめ関係団体等と連携し、各種融資制度の活用促進や経営相談支援の充実を図る
とともに、優れた人材の育成・確保に努め、地元企業の経営の安定化と村内商業機能の維持・

第２章　施策の大綱

就農体験
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強化を図ります。
　また、異業種交流や情報交換等の場の創出により、地元企業が持つ技術・サービス等を活用
した新たな価値の創造及び商品化・販路拡大等に努めます。

（４）観光
　本村が誇る豊かで美しい自然環境や景観・温
泉・歴史・文化を活かした観光振興を図るため、
それぞれの魅力を引き出す観光資源の整備・保
全を推進するとともに、様々な媒体・機会を捉
えてその魅力の効果的な発信に努めます。
　また、本村の観光振興を牽

けん
引する人材の育成・

確保に努め、観光協会など関係団体と連携し、
農業者や商工業者の協力を得ながら、本村の魅
力を体験できる着地型観光を推進するととも
に、観光拠点となるにぎわいの場の創出や駐車場の整備、二次交通の確保や多言語化対応など、
外国人観光客誘致を含めた受入れ体制の整備・充実に取組み、交流人口の拡大を図ります。
　さらに、周辺自治体との連携により、それぞれが持つ魅力や機能を活かし、相乗効果を発揮
する広域観光を推進します。

（５）雇用・就労対策
　働きがいを感じ、安心して働くことができるよう、関係機関や周辺自治体と連携し、能力開
発支援や就労機会の拡充に努めるとともに、村内企業・事業所の労働環境の整備充実に向けた
啓発を図ります。
　また、地元企業の振興及び雇用促進、本村の特性を活かした優良企業・事業所の誘致や起業・
創業に対する支援等により、新たな就労・雇用の場の創出を図り、特に若者の働く場の確保に
努めます。

信州高山ヒルクライムチャレンジ
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第２部　基本構想

基本目標２　笑顔あふれる健康・福祉のむら
（１）健康づくり・医療
　村民一人ひとりが「自分の健康は自分で守る」
という健康管理意識を高め、健康に関する正し
い知識の普及啓発と適正な生活習慣の定着を支
援するとともに、自主的な健康づくりの活動を
促進するため、ＹＯＵ游ランドや体育施設等の
充実及び利用を促進するなど、健康づくりに対
する環境の整備を図ります。
　また、母子保健、思春期保健や特定健康診査・
特定保健指導など各世代の健康課題に応じた保健事業の充実や、こころの健康づくりの推進を
図るとともに、保健・福祉・医療の連携を強化します。
　さらに、村民の医療ニーズの高度化・多様化に対応した医療体制の確立のため、施設の充実
を図るとともに、関係機関と連携して救急医療体制の確保に努めます。

（２）少子化対策・子育て支援
　結婚や出産を支援するため、出会いの場の創出や安心して妊娠や出産ができる環境を整える
とともに、妊娠期から子育て期まで切れ目のない一貫した相談支援を行うことができる体制づ
くりに努めます。
　また、安心して子育てができるよう、子育て支援サービスの充実や仕事と子育ての両立の支
援、遊具施設等を含む多様な交流の場の充実や、子育てにかかる経済的負担の軽減を図るとと
もに、子育ての悩み・不安を抱える親の居場所づくりや支え合いの充実など、地域全体で子ど
もを見守り育むことができる地域づくりを推進します。

（３）高齢者施策
　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らして
いくことができるよう、住まい・医療・介護・
予防・生活支援を一体的に提供できるよう地域
包括ケアの充実を図るとともに、多様な主体に
よるきめ細かな生活支援サービスの提供や、地
域全体で一人暮らし高齢者等を見守り支える体
制の構築と強化を図ります。
　また、生涯にわたり生きがいを持ち、活躍で

水中運動教室

� 憩いの場�寄ったい市場
� （保健福祉総合センターふれあい広場）
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きる地域社会の実現に向けて、地域活動やボランティア活動等への参加促進や就業機会の拡大、
居場所づくりや役割の創出など、高齢者の社会参加を促進する環境づくりを進めます。

（４）障がい者施策
　障がいのある人もない人も、お互いに支え合い、地域で生きいきと明るく豊かに暮らしてい
ける社会の実現を目指し、「高山村障がい者計画」の基本理念となる「すこやかに安心して暮
らせる村をめざして」を推進するため、本計画の主要施策「１．地域でともに生活する　２．
社会的自立を推進する　３．安心・安全な暮らしを守る　４．生活の質を向上する　５．心の
障壁を取りのぞく」に沿って、総合的に障がい者施策を実施します。

（５）地域福祉・社会保障
　「地域共生社会」の実現に向けて、社会福祉協議会をはじめ、民生児童委員、ボランティア
団体などの関係団体と連携・協力し、身近な地域における多様な主体による支え合い活動や見
守り活動等を促進するとともに、買物弱者対策の地域課題の解決に努めます。
　また、多様化・複雑化する課題に対応できるよう、専門的な人材の確保に努め、保健、医療、
福祉、教育、労働等の各分野が連携し、一人ひとりに寄り添った包括的な支援ができる体制の
構築、強化を図ります。
　さらに、すべての村民が健康で文化的な暮らしを営み、安心して生活を送ることができるよ
う、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度等の各種医療保険や、生活保護等の社会保
障の充実のため、適正な運用に努めます。
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第２部　基本構想

基本目標３　豊かな自然と共生する安全・快適なむら
（１）土地利用・景観
　ユネスコエコパークの理念に沿って、自然と共生した生活環境の確保と地域の均衡ある発展
に向けて、調和のとれた計画的かつ弾力的な土地利用を推進します。
　また、松川渓谷の滝や紅葉、扇状地に広がる果樹・田園地帯など本村の四季折々の美しい自
然景観を守り次代に伝えていくため、村民の景観意識の高揚及び協力を得ながら、ホタルやし
だれ桜をはじめとする景観資源の保護など、地域と村が一体となって高山村らしい特色ある景
観の保全・育成に努めるとともに、「日本で最も美しい村」連合に加盟する本村の魅力を積極
的に発信していきます。
　さらに、農業関連団体と連携を図りながら耕作放棄地の解消に努めるとともに、増加する空
き家の活用促進及び適正管理や、本村の山里の原風景の保全に努めます。

（２）環境保全・循環型社会
　自然と共生するむらとして、本村の貴重な地域資源である豊かな自然環境を守り、次世代に
受け継ぐため、村民の環境に対する意識を醸成しながら、環境保全活動の活性化と、適正な森
林の保全を図るとともに、不法投棄などの防止に向けた啓発活動や監視体制の強化に努めます。
　さらに、「気候エネルギー自治※」の確立を目指し、再生可能エネルギーの活用によるエネ
ルギーの地産地消など、循環型社会の形成に向けた取組みを推進するとともに、３R運動の推
進やごみの分別徹底のための啓発活動、広域的連携による安定的なごみ処理体制の充実に努め
ます。

（※気候エネルギー自治：�エネルギーの地産地消、温室効果ガスの大幅削減、気候変動などの適応を一体の地
域の課題として捉え、地域で方針を決め、地域で取組んでいくこと）

（３）道路・公共交通
　安全で快適な道路環境を目指して、急峻で狭
隘な県道の拡幅改良の整備や均衡ある地域の発
展及び産業振興に寄与する広域道路網の整備に
ついて、関係機関に対する積極的な働きかけを
行います。
　また、生活路線等の計画的、効率的な維持管
理と長寿命化を図るとともに、冬期間の安全な
交通確保のため、除雪機械の更新や除雪体制の
一層の充実に努めます。 公共交通の充実
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　さらに、村民と村が共同して公共交通の重要性を再認識し、住民ニーズの把握とともに、路
線バスとデマンド交通による効率的かつきめ細かな運行を図り、バス共通ICカード等の活用に
より利用を促進し、利便性の高い持続可能な公共交通システムの構築に努めます。

（４）住宅・宅地・公園
　多様化する住宅ニーズへの対応と定住促進に
向けて、快適でゆとりある優良な住宅・宅地の
整備や村営住宅の整備と適正管理により、魅力
的な居住環境の確保を図るとともに、耐震化な
ど安全で安心して暮らせる住環境の整備を促進
します。
　また、増加する空き家の状況を把握しその適
正管理を促進するとともに、空き家バンク事業
等を活用しながら、所有者及び地域住民とその
利活用について協議、検討し、移住・定住促進やコミュニティ・交流の場、起業支援等への有
効活用を図ります。
　さらに、村民の憩いの場や、子どもたちの遊び場としての公園の充実及び適正管理に努めま
す。

（５）上下水道
　安全な飲料水の安定供給に向けて、水道事業における中長期的な計画「高山村水道ビジョン」
により、施設の老朽化への対応や耐震化、水源の保全等、水道施設の整備を計画的に推進しま
す。
　また、下水道への接続や合併処理浄化槽の設置を促進し、美しい河川や用水の保全を図ると
ともに上下水道事業の健全な財政運営に努めます。

（６）治山・治水
　地震や台風、大雨等による土砂災害や水害を未然に防ぐため、関係機関や関係団体と連携し、
河川の整備や急傾斜地崩壊危険箇所等の改良を図るとともに、土砂の崩落防止や森林の保全機
能の適正管理を促進します。
　また、村民との協働による河川・用排水路の維持管理及び保全の推進を図ります。

（７）危機管理・消防・防災体制
　村民の防災・危機管理意識の醸成や、ハザードマップ等の作成・配布により、必要な知識の
普及啓発を図るとともに、さまざまな災害や被害を想定した訓練の実施、備蓄品の確保など平

村営住宅（山田保育園跡地）
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第２部　基本構想

時からの備えを促進します。
　常備消防については、広域消防体制のさらな
る充実を図るとともに、非常備消防については、
女性も含めた消防団員の確保育成に努めるな
ど、時代に即した消防団活動を促進し、災害時
における迅速な情報収集及び適切な情報伝達が
できる体制・設備の整備に努めます。
　また、災害想定のもと、要配慮者の把握や避
難支援体制の構築、安全な避難場所・避難経路
の設定とともに、村民への周知徹底に努め、災害時における迅速かつ適切な行動と安全確保に
努めます。
　さらに、安全な避難生活と生活基盤の復旧・復興等に向けた国・県との連携及び他自治体や
民間企業等との連携・協力体制の構築、強化を図ります。

（８）交通安全・防犯・消費者対策
　交通事故のない安全・安心な地域づくりをめざし、警察や交通安全協会等と連携した交通安
全教育・啓発活動を推進し、村民の交通安全意識の高揚に努めます。
　また、警察や地域見守り隊等と連携し防犯体制を強化するとともに、村民の防犯意識の高揚、
防犯街路灯の設置など犯罪のない安全な地域づくりを推進します。
　さらに、関係機関と連携のもと、消費生活相談体制の充実や啓発活動の推進を図り、より安
全で安心した消費生活の確保など消費者対策に努めます。

総合防災訓練
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基本目標４　一人ひとりが輝く教育、文化・スポーツのむら
（１）保育園・学校教育
　子どもたちが「生きる力」を身につけ、個性
や創造性を伸ばし、次の世代を担う人材として
成長することができるよう、保育園から中学校
まで一貫した教育のもと、知・徳・体のバラン
スのとれた人材の育成に加え、夢と志を持って
可能性に挑戦するために必要な力を育みます。
　また、本村の強みである豊かな自然を活かし
た「ユネスコスクール」や食育の推進、国際教
育・情報教育など時代の要請に応じた教育を推
進し、次代を担い、活躍する人材の育成を図るとともに、「共育コミュニティ」を推進し、地域・
家庭との連携・協働による開かれた信頼される学校運営を図ります。
　さらに、子どもたちが安全に安心して学校生活を送ることができるよう、学校施設・設備の
整備や教職員の資質向上など教育環境の充実を図るとともに、いじめ対策や不審者対策、防災
教育など、子どもたちの安全・安心の確保に向けた取組みを推進します。

（２）地域教育・家庭教育
　地域における様々な体験・交流活動を通して、郷土への愛着や誇り、社会性を育み、地域と
の信頼関係や地域での居場所づくりに努め、村民総ぐるみで子どもたちを守り育てる地域づく
りを推進します。
　また、家庭における基本的な生活習慣の習得や学習習慣の定着、自己肯定感や道徳心の醸成
など地域や家庭における教育を支援します。

（３）生涯学習・文化活動
　生涯学習や文化活動の拠点となる公民館の図書室やホールなどの機能の充実を推進するとと
もに、指導者の確保に努め、住民ニーズや地域特性を活かした講座、世代に応じた学習プログ
ラムの充実に努めます。
　また、文化祭などイベントの充実や文化協会など関係団体の自立的活動の支援、学習で得た
技能や知識などの成果を活用する場の確保を図ります。

（４）スポーツ・レクリエーション
　年齢や体力等に応じ、生涯を通じてスポーツに親しむことができる環境づくりに向け、既存

保育園運動会
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第２部　基本構想

スポーツ施設の充実や有効活用を図るとともに、体育協会や総合型スポーツクラブ、各種スポー
ツ団体・クラブの活動支援、指導者の育成・確保に努めます。
　また、各種スポーツイベント・大会等の開催及び参加促進を図り、スポーツに親しむきっか
けづくりに努めます。
　さらに、YOU游ランドの設備・機能の充実と合わせ、老若男女を問わず誰もが楽しく遊び、
交流することができるレクリエーション活動の充実に努めます。

（５）文化財
　地域の貴重な文化財の保護・保存に努めると
ともに、一茶ゆかりの里一茶館や歴史民俗資料
館での展示や教育活動での活用など、様々な分
野での有効活用を図ります。
　また、地域に伝承されてきた神楽などの郷土
芸能やどんど焼きなどの伝統文化を継承してい
くため、様々な機会や媒体を活用し、村内外に
その存在や魅力を伝えていくとともに、伝承活
動の活性化を図ります。

（６）交流活動
　労働や学習活動などによる訪日外国人の転入が増加し、多文化共生の意識の醸成を図るほか、
他自治体をはじめとする地域間交流、海外留学やホームステイなどによる国際交流活動、産学
官の連携など、様々な交流活動の活性化を図り、これらの活動や体験を通して地域の文化や魅
力、それぞれが持つ価値観の違い等を理解し、認め合う地域づくりを推進します。
　また、各種イベントや地域活動などの様々な機会を活用し、同世代や異世代、村出身者、観
光客等が集い、交流できる機会を創出します。

地域に伝承されてきた神楽
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基本目標５　ともに創る参画と協働のむら
（１）情報発信・プロモーション
　広報紙や村ホームページ等を活用し、むらづくりにかかる各種情報の周知や情報公開を推進
します。
　また、本村の魅力を広く効果的・戦略的に伝えていくために、クラウドファンディングの活
用や自治体ＣＩ※の導入、メディアとの連携、各種イベントの開催やＳＮＳの活用を図り相乗
効果を狙った戦略的なプロモーションを推進します。

（※自治体ＣＩ　�ＣＩ（コーポレート・アイデンティティ）は、企業の理念や特性、独自性を統一したイメー
ジやデザインで表現し、あるいはわかりやすいメッセージで社会に発信することで存在価値
を高める企業戦略を意味する。自治体ＣＩとは、その考え方をまちづくりに応用するもの）

（２）コミュニティ活動・協働
　地域の連帯感やつながりを醸成し、相互が支
え合いながら暮らす地域づくりを推進するた
め、各自治区における地区振興計画の策定支援
や地域リーダーなど、人材の発掘・育成、活動
内容の周知等による参加促進、活動拠点となる
施設の充実及び地域での自主管理と運営等への
支援に努めます。
　また、村民、地域活動団体、事業所、行政等
の多様な主体による協働のむらづくりを推進す
るため、村が目指す施策の方向性や地域課題を共有するための情報発信や意見交換の場の充実
を図ります。
　さらに、様々な協働の形態やそれぞれの主体が持つ役割、事業実施に向けた手順等を明確化
するなど、協働のしくみを構築し、様々な分野での連携・協力を図り、地域活動の活性化に努
めます。

（３）人権・男女共同参画
　あらゆる差別のない地域社会を目指し、地域・学校・事業所をはじめ関係機関などと連携し
ながら、あらゆる人権を尊重し、人を思いやる心を醸成することができる人権教育や啓発活動
を推進します。
　また、人権擁護委員や民生児童委員と連携し、人権問題に関する相談体制の充実を図ります。
　さらに、男女が職場・地域・家庭においてお互いに認め合うとともに、一人ひとりの個性と

ホタル学習教室
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第２部　基本構想

能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に向けて、男女が対等なパート
ナーとして意見を出し合い、共に固定概念を改めながら積極的に地域社会づくりを推進し、誰
もが参画しやすい地域組織の形成を図るとともに、男女間の暴力の根絶に向けた取組みを推進
します。

（４）行財政運営
　多種・多様化する住民ニーズに的確に応えることのできる行財政運営を推進するため、柔軟
かつ効率的な組織づくりや職員の定員管理・適正配置、職員のさらなる能力向上と意識改革等
に取組むとともに、指定管理者制度など民間活力の導入や、広域的な課題の解消に向けた周辺
自治体との連携による広域行政を推進します。
　また、限られた財源を有効活用するため、
費用対効果に配慮しながら質の高い事業の
実施や情報通信技術の活用等による事務の
効率化を図るとともに、多様な方法による
財源の確保に取組み、健全な財政運営に努
めます。
　さらに、社会・経済情勢の変化に適正に
対応し、人口減少抑制対策を積極的に進め
るとともに、情報公開を推進します。

村民参画（地区懇談会）

第２部
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第３部 基本計画
基本目標１　活力とにぎわいのある産業のむら

基本目標２　笑顔あふれる健康・福祉のむら

基本目標３　豊かな自然と共生する安全・快適なむら

基本目標４　一人ひとりが輝く教育、文化・スポーツのむら

基本目標５　ともに創る参画と協働のむら
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基本目標１�
� 活力とにぎわいのある産業のむら

１－１　農業
１－２　林業
１－３　商工業
１－４　観光
１－５　雇用・就労対策
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第３部　基本計画

１－１　農業

施策の現状と課題

○�農業を取り巻く環境は、厳しい市場環境に置かれるとともに、農業者の高齢化や担
い手不足が課題となっています。一方で、農産物の品質に対する評価は高く、また、
農業・農村が有する多面的な機能が見直されるなど新たな魅力が認識され、若手の
新規就農者も増加しています。
○�本村は、りんごやぶどうの果樹を中心とした農業が基幹産業であり、高品質な農産
物の生産が行われています。近年ではワイン用ぶどうの生産拡大及びワイナリーで
の加工・販売が進められているほか、地力増進施設を中心とした環境保全型農業を
推進するなど、付加価値の高い農業に取組んでいます。
○�美味しくて安全な農産物の生産に向けた取組みを推進するとともに、海外市場も視
野に入れた販路の拡大やブランド化、加工等による高付加価値化をさらに図り、生
業として魅力ある競争力の高い農業の推進を図っていく必要があります。
○�農業者の高齢化や担い手不足等により、農家数、農家人口、経営耕地面積のいずれ
も減少傾向が続いています。本村の農業の持続的な発展や耕作放棄地の解消のため
にも、新規就農促進等による担い手の確保や先端技術導入等による生産負担の軽減
に取組んでいくことが求められています。

第３部

基
本
計
画
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関連データ

項　目 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 資料出所
農家数 857戸� 804戸 810戸 799戸 746戸

農林業センサス農家人口 3,732人� 3,457人 3,250人� ― ―
基幹的農業従事者数 718人 825人 998人 906人 718人

項　目 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年 平成30年 資料出所

農地面積 626ha� 625ha� 637ha� 629ha� 629ha� 農林水産省作物統計
耕作放棄地面積 118ha� 121ha� 67ha� 76ha� 36ha� 農業委員会調
土地利用型作物※（計） 2,887a� 4,276a� 5,505a� 7,118a� 8,355a�

農政係調
内訳

ワイン用ぶどう 1,900a� 2,400a� 2,660a� 4,000a� 5,200a�
そば 684a� 1,672a� 2,454a� 2,634a� 2,662a�
麦 224a� 62a� 167a� 122a� 104a�
大豆 79a� 142a� 224a� 362a� 389a�

※機械化などにより、大規模栽培が可能な作物

施策が目指す姿
○農産物のより一層の高付加価値化と生産性の向上を図り、生業として魅力ある競争力の高い
農業を目指します。
○美味しくて安全な農産物をより多くの人に食してもらうことができる場や機会を増やします。
○本村の農業に魅力を感じ、誇りをもって農業に従事する担い手を増やします。

成果指標

指　標 基準値
（年度）

目標値
（年度） 根拠資料等

農業産出額 20億7千万円
（H29）

21億1千万円
（R6）

農林水産省「市町村別農業産出額（推
計）」（基準値）

新規就農者数 19人
（H27-H30）

12人
（R2-R6） 農政係調

耕作放棄地面積 36ha
（H30）

33ha
（R6） 農業委員会調
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第３部　基本計画

主要施策

（１）農産物のブランド化と販路拡大
　本村の安全で高品質な農産物のブランド化をさらに推進するとともに、プロモー
ションの強化や地産地消、新たな販路の開拓と拡大を図ります。

施　策 概　要
りんご・ぶどう等のブランド化の
推進

高品質な品種の導入やブランド化とともに、既存ブランドの品質の確保と生産
量の拡大を推進します。

安全・安心な農業の推進 ユネスコエコパークの理念に基づき、地力増進施設を活用した環境保全型農業
を推進するなど、安全で安心な農作物の生産を促進します。

プロモーションの強化 様々な媒体や機会を活用し、本村の安全・安心で高品質な農産物を効果的にＰ
Ｒします。

地産地消の推進 直売所の拡充や村内での流通・販売促進、学校給食での活用など、地元農産物
の地産地消を推進します。

（２）農業を核とした産業連携の推進
　基幹産業である農業を核とした他産業との連携や6次産業化等による産業振興を図
ります。

施　策 概　要

観光農業の推進 観光客が農産物の収穫や栽培、加工等を体験し、味わうことができる観光農業
を推進します。

加工品・特産品の開発・販売促進
への支援 地元農産物を使用した加工品・特産品の開発や販売促進の取組みを支援します。

飲食店等における地元農産物の提
供の促進

村内飲食店や旅館等において、地元農産物を使った料理の提供を促進し、その
美味しさを知っていただく機会を創出します。

直売所の充実と６次産業化の推進 農産物・特産品の販売拠点となる直売所の拡充を図るとともに、6次産業化を
推進します。

第３部
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（３）ワイン振興の推進
　ワイン用ぶどうの栽培及びワイン醸造基盤の整備を推進するとともに、ワインに親
しむ機会や文化の醸成を図ります。

施　策 概　要

ワイン用ぶどう生産者の支援 ワイン用ぶどうの生産量の拡大及び品質の向上を目指す取組みを支援します。

ワイナリー人材の育成・確保 ワイナリーを営む人材の育成・確保を図るとともに、醸造技術の向上を目指す
取組みを支援します。

ワイン関連イベントの開催 関係団体等と連携し、ワイン関連イベントの開催を支援し、知名度向上と消費
拡大を図ります。

ワイン文化の醸成 日常生活においてワインに親しむ文化の醸成を図ります。

人材養成機能を有する中核的ワイナリー

（４）担い手の育成・確保
　新規就農者や認定農業者等への支援の拡充を行うとともに、農業法人化に向けた取
組みへの支援を行うことにより、農業の担い手の育成・確保を図ります。

施　策 概　要

認定農業者等への支援の充実 認定農業者制度等を活用し、意欲ある担い手の育成・確保を図ります。

新規就農に対する支援の充実 新規就農者が定住するための環境整備を進めるとともに、新規就農者を指導・
支援する里親の育成・確保を図ります。

農業法人化に向けた支援 農業生産団体等の法人化を促進するとともに、新たな担い手となる民間企業等
の農業参入を支援します。

生産者の負担軽減のための取組み 高齢化が進む生産者の負担軽減に向け、農作業の受委託等の促進や農業機械等
の導入支援等の取組みを推進します。
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第３部　基本計画

（５）農業生産基盤の充実
　農業生産基盤の計画的な整備や農地の流動化を図るとともに、ICT（情報通信技術）
等を活用した農業生産の導入促進を図ります。

施　策 概　要
農業生産基盤の整備及び適正
管理

農道や用排水路、圃場整備等の農業生産基盤の計画的な整備を推進するとともに、
生産者や農業関係団体と連携し、農業生産基盤の適切な維持管理を推進します。

ＩＣＴを活用したスマート農
業の導入促進 ＩＣＴや先端技術等を活用し、高品質で効率のよい農業の推進を図ります。

農地の集積及び耕作放棄地対
策の推進

耕作者の実情等を把握しながら、農地の流動化による担い手等への優良農地の集積
を進めるとともに、高齢者でも農業を続けることができる負担の少ない農作物への
転換など、耕作放棄地の発生予防を図ります。

有害鳥獣対策の強化 有害鳥獣による農作物被害を防止するため、防除用機器の購入や電気柵の設置を促
進するとともに、地域での被害防止活動を支援します。

気象観測機器を利用したスマート農業の推進

第３部
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（６）畜産の振興
　畜産物のブランド化等により、畜産農家の経営の安定化と販売拡大を図るなど畜産
振興に努めます。

施　策 概　要

畜産経営の安定化支援 畜産農家及び関係機関と連携し、作業の省力化、コスト削減など経営の安定に向け
た支援の充実を図ります。

後継者の育成と担い手確保 消費者ニーズに対応した特徴ある畜産物の生産維持とブランド化を推進し、後継者
の育成や新規就農者の確保に努めます。

畜産物の地産地消及び6次産
業化の推進

畜産農家が主体となって行う経営の多様化を支援するとともに、村内での消費拡大
を推進することにより、6次産業化の取組みを促進し、畜産農家の所得向上や地域
の活性化を図ります。

山田牧場の振興 山田牧場での安定的な経営に向けた畜産振興を図るとともに、観光と連携した活用
を図り、魅力ある農村風景の保全と畜産への理解の醸成に努めます。

畜産振興を図る山田牧場
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第３部　基本計画

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民
・村内産の農畜産物を購入する等、地産地消を推進します。
・村内産の農畜産物に誇りを持ち、村内外でその良さをＰＲします。
・地域振興や農村景観の保全のための協働の取組みに参加します。

関係機関・団体

・認定農業者の育成及び新規就農者への指導・支援を行います。
・農業生産基盤の適正な維持管理や有害鳥獣対策を行います。
・農商工等異業種間交流・産学官交流による新商品・特産品の開発を
推進します。
・法人化の推進に向けた農作業の標準化（マニュアル化）と計画的な
事業を推進します。
・農作業の受委託や省力栽培技術等の普及を図り、高齢化する農業者
の営農を支援します。
・環境保全型農業の推進により農産物の付加価値をさらに高めるとと
もに、地産地消を推進します。
・観光業と連携した体験型農業の受入体制の整備に努めます。

企業（農家）・事業
所等

・品質の高い農産物の生産に取組みます。
・耕作放棄地の解消や美しい農村景観の保全に協力します。
・村内産の農畜産物の加工販売を展開する等、6次産業に参画します。
・生産性の向上に向け農道・水路の整備及び維持管理に努めます。
・新規就農者などの担い手の育成に努めます。
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１－２　林業

施策の現状と課題

○�森林には、村土の保全や水源のかん養、保健・レクリエーション機能、木材をはじ
めとする林産物の供給など私たちの暮らしを支える働きをはじめ、多種多様な生き
物の生息・生育する場の提供、さらには、地球温暖化の防止など多様な機能があり、
健全な維持管理を図っていく必要があります。
○�有害鳥獣による農作物被害や村民の生活を守るために、その接点となる緩衝帯をは
じめとする森林の整備が求められています。
○�森林資源の維持を図るため、松くい虫被害防除対策や生物害防除、下草刈り等を行
うとともに、民有林間伐に対する費用負担の軽減や村有林の計画的な間伐を実施し
ています。また、観光資源である森林箇所を保全するための整備を進めています。
○�みどりの少年団の育成強化及び活動促進を図るとともに、中学生を対象としたキノ
コの駒打ち体験学習等を通じ、林業に対する理解の醸成を図っています。
○�多くの森林所有者は小規模で分散した森林を抱え、林業経営の意欲が低下している
ことや、不在村者が所有する森林や所有者不明森林の増加が課題となっています。
○�多面的機能を有効に発揮させるため、健全な森林の維持管理を図るとともに森林資
源のさらなる有効活用に向けた取組みを推進していく必要があります。

関連データ

項　目 H22 H26 H30 資料出所

林道延長 52.341㎞ 52.341㎞ 52.341㎞ 林道台帳

要間伐林内間伐実施面積 100.80ha 111.51ha 107.09ha 森林組合実績
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第３部　基本計画

施策が目指す姿
○森林を将来にわたって活用するため、森林の適正な整備・管理を図ります。
○水源のかん養や観光、健康づくり等、森林の多様な公益的機能の活用を推進します。
○森林や村産材に対する理解を促進し、多面にわたり利活用を図ります。
○森林環境譲与税による、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森
林整備及びその促進を図ります。

成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

要間伐林内間伐実施面積 107.09ha 116ha 森林組合

新規林業従事者数 3人 4人 林務地籍調査係調

主要施策

（１）計画的な森林整備の推進
　計画的な間伐や林業生産基盤の整備等を推進し、森林資源の健全な維持・管理に努
めます。

施　策 概　要

計画的な間伐の促進
計画的に村有林の間伐等を実施するとともに、民有林の間伐事業の促進を図るため、新
たな森林管理システムを活用し、森林所有者の費用負担の軽減や森林経営に対する支援
を行います。

林業生産基盤の整備 伐採等の作業の効率化を図るため、生産基盤となる林道及び作業道の整備を推進します。

地籍調査の実施 山林の地籍調査事業の推進により、自己所有山林に対する管理意識の啓発を図ります。

第３部
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（２）林業の担い手の育成・確保
　林業従事者の育成・確保に向けた包括的な取組みを推進します。

施　策 概　要
従事者確保のための取組みの推進 関係団体等と連携し、林業従事者の育成・確保に向けた取組みを推進します。
林業従事希望者への支援 本村での林業従事を希望する者に対し、情報提供など包括的な支援を行います。

林業体験学習等の実施 児童生徒に対し、体験学習など林業に対する理解を深めるための取組みを推進
します。

安全な使用のためのチェーンソー講習会

（３）森林・村産材の活用促進
　村産材の地産地消を推進するとともに、森林が持つ多様な公益的機能の活用を促進
します。

施　策 概　要

村産材の地産地消の推進 村産材の地産地消を推進するため、公共施設等への村産材の利活用や薪、木質
ペレット等の木質バイオマスストーブの普及を図ります。

再生可能エネルギーの普及・活用
組織化の推進

バイオマス燃料など森林資源を活用した再生可能エネルギーを普及・活用する
ための組織化を推進します。

森林を活用した観光資源の整備 広葉樹の植栽や遊歩道等の整備等、自然・森林を活用した観光資源の整備を推
進します。

森林の公益的機能に対する理解促
進

森林を利用した環境教育の場の拡充を図り、森林の公益的機能の維持に林業が
果たす役割への理解を促進します。

村産材を利用した薪ストーブ
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第３部　基本計画

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民

・村内の森林や木材に対する意識と関心を高めます。
・木質バイオマスストーブの燃料として村産材や木質ペレットを積極
的に使用します。
・森林所有者は森林の適正管理と保育に努めます。
・チェンソー講習会に参加し、安全な伐採作業に努めます。
・森林を活用したツアー等に参加します。

関係機関・団体

・施業の共同化や作業受委託の推進に努めます。
・高性能機械の導入等により経営の体質強化を図ります。
・林道や作業道の整備促進と維持管理に努めます。
・林業技術の普及・指導及び森林の活用促進に努めます。
・森林整備に関するＰＲを行います。
・森林を活用した体験型交流の推進に努めます。
・市場価値の高い木材への樹種転換を推進します。

企業・事業所等 ・林業の事業活動に対し協力します。 第３部

基
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１－３　商工業

施策の現状と課題

○�大規模商業施設や専門店、通信販売での購入志向が高まり、地域の商店は厳しい事
業環境に置かれています。また、後継者が確保できず廃業する事業者も見られます。
○�村では、県の制度にかさ上げする融資制度の実施や関係団体等との連携による研修
会を行い、中小企業等の経営を支援するとともに、商工会が実施するプレミアム付
き商品券発行事業への支援等を通じて村内消費者への消費喚起を図っています。
○�本村の特産品として「高山村産ワイン」の認知度が向上するなかで、本村が誇る農
産物や畜産物を活用した新たな特産品を開発するとともに、生業としてのブランド
化や販売ルート・拠点の拡大を図っていく必要があります。
○�工業では、人材不足やコスト面から生産拠点の海外移転が進んでおり、本村におけ
る大規模な工場等の誘致は厳しい状況にあります。
○�特産品の加工・製造工場の誘致や創業支援のほか、村内事業所の事業承継支援など、
時代の変化等に対応した工業振興を図っていく必要があります。

関連データ

項　目 H22 H24 H28 資料出所
工業事業所数（製造業） 37事業所 35事業所 38事業所 工業統計調査（H22）経済

センサス－活動調査（H24・
H28）

工業従業者数 632人 579人 754人
年間製造品出荷額等 129億1千万円 137億5千万円 220億円

項　目 H19 H24 H28 資料出所
商店数（卸売・小売業） 45店 43店 42店 商業統計調（H19）・経済セ

ンサス－活動調査（H24・
H28）

商店従業者数 229人 190人 213人
年間商品販売額 43億3千万円 53億9千万円 41億7千万円
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第３部　基本計画

施策が目指す姿
○村内企業・事業所の安定的な経営を支援します。
○高山村らしさを活かした特産品の開発やブランド化とともに企業誘致、創業支援等を通じて
商工業の振興を図ります。
○観光業とともに村内外の多くの人々が集い、交流できる「にぎわいの場」の創出を推進しま
す。

成果指標

指　標 基準値
（H28）

目標値
（R6） 根拠資料等

年間商品販売額 41億7千万円 50億円
経済センサス－活動調査

年間製造品出荷額等 220億円 230億円

主要施策

（１）経営の安定化に向けた支援の充実
　関係団体等と連携し、村内企業・事業所の経営の安定化に向けた支援の充実を図り
ます。

施　策 概　要
各種融資制度の充実及び
利用促進

国・県の制度を活用しつつ、経営の安定化に向けた各種融資制度の充実及び利用促進を
図ります。

経営相談支援の充実 関係団体等と連携しながら、経営相談の実施や事業主に対する講習会の開催を行います。
事業承継及び人材確保・
育成に向けた支援

関係団体等と連携しながら、事業承継支援や従業員の確保・育成に向けた支援を行いま
す。

村内消費の拡大促進 プレミアム付き商品券の発行事業の支援等により地元での買い物を促進し、村内消費の
拡大を図ります。

村内消費拡大のためのプレミアム付商品券
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（２）高山村らしさを活かした商工業の振興
農畜産物等の加工や特産品の開発、ブランド化を活かした商工業の振興を図ります。

施　策 概　要

特産品の開発・ブランド化の推進 農畜産物や村産材等を活用した特産品の開発及びブランド化を推進します。

企業誘致、創業支援 農畜産物の加工や特産品の製造を行う企業等の誘致のほか、高山村らしさを
活かした創業支援等を推進します。

特産品等を提供する商業施設の拡大 村内農畜産物や加工品等を味わったり、購入したりできる飲食店・商店の拡
大を図ります。

「にぎわいの場」創出の推進　 村内外の人々が集い、交流できる「にぎわいの場」の創出による村内産業の
交流推進や誇りの醸成、観光振興、コミュニティの強化等につなげます。

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民 ・積極的に地元商店等村内の事業所を利用します。

関係機関・団体
・商工業者に対する経営指導を行います。
・事業継続・継承、創業に対する支援を行います。
・商工業振興に関する多面的な活動に努めます。

企業・事業所等

・ニーズに応じた魅力ある商品・サービスを提供します。
・農畜産業や観光業との連携による高山村ならではの商品・サービス
の開発により「にぎわいの場」の創出に努めます。
・プレスリリースや各種メディア、ＳＮＳ等を活用した積極的な情報
発信を行います。
・健全な経営及び事業所の魅力化に努めます。
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第３部　基本計画

１－４　観光

施策の現状と課題

○�近年は、その土地でしか体験できない「着地型観光」が求められています。本村が
誇る自然環境や美しい景観をはじめ、土地に根付いた産業や暮らしを観光資源とし
て活用していくことが求められています。
○�国は、観光立国を目指しインバウンド対策を強化しており、今後増加が見込まれる
外国人観光客の誘致及び受入体制の強化を図っていく必要があります。
○�本村では、遊歩道・登山道の整備やしだれ桜や紅葉など自然環境を活用した各種イ
ベントの開催等を通じて観光振興を図っているほか、村の新たな魅力として、星、
ワイン、ジビエ、自転車といった素材に着目したイベントを開催しています。
○�プレスリリースや各種メディアによる観光宣伝のほか、インフルエンサーなどの招
へいやＳＮＳを使った情報発信・産学官連携による村の魅力の対外的なＰＲ活動、
集客が見込めそうな北陸新幹線沿線や訪日客が多い台湾をターゲットに観光プロ
モーションを実施するなど、国内外に村の魅力をＰＲしています。
○�広域観光では、須高地域広域観光協議会や信越観光圏協議会、長野地域連携中枢都
市圏等による周辺市町村のほか、志賀高原ユネスコエコパーク協議会や「日本で最
も美しい村」連合等県内外の関係市町村が連携し、合同イベントの開催等により誘
客を図っています。
○�引き続き、観光資源の整備・活用や積極的なプロモーションを推進するとともに、
今後は、観光客の多様なニーズに対応し、長く滞在できる観光施設等の整備・充実
等により、村内での消費拡大を図っていく必要があります。

関連データ

項　目 H22 H26 H30 資料出所
観光客の推移（計） 48万6,200人 50万5,900人 52万8,600人

観光地利用者統計
（１～３月） 11万1,300人 10万900人 9万7,900人
（４～６月） 10万7,900人 11万9,700人 12万4,300人
（７～９月） 13万2,300人 14万7,000人 17万9,300人
（10～12月） 13万4,700人 13万8,300人 12万7,100人
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施策が目指す姿
○観光協会と連携し四季折々の高山村らしさを体験してもらうために、国内外のさまざまな地
域から通年で訪れる観光客の増加に努めます。
○訪れた観光客に対する心に残るおもてなしにより、二度、三度と訪れるリピーターを増やし
ます。
○観光をきっかけとしたさまざまな交流・つながりを広げ、関係人口（移住した定住人口でも
なく、観光に来た交流人口でもない、地域と多様に関わる人々を指す）の拡大を図ります。
○外国人観光客の誘致の拡大を図るとともに、受入れについての体制等を整えます。

成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

観光客入込数 52万8,600人 55万人 観光地利用者統計

主要施策

（１）観光資源の整備・保全・活用の推進
　自然環境や景観、農畜産物など本村の強みを観光資源として整備・保全・活用しま
す。

施　策 概　要

自然や景観を活かした地域
資源の整備・保全・活用

桜や紅葉、スキー場、温泉、登山道等、四季を通じた観光につながる地域資源の整備・
保全・活用を通じ、村内外の人々が集い、交流できる「にぎわいの場」の創出を図り
ます。

高山村らしさを活かしたイ
ベント等の開催

温泉や食、トレッキングのほか、星、ワイン、ジビエ、自転車など高山村の特色を活
かしたイベント等の開催を推進します。

農商工連携による誘客戦略
の推進

農畜産業や商工業関係者との合同ＰＲ活動やイベントを実施するなど、農商工と連携
した誘客戦略を推進します。

観光振興を牽引する人材の
育成・確保

高山村らしさを活かした旅行商品化やイベント等を企画・実践する人材の育成・確保
を図ります。
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第３部　基本計画

（２）戦略的な観光ＰＲ・プロモーション活動の推進
　本村の魅力を効果的に伝えるための観光ＰＲやプロモーション活動を推進します。

施　策 概　要

多様なメディア等の活用 プレスリリースや各種メディア、ＳＮＳ・ホームページ等を活用し、本村の魅力を効
果的に伝える情報発信に努めます。

ユネスコエコパーク・日本
で最も美しい村連合のＰＲ

関係市町村と連携し、志賀高原ユネスコエコパーク、「日本で最も美しい村」連合を
村内外へ広くＰＲします。

誘客が見込まれるエリア・
世代等へのプロモーション

北陸新幹線の延伸やインバウンド拡大、多様な価値観等を背景に誘客が見込まれるエ
リアや世代・家族構成等をターゲットにした戦略的なプロモーション活動を行います。

産学官連携によるＰＲ活動 産学官連携による情報誌編集やパンフレット・ＰＲ映像の作成等を行い、ＰＲ活動に
活用します。

スキー教室（YAMABOKUワイルドスノーパーク）

山田温泉大湯

秋の高井橋
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（３）受入体制の充実・強化
　観光客が安全に安心して気持ちよく過ごしていただける受入体制の充実・強化を図
ります。

施　策 概　要

観光施設等の整備・充実 観光客が安全に安心して利用いただけるよう駐車場や公衆トイレ、案内板、観光案内
施設等の整備・充実を図ります。

観光案内・ロードマップ等
の作成・配布

本村の魅力をわかりやすく伝える観光案内やロードマップ等を作成し、村内及び主な
公共交通施設や観光施設等に設置、配布します。

外国人観光客の誘致と対応 外国人観光客の誘致を図るとともに、ニーズに対応した、多言語対応やキャッシュレ
ス決済対応等の整備を促進します。

観光用道路・二次交通等の
整備

村内での安全かつスムーズな移動ができるよう、観光用道路や二次交通等の整備を促
進します。

紅葉トレッキング

（４）広域観光の推進
　県及び周辺市町村等と連携し、それぞれの魅力を活かした観光振興を図ります。

施　策 概　要

周辺市町村、県内外関係市町村
との連携による観光振興

高山村及び周辺市町村や県内外関係市町村による観光推進を図るための協議会等
において、それぞれの特色や共通の魅力を活かした観光ルートの設定や効果的な
ＰＲ活動、受入体制の整備等を推進します。

県・関係機関等が行う事業への
積極的な参加

県や関係機関等が行う観光事業、イベント等に積極的に参加し、観光客の誘客を
図ります。
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協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民
・村の良さをＳＮＳ等で発信し、村外の友人や知り合い等に対して積
極的にＰＲします。
・ボランティアや参加者として村の観光イベント等に協力します。

関係機関・団体

・高山村の強みを活用したイベントを開催します。
・観光客への案内等、観光による村の活性化に努めます。
・自然環境や産業体験など村でしか味わえない着地型観光を推進しま
す。

企業・事業所等

・農商工関係者との連携により、高山村の特性を活かしたイベントの
企画・運営等を通じ「にぎわいの場」の創出に努めます。
・プレスリリースや各種メディア、ＳＮＳ等を活用した積極的な情報
発信を行います。
・ホスピタリティ（おもてなしの心）の高い接客に心がけます。
・リピーターの確保に向けた事業展開を推進します。

第３部
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１－５　雇用・就労対策

施策の現状と課題

○�人口減少に伴う労働力不足が顕在化し、売り手市場となる一方で、非正規労働者の
増加や過労死が社会問題化し、近年は働き方改革が進められています。また、地方
創生に取組む中で、若者の移住・定住を促進するためには、働きがいのある魅力的
な就労の場を確保していくことが重要な課題となっています。
○�本村では、基幹産業である農業の従事者を確保するため、農業生産団体等の法人化
の推進と並行し、担い手となる新規就農者の確保に取組んでいます。また、6次産
業施設としてワイナリーが創設されることで雇用が生まれるなど、成果が出ていま
す。
○�長野地域9市町村が連携し、ＵＩＪターン就職促進事業において大卒者を対象とし
た就職活動や新規採用の支援に取組んでいますが、村内に大卒者を雇用する事業者
が限られており、効果は限定的となっています。
○�創業支援においては、商工会とともに支援事業を推進するため、窓口の一元化や経
営指導など協力して取組んでいます。
○�本村の特性を活かした企業を誘致し、商工業の振興とともに雇用・就労の場を確保
する必要があります。

関連データ

項　目 H21 H24 H28 資料出所
事業所・企業数 336事業所 317事業所 302事業所 経済センサス－基礎調査、活動

調査従業者数 1,985人 2,021人 2,137人
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施策が目指す姿
○創業支援等の充実により、本村の農畜産物や自然環境など地域資源を活かした事業所・企業
数を増やします。
○事業所・企業の誘致、事業継続、事業承継支援等により雇用の場の確保を図ります。
○働きがいのある職場でいきいきと働くことができる雇用・就労環境の整備に努めます。

成果指標

指　標 基準値
（H28）

目標値
（R6） 根拠資料等

事業所・企業数 302事業所 310事業所
経済センサス－活動調査

従業者数 2,137人 2,150人

主要施策

（１）創業支援及び雇用の創出
　基幹産業である農業を核とし、強みを活かした創業を支援し、雇用の創出を図りま
す。

施　策 概　要
農業生産団体等の法人化 農業生産団体等の法人化を推進し、雇用の創出を図ります。
事業所・企業の誘致及び雇
用創出 事業所・企業の誘致、事業継続、事業承継支援等により雇用の場の確保を図ります。

創業支援 本村の産業特性等を活かした創業を呼びかけるとともに、創業を検討する者に対し、
各種情報の提供や経営指導、空き家活用等の支援を行います。

雇用拡充の支援 雇用拡充に取組む村内事業所に対する支援を充実します。

日滝原産業団地

第３部
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（２）安定的な雇用・就労に向けた支援の充実
　安心して働くことができる雇用・就労環境の整備を促進します。

施　策 概　要

就業マッチング支援 国・県など関係機関と連携し、求人・求職情報の発信や就業マッチング支援等を行い、
ＵＩＪターンによる就職や働きがいのある就労の促進を図ります。

安定的な雇用の確保 村内事業所の安定的な雇用の確保に向けた支援の充実を図るとともに、広域連携によ
る就労の場の確保に努めます。

勤労者互助会の充実 共済事業、貸付事業、福利厚生事業、広報事業を行う勤労者互助会のメリットをＰＲ
し、会員の加入促進を図ります。

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民 ・求職者は、職業能力の向上に努めます。
・本村の強みを活かして起業します。

関係機関・団体 ・農業生産団体等の法人化による雇用の場の創出を図ります。

企業・事業所等
・業績向上を図り、新規雇用に努めます。
・多様な働き方ができる就労環境の整備を図ります。
・高齢者層や障がい者、女性等の積極的な雇用に努めます。
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基本目標２�
� 笑顔あふれる健康・福祉のむら

２－１　健康づくり・医療
２－２　少子化対策・子育て支援
２－３　高齢者施策
２－４　障がい者施策
２－５　地域福祉・社会保障
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２－１　健康づくり・医療

施策の現状と課題

○�近年は、死因の多くをがん・心疾患・脳血管疾患等の生活習慣病が占めており、生
活習慣改善が大きな課題となっています。生活習慣の改善のためには、一人ひとり
の健康に対する意識啓発を図るとともに、実践をサポートする地域づくりが必要で
す。さらに、疾病を早期に発見し、早期治療につなげていくことが重要です。
○�区長会、保健補導員会の協力のもと、毎年各地区で健康づくり地区講習会を開催し
ています。また、ＹＯＵ游ランドや保健福祉総合センターにおいて、インストラク
ター、保健師による各種指導や健康相談を行っています。
○�毎年、健康診査の実績から受診率や健康意識が低いことが課題となっています。健
康診査の受診率向上に向け、村内6カ所の巡回実施や夜間健診・休日健診を実施し
ているほか、個別健診を実施しています。また、未受診者に対して訪問・電話によ
る受診勧奨を行っています。
○�健診結果説明会を開催し、健診結果の見方や生活習慣改善の支援を行い、村民の主
体的な健康づくりにつなげています。
○�こころの健康では、須高地域で総合相談会を実施し、村においては、カウンセラー
によるこころの相談室を定期的に開設するとともに、保健師により随時健康相談を
行っています。
○�医療体制では、安心して在宅療養が送れるように、情報共有システム「在宅医療安
心ネット」を活用し、須高三市町村の病院・診療所・訪問看護ステーション、居宅
介護支援事業所が参加し、多職種が連携して在宅療養を支援しています。
○�信州医療センターに休日診療室を開設し、休日診療を行っているほか、病院群輪番
制により休日夜間の救急搬送による入院患者の受入れを行っています。
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関連データ

項　目 H22 H26 H30 資料出所
原因別死亡数(計) 82人 77人 92人

健康づくり推進協議会資料

（がん） 21人 16人 26人
（脳卒中） 10人 11人 3人
（心臓病） 6人 9人 12人
（肺炎等） 7人 11人 21人
（老衰） 18人 11人 13人
（その他） 20人 19人 17人

施策が目指す姿
○村民一人ひとりが自分の健康状態を把握しつつ、自分の体力や意欲に応じて、いきいきと健
康づくりに取組むことができる環境づくりを推進します。
○こころの健康を保つため、悩みや不安を相談できる体制の強化を図ります。
○誰もが安心して医療を受けることができる体制を維持・強化します。

成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

※�標準化死亡比
　（平成20年～平成24年）

男性83.6
女性105.5

100未満
（男性・女性とも）

厚生労働省　人口動態保健所・市町
村別統計

※注釈　�標準化死亡比とは、観察集団の年齢構成を基準となる集団の年齢構成を当てはめて、実際の死亡数
と基準母集団の死亡数の比をいい、日本での平均を100としている。

　　　　（標準化死亡比が100以上の場合には「平均より死亡率が多い」と判断される。）
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主要施策

（１）健康に対する意識啓発と健康づくり活動の推進
　健康に対する意識啓発を図りつつ、本村の特色を活かした健康づくり活動を推進し
ます。

施　策 概　要

本村の特色を活かした健康
づくりの推進

本村の特色である自然・食材・温泉などの地域資源を活用して、生活の質を保ちなが
ら健康を維持し老化を防ぐ「アンチエイジング」をテーマに、実践活動による健康づ
くりを推進します。

健康に関する正しい知識の
普及・啓発

各種教室、相談指導の実施や広報等を通じて、健康に関する正しい知識の普及・啓発
を図り、一人ひとりの健康づくりを促進します。

地区における健康づくり活
動の促進 関係団体等の協力のもと、各地区における健康づくり活動を促進します。

健康づくり拠点の活用 ＹＯＵ游ランドや保健福祉総合センターを活用した健康づくり活動を充実するととも
に、誰もが気軽に健康づくりができる散策道等の整備を図ります。

医療との連携による健康づ
くりの推進

関係医療機関と連携した健康づくりを推進し、生活習慣病の予防及び医療費の抑制を
図ります。

ボールエクササイズ（アンチエイジング講演会）
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（２）健康診査・各種検診の受診促進
健康診査や各種がん検診等の受診を促進し、疾病の早期発見、早期治療を促進します。

施　策 概　要

健康診査の受診促進 健診の重要性を啓発し、受診を呼びかけるとともに、曜日や時間帯、実施場所等を工
夫するなど受診しやすい環境整備に努めます。

未受診者への受診勧奨 未受診者を把握し、個別の受診勧奨を行います。
健診結果を踏まえた指導の
実施

健診結果の見方の説明や結果を踏まえた指導等を行い、村民の主体的な健康づくりを
推進します。

各種がん検診の充実 各種がん検診等の対象者に周知し、受診を呼びかけるとともに、実施方法や内容の充
実に努めます。

健診結果を踏まえた指導の実施（高山診療所）

（３）こころの健康づくりの推進
　高山村いのち支える自殺対策計画に基づき、こころの健康を保つことができ、地域
全体で見守ることができる体制の強化を図ります。

施　策 概　要
こころの病気に関する知識
の普及・啓発

こころの病気に関する知識の普及・啓発を図りながら、こころの健康づくりを推進し
ます。

地域におけるネットワーク
の強化

「生きることの包括的な支援」を実施するため、役場庁内の高山村いのち支える自殺
対策推進本部を中心に、地域におけるネットワークの構築及び強化を図ります。

ゲートキーパーの養成 地域において、悩み等を抱える人のＳＯＳに気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な
支援につなげ、見守る役割をもつゲートキーパーの人材育成を図ります。

児童生徒のＳＯＳの出し方
に関する教育

困難やストレスに直面した児童・生徒が、ストレスを解消する方法を学び相談できる
よう、教育活動などの環境づくりを推進します。
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（４）地域医療体制の維持・強化
　近隣自治体及び医療機関等と連携し、安心して医療を受けることができる体制の維
持・強化を図ります。

施　策 概　要

医療体制の充実 高山診療所の医療体制及び設備の充実を図るとともに、医療機能の適切な分化を推進す
るため、関係医療機関と連携し、須高地域全体で医療を支える体制の構築を図ります。

在宅医療の推進 情報共有システム等を活用し、医療機関及び介護サービス事業所の多職種連携による在
宅医療を推進します。

救急・夜間の医療体制の
維持 関係医療機関等と連携して、輪番制による救急・夜間の医療体制の維持を図ります。

医療体制の充実（高山診療所）

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民

・健康づくりに関心を持ち、健康診査を積極的に受診します。
・生活習慣の改善や体力に応じた身体活動に取組みます。
・地域の健康づくり活動に積極的に参加します。
・かかりつけ医を持ち、適正な受診に心がけます。

関係機関・団体

・地域の健康づくり活動の活性化に努めます。
・健康づくりに関する情報提供を行います。
・健診結果等を踏まえた健康づくり活動を推進します。
・こころの健康に関する相談体制の強化やゲートキーパーの養成を図
ります。

企業・事業所等 ・従業員の健康管理とメンタルヘルスに取組みます。
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２－２　少子化対策・子育て支援

施策の現状と課題

○�核家族化や近隣関係の希薄化、共働き家族の増加等を背景に、地域全体で子どもを
育て、子育て家庭を支えていく環境づくりが求められています。また、全国的に少
子化が進んでおり、結婚・出産の希望を実現するための支援の充実を図る必要があ
ります。
○�本村では、妊婦一般健康診査を全額助成し、すべての妊婦が健診を受診しているほ
か、産後ケアを実施し、利用拡大を図っています。また、発達のポイントとなる月
齢に乳幼児健診を実施するとともに、離乳食教室をはじめ母子に関する各種教室を
開催しています。
○�虐待等が疑われる場合は、迅速に要保護児童対策連絡協議会等を開催することで情
報を関係機関で共有するなど、適切な対応に努めています。
○�家庭環境や就労環境の変化に伴い、児童クラブ利用希望者が増加しているため、民
間の学童保育事業者と連携し、支援員の確保など受け入れ体制の充実を図っていま
す。
○�子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、保育料の軽減や予防接種に対する助成の
実施、福祉医療費給付の対象年齢の引き上げ、不妊治療費の助成等を行っています。
さらに、出産祝金の支給や乳幼児を家庭で育児する世帯への商品券の支給、小中学
校入学時の祝金、給食費負担の軽減、高校生バス通学費補助など、ライフステージ
に応じた経済的支援を行っています。
○�社会福祉協議会への委託により結婚相談や婚活イベントの開催など結婚支援をする
とともに、結婚を機に村に定住した夫婦に祝金を支給し、若者定住を促進していま
す。
○�今後は、妊娠・出産から子育てにいたる切れ目のない包括的な支援を行うための体
制の強化や地域ぐるみでの子育て支援を行うためのファミリーサポートセンター事
業の実施等を進めていく必要があります。
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関連データ

項　目 H22 H26 H30 資料出所
出生数 39人 39人 30人 住民基本台帳関係年報
母子世帯数 53世帯 52世帯 52世帯 母子家庭調査
父子世帯数 15世帯 14世帯 15世帯 母子家庭調査
放課後児童クラブ登録者数 123人 108人 148人 教育委員会調
児童虐待相談対応件数 0件 0件 3件 中央児童相談所

施策が目指す姿
○結婚、出産を希望する人を支援します。
○母子の心身の健康を支援します。
○子どもの健やかな成長を地域全体で見守り、子育てを支え合う体制の強化を図ります。

成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

婚姻数 14件 20件
生活環境係調

出生数 30人 46人

主要施策

（１）結婚・出産支援の充実
　結婚を希望する人に出会いの場を創出するとともに、若者の結婚を支援するため、
地域における世話役として、出会いの相談や仲介等の活動を行っていただくマリッジ
サポーターによる個別相談等を行います。また、不妊に悩む夫婦への経済的支援を充
実します。

施　策 概　要
出会いの場の創出 出会いの場の確保や情報の提供等、結婚相談事業の充実を図ります。
結婚相談支援対策の充実 地域の実情に精通したマリッジサポーターを配置し、個別の相談、支援を行います。
不妊治療支援の充実 不妊治療に関する情報提供や治療にかかる経済的負担の軽減を図ります。
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（２）母子の健康増進と妊娠期から切れ目のない相談支援の充実
　安心して子どもを産み、育てることができるための切れ目のない相談支援体制の充
実を図ります。

施　策 概　要
子育て支援センターの機能拡充と
子育て世代包括支援センターの設
置運営

子育て支援センターの機能の拡充を図るとともに、妊娠期から子育て期にわた
る切れ目のない相談支援を行う拠点（子育て世代包括支援センター）の設置運
営を図ります。

産後ケアの充実 産後の母子の心身の健康を保持するための専門的な支援の充実を図ります。

各種健診の充実 妊婦健診、産婦健診や乳幼児健診など各種健診の充実を図り、母親の不安の解
消や乳幼児の健やかな成長を支援します。

各種教室・相談指導の充実 子どもの健やかな成長・発達に向けた各種教室や相談指導の充実を図ります。

養育支援の充実 育児に対して不安や課題を抱える家庭を把握し、専門職による寄り添った支援
を行います。

各種検診の充実（妊婦検診）

（３）仕事と子育ての両立支援の充実
　仕事と子育ての両立に向けた保育サービスの充実と多様な働き方ができる就労環境
づくりを促進します。

施　策 概　要

多様な保育サービスの提供 延長保育や一時預かり、病後児保育等、多様な保育サービスの充実を図ります。

放課後の子どもの居場所の確保 児童クラブ・学童保育など、放課後に子どもが安心して過ごすことができる場
の充実を図ります。

多様な働き方ができる就労環境の
整備促進

育児休業や短時間勤務制度を周知し、子育て家庭に対する理解を深め、制度が
利用しやすい職場環境づくりを促進します。
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（４）地域ぐるみの子育て支援の充実
　村民同士が子育てを支え合う環境づくりを推進するとともに、子育てに関するきめ
細かな情報提供を行います。

施　策 概　要
ファミリーサポートセン
ターの運営

地域において育児や介護の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、育児や介護
について助け合う会員組織であるファミリーサポートセンターの運営を推進します。

多様な交流の場の充実 子育て家庭同士が交流する場を創出し、多様な世代が気軽に相談したり、支え合うこ
とができる地域づくりを推進します。

子育てに関する情報提供の
充実

村広報紙やホームページ等を通じて、子育てを支援する各種施設や事業、イベント等
を周知します。

子育てアプリの運用 子育てに関する様々な情報を入手できるツールとして子育てアプリの運用の充実を図
ります。

（５）子育てにかかる経済的支援や負担の軽減
　子育てにかかる費用の減免や各種手当等の支給により、経済的支援や負担の軽減を
図ります。

施　策 概　要
保育や医療等にかかる費用
の負担軽減等

保育料や医療費、予防接種等にかかる費用の減免、助成や経済的負担を軽減するため
の支給等の充実を図ります。

多子世帯への経済的支援の
充実 多子世帯への助成等、出産・育児にかかる経済的支援を充実します。

各種制度の周知・利用促進 国、県等が実施する各種手当等の制度の周知と利用促進を図ります。
ひとり親家庭福祉の充実 ひとり親家庭の生活相談に応じ、各種福祉制度の活用を進めます。

保育園の給食

第３部

基
本
計
画
 

02-01_第3部.indd   79 2020/03/16   13:57:12



80 81

（６）児童虐待防止対策の強化
　児童虐待を未然に防ぐための支援の充実を図るとともに、早期発見及び迅速かつ適
切な対応に努めます。

施　策 概　要

地域ぐるみでの見守り 地域全体で見守り、虐待が疑われる場合に関係機関等に通報することができる環境づく
りを推進します。

要保護児童対策の充実 関係機関の連携強化による要保護児童の早期把握及び迅速かつ適切な対応など、児童虐
待に関する問題解決に努めます。

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民
・家族ぐるみで、愛情と責任を持って子育てを行います。
・ファミリーサポートセンターに会員として登録します。
・虐待を疑われる場面を見聞きした場合は、関係機関に通報します。

関係機関・団体 ・子育て家庭同士の交流の場を創出します。
・子どもが自分らしく過ごすことができる居場所をつくります。

企業・事業所等
・育児休業・短時間勤務制度が利用できる職場環境をつくります。
・ワークライフバランスの実現に向けた取組みを推進します。
・出産や育児等で退職した女性が再就職しやすい環境をつくります。
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２－３　高齢者施策

施策の現状と課題

○�少子高齢化が進み、介護ニーズや社会保障費のさらなる増大が見込まれるなか、人
口減少を背景に労働力不足が懸念され、高齢者が担い手となって活躍する社会が求
められています。
○�介護ニーズの増大に対応したサービス提供体制を確保するとともに、介護予防や高
齢者の活躍の場の創出を進めていく必要があります。
○�本村では、高齢者の生きがいづくりとして、シルバー人材センターとの連携により
高齢者の働く場の確保を推進するとともに、ＯＫＩＮＡ会（男性シニア会）など住
民を主体とした生きがいづくりの取組みが行われています。
○�認知症になっても安心して暮らしていくことができるよう、認知症予防と併せて、
認知症に対する正しい知識の普及と理解促進、認知症ケアパスの作成等に取組んで
います。今後は、関係者が連携し、認知症初期集中支援等の取組みを推進していく
必要があります。
○�きめ細かな生活支援を図るため、ボランティア団体等が支え手となって支援できる
よう、生活支援コーディネーターの配置等による提供体制の充実や仕組みの確立を
進めています。
○�介護ニーズに応じた提供体制は概ね確保されていますが適切なサービス提供に向け
たケアマネジメントの質の向上や介護給付費適正化事業のさらなる推進を図る必要
があります。
○�高齢者虐待、権利侵害が疑われるケースについて相談があった場合には、関係者で
話しあいを持ったうえで、その状況で最適と思われる早期対応を実施しています。
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関連データ

項　目 H17 H22 H27 資料出所
高齢者人口 1,827人 1,993人 2,263人

国勢調査高齢化率 24.0％ 26.5％ 32.2％
高齢者単身世帯数 125世帯 135世帯 479世帯

項　目 H22 H26 H30 資料出所
要介護認定者数 297人 345人 370人

介護保険事業状況報告
要介護認定率 14.9％ 15.4％ 15.5％

施策が目指す姿
○高齢者が元気に活躍できる場を確保するとともに、機会の充実を図ります。
○高齢者が地域で安心して暮らすことができる環境を整備します。
○高齢者の暮らしを支えるための多様なサービスの充実を図ります。

成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

介護予防に資する通いの場 13箇所 18箇所 福祉係調

主要施策

（１）高齢者の活躍の場の創出
　意欲に応じて高齢者が働き続けることができ、担い手として活躍できる場の創出を
図ります。

施　策 概　要

高齢者の就労の場の確保 高齢者の生きがいとして、シルバー人材センターなどと連携し、働く場の確保
を促進します。

高齢者の就労環境の整備・充実 定年引上げ・再雇用の促進や農作業の負担軽減など、高齢になっても働き続け
ることができる就労環境の整備充実を図ります。

高齢者の知識・能力等の活用の場
の創出

高齢者が持つ知識や能力、体験等を学校教育や生涯学習、子育て支援など様々
な分野で活用できる場の創出・充実を図ります。
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（２）介護予防・生きがいづくりの推進
　健康でいきいきと暮らしていくことができるよう介護予防や生きがいづくりを推進
します。

施　策 概　要

介護予防活動の充実 介護予防教室等の充実及び参加促進を図るとともに、地域における介護予防活動
を支援します。

老人クラブ活動支援 老人クラブの活動内容の周知や活動機会の創出など活性化に向けた支援をします。
サロン運営の活性化 高齢者が声を掛けあい、気軽に集うことができるサロン運営の活性化を図ります。

高齢者福祉センターの活用 介護予防活動や生きがい活動の拠点として高齢者福祉センターのさらなる活用を
図ります。

憩いの場�寄ったい市場
� （保健福祉総合センターふれあい広場）

蕨温泉まつりゲートボール大会
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（３）きめ細かな生活支援・見守り体制の強化
　多様な主体により高齢者の安全・安心な生活を見守り支える体制の強化を図ります。

施　策 概　要
多様な主体による生活支援体制の
構築

買い物・家事、外出支援等、きめ細かな生活支援について、ボランティア・Ｎ
ＰＯ・民間事業者等による多様な主体によるサービス提供体制を構築します。

ひとり暮らし高齢者等の安否確認 地域住民や民生委員、事業所等の連携・協力のもと、ひとり暮らし高齢者等の
安否確認体制の充実を図ります。

災害時避難行動支援体制の強化 「災害時等住民支え合いマップ」を活用するなど、災害時に支援が必要な高齢
者を把握し、避難行動等の支援体制の強化を図ります。

（４）認知症施策の充実
　認知症予防に取組むとともに、認知症になっても本人の意思が尊重され、安心して
暮らし続けられるための取組みを推進します。

施　策 概　要

認知症に対する理解促進 認知症サポーターの養成等を通して、認知症に対する知識の習得と理解促進を図りま
す。

認知症予防の促進 認知症予防に向けた介護予防活動や一人ひとりの取組みを促進します。
認知症情報連携の充実強化 認知症に関わる情報連携の充実強化を図り、適切な支援に努めます。
認知症初期集中支援チーム
の配置

複数の専門職により初期段階から家族支援など包括的・集中的に支援を行う「認知症
初期集中支援チーム」を配置します。

（５）介護サービスの充実
　ニーズに応じた質の高いサービス提供体制の充実に努めるとともに、介護する家族
の負担軽減を図ります。

施　策 概　要
相談支援体制の充実とケア
マネジメントの質の向上

地域包括支援センターを中心とした相談支援体制の充実とケアマネジメントの質の向
上に努めます。

ニーズに応じた介護保険
サービスの充実 ニーズに応じた介護保険サービス提供体制の確保と質の向上に努めます。

在宅介護家族の負担軽減 在宅で介護している家族の負担軽減に向け、寝たきり高齢者等介護手当等の経済的支
援や介護相談等を充実します。
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（６）虐待防止・権利擁護の推進
　高齢者虐待の防止及び早期発見・早期対応に努めるとともに、成年後見制度等の利
用支援を行います。

施　策 概　要
虐待等の早期発見・早期
対応

関係機関との連携強化による高齢者虐待、権利侵害の防止及び早期発見・早期対応に努
めます。

成年後見制度の利用支援 判断能力が十分でない方を、法律面や生活面で保護したり支援したりする成年後見制度
の利用支援を行います。

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民

・高齢者が持つ知識や技術をむらづくりに役立てます。
・隣近所の高齢者の見守り・声掛けを行います。
・介護予防活動や生きがい活動に積極的に参加します。
・生活支援等、地域福祉の担い手として活動します。
・虐待が疑われる場面を見聞きした場合は、関係機関等に通報します。

関係機関・団体

・サービス提供事業者は、ニーズに応じた事業展開と質の向上に努め
ます。
・地域活動団体は、手軽に利用できる生活支援サービスを展開します。
・安否確認のしくみの充実を図ります。
・関係機関同士の連携した活動を推進します。
・高齢者が持つ知識と得意分野を積極的に活用します。
・高齢者の社会参加（地域活動）を支援します。

企業・事業所等 ・農作物の生産等、高齢者が働く場を創出します。
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２－４　障がい者施策

施策の現状と課題

○�障がい者施策においては、ノーマライゼーション（障がいのある人が障がいのない
人と同等に生活し、ともにいきいきと活動できる社会）の理念に基づき、障がいの
有無にかかわらず誰もが個性や能力を発揮しながら自分らしく生きていくことがで
きる社会の実現を目指しており、その実現のための合理的配慮が求められています。
○�本村では、自立した生活を支援するため、一人ひとりの状況に応じた障がい福祉サー
ビスの提供に努めるとともに、発達障がいや知的障がいを持つ児童生徒に対し相談
支援員（プランナー）や学校を通して適切な福祉制度等を受けられるよう努めてい
ます。
○�障がい者の就労支援を推進するため、障がい福祉サービスの就労系給付事業を実施
するとともに、生きがいづくりとして、文化芸術祭や障がい者スポーツ大会等へ参
加しています。
○�障がいのある人の権利を擁護しつつ地域で安心して暮らしていけるよう成年後見制
度の周知・利用促進に努める必要があります。
○�障がい者の自立した生活を支援するとともに、合理的配慮についての理解を深め、
各場面において実践される環境づくりを推進していく必要があります。

関連データ

項　目 H22 H26 H30 資料出所

身体障がい者手帳所持者数 337人 341人 313人
福祉係保有台帳

療育手帳所持者数 78人 65人 60人

精神障害者保健福祉手帳所持者数 28人 39人 50人 保健予防係保有台帳

自立（総合）支援給付受給者数 72人 71人 105人 保健予防係保有台帳及び福祉
係保有台帳

福祉施設入所者数 14人 14人 13人 福祉係保有台帳
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施策が目指す姿
○誰もが地域で個性と能力を発揮し、自分らしく安心して暮らすことができる環境づくりを推
進します。
○一人ひとりの障がいの状況に応じたきめ細かな支援体制の強化を図ります。
○お互いを理解し、尊重しあうことができるさまざまな交流やふれあいの機会の充実を図りま
す。

成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

一般就労への移行人数 0人 1人
第５期障がい福祉計画から推計

福祉施設から地域に移行した人数 0人 2人

主要施策

（１）相互理解の促進
　障がいに対する理解を深めることができる機会の充実を図ります。

施　策 概　要
障がいについて学び理解を深
める機会の充実

学校教育や生涯学習、広報等において、障がいについての正しい知識の習得や特性
に対する理解を深める機会の充実を図ります。

イベントや活動等を通じた相
互理解の促進

イベントやスポーツ・文化活動、ボランティア活動等を通じ、障がいの有無にかか
わらずさまざまな交流ができる機会の充実に努めます。

合理的配慮の提供
障がいのある人も社会参加しやすくするための合理的配慮について理解を深めると
ともに、様々な生活場面において障害特性に応じた合理的配慮の提供がなされる環
境づくりを推進します。
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（２）日中活動の場・社会参加支援の充実
　一人ひとりの障がいの状況に応じ、自分らしく生きがいを持って暮らしていくこと
ができる場の充実と環境整備を推進します。

施　策 概　要

日中活動の場の充実 障がいの状況に応じた創作や生産活動など、自分らしく過ごすことができる場の充実
を図ります。

雇用・就労の場の確保と就
労支援の充実

一人ひとりの能力や意欲に応じた雇用・就労の場の確保・充実及び賃金の引上げや生
産性の向上に努めるとともに、就労に向けた訓練や継続して働くことができるための
支援の充実を図ります。

スポーツ・文化活動への参
加促進

スポーツ・文化活動に参加できる環境づくりを推進するとともに、活動の成果を発揮
し、発表できる場を創出します。

バリアフリー環境の整備 誰もが安心して移動することができるバリアフリー環境の整備を促進します。

（３）生活支援・生活の場の充実
　安心して暮らしていくことができるための支援の充実と生活の場の確保を図ります。

施　策 概　要

在宅生活支援の充実 一人ひとりの状況に応じた相談支援体制を強化するとともに、障がいの程度や状況に
応じて日常生活に必要な介護や食事、入浴等の支援や外出時の支援の充実を図ります。

生活の場の充実 近隣自治体と連携し、障がいの状況に応じてグループホームや入所施設など安心して
生活できる場の確保・充実に努めます。

経済的負担の軽減 通院や生活にかかる経済的負担の軽減を図ります。
公共施設等のバリアフリー
化の推進

高齢者や障がいを持った方の自立と社会参加を促進するため、公共施設や道路施設等
のバリアフリー化を推進します。

共同作業所作品 通所者が育てたきれいな花（フラワーセンター）
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（４）療育体制の充実
　療育が必要な子どもを早期に把握し、適切な療育につなげることができる体制の充
実を図ります。

施　策 概　要

療育体制の充実 保健・医療と連携し、療育が必要な子どもを早期に把握し、適切な療育の実施に努め
るとともに、必要に応じて専門機関につなげます。

（５）虐待防止・権利擁護の推進
　障がい者への虐待の防止及び早期発見・早期対応に努めるとともに、成年後見制度
等の利用支援を行います。

施　策 概　要
虐待の防止及び早期発見・
早期対応 関係機関の連携強化による障がい者虐待の防止及び早期発見・早期対応に努めます。

成年後見制度等の利用支援 知的障がいや精神障がいにより判断能力が十分でない方に対する成年後見制度等の利
用支援を行うため、地域連携ネットワークの構築を図ります。

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民

・障がいに対する理解を深めます。
・困っている場面等を見かけたら声をかけ、手助けします。
・障がい者と交流する機会に積極的に参加します。
・障がい者及びその家族は、意欲や能力に応じた社会参加に努めます。

関係機関・団体

・サービス提供事業者は、ニーズに応じた事業展開と質の向上に努め
ます。
・誰もが気軽に参加できるイベントの開催やスポーツ・文化活動を推
進します。
・手軽に利用できる生活支援サービスを展開します。
・障がい者が参加できる地域活動の機会や安心して生活できる環境づ
くりに努めます。
・障がい者を地域で支え合い、あらゆる活動に参画できるよう自立を
支援します。

企業・事業所等
・障がい者の能力を発揮できる業務を創出し、積極的な雇用と能力活
用に努めます。
・施設等のバリアフリー化に努めます。
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２－５　地域福祉・社会保障

施策の現状と課題

○�核家族化や近隣関係の希薄化等を背景に、地域全体で支え合う地域福祉の重要性が
増しています。また、抱えている困難や課題が多様化、複合化してきており、関係
機関等が連携した包括的な支援が求められています。
○�多様な主体による活動を促進するため、老人クラブの活性化支援やシニア大学の開
催等を行うとともに、村の広報紙において福祉に関する記事を掲載し、情報提供を
行っています。
○�今後は、受ける側と担い手との関係を超えた多様な主体による支え合いや関係分野
間の連携による包括的な支援が行われる「地域共生社会」の実現を目指していく必
要があります。
○�高齢化の進展に伴い、社会保障費が年々増加し続けており、今後も増加していくこ
とが見込まれることから、その抑制に取組んでいく必要があります。
○�本村では、医療費の抑制に努めるために被保険者に医療費通知や、先発医薬品を使
用している被保険者に、後発医薬品を使用した場合の医療費抑制通知を送付してい
ます。
○�今後も、各種社会保険制度の適正な運用や医療費の抑制に努めるとともに、生活困
窮者など困りごとを抱えている人の状況を把握し、自立に向けた包括的な支援を
行っていく必要があります。
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関連データ

項　目 H22 H26 H30 資料出所
社会福祉協議会登録ボラ
ンティア団体数 2団体 11団体 11団体

県社協ボランティアグ
ループ数活動者数調査票社会福祉協議会登録ボラ

ンティア会員数 58人 97人 90人

項　目 H22 H26 H30 資料出所
国民健康保険被保険者数 2,087人 1,957人 1,769人 国民健康保険事業年報

後期高齢者医療受給者数 1,082人 1,115人 1,199人 長野県後期高齢者医療広
域連合統計

国民健康保険医療費 3億5,303万4千円 5億8,388万8千円 6億839万8千円 国民健康保険事業年報

後期高齢者医療費 7億207万5千円 8億4,515万5千円� 10億1,125万3千円 長野県後期高齢者医療広
域連合統計

施策が目指す姿
○隣近所が声を掛け合い、お互いに助け合う関係の構築を支援します。
○地域福祉の担い手として主体的に活動する団体等を増やします。
○支援が必要な人を地域全体で支え合うためのしくみの構築を図ります。
○社会保障に関する各種制度の適正かつ健全な運営を図ります。

成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

社会福祉協議会登録ボラン
ティア会員数 90人 120人 県社協ボランティアグループ数活動者

数調査票

国民健康保険医療費 6億839万8千円 6億540万円 長野県国民健康保険団体連合会速報値

後期高齢者医療費 10億1,125万3千円 9億8,100万円 長野県後期高齢者医療広域連合統計
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主要施策

（１）地域福祉の担い手の育成・確保
　地域で福祉活動を行う団体の活動支援を図るとともに、担い手の育成・確保に努め
ます。

施　策 概　要

福祉活動団体の活動支援 地域における見守り活動、買い物弱者対策等福祉活動を行う団体の活動支援の充実
に努めます。

地域福祉をけん引する人材の
育成・確保 関係機関・団体等と連携し、地域福祉をけん引する人材の育成・確保に努めます。

福祉意識の醸成とボランティ
ア活動の参加促進

広報・啓発による福祉意識の高揚を図るとともに、ボランティア活動機会の創出と
参加促進を図ります。

行政区による活動の促進 村民の行政区への加入を促進しつつ、区の活動を通じた声掛けや見守り、助け合い
が行われる関係づくりを促進します。

（２）包括的支援に向けた体制の構築
　多様化・複合化する課題に対し包括的に支援できる体制の構築を図ります。

施　策 概　要

包括的な相談支援体制の構築 多様化・複合化する課題に包括的に対応できる相談支援体制の構築と拠点づくりを
推進します。

コーディネート機能の確立 包括的支援にあたっての関係部署・機関等と調整を行うコーディネート機能を確立
します。

（３）各種制度の適正な運用
　国民年金や生活保護、各種医療保険制度の適正な運用に努めます。

施　策 概　要
国民年金制度、生活保護制度
の適正な運用

国民年金制度の周知と適正な運用に努めるとともに、生活保護制度の適正な運用と
自立支援の推進に努めます。

医療保険の適正な運用 レセプト点検や適正な税率設定、収納率の向上等、国民健康保険、後期高齢者医療
の適正な運用に努めます。
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（４）社会保障費の適正化
　医療費及び介護保険給付の適正化に努めます。

施　策 概　要

医療費の抑制 保健指導やジェネリック医薬品の啓発等により医療費の抑制に努めます。

介護給付の適正化 要介護認定の適正化やケアプラン点検等により、介護給付の適正化に努めます。

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民

・隣近所の高齢者や要援護者の見守り・声掛けを行います。
・地域コミュニティ（自治会活動）に積極的に参加します。
・地域における身近な福祉活動やボランティア活動に参加します。
・健康な心と体の維持に努めます。
・ジェネリック医薬品を活用します。
・健康管理意識を高め、自主的な健康づくりに努めます。

関係機関・団体

・地域活動団体は、手軽に利用できる生活支援サービスを展開します。
・ボランティアやＮＰＯの立ち上げ等により、地域福祉の担い手の育
成・支援に取組みます。
・支援が必要な世帯等への経済的援助や自立支援を行います。
・支援が必要な住民等への支援活動を行い、安全・安心の地域づくり
に努めます。

企業・事業所等 ・住民が主体となって、地域が抱える課題をビジネスの手法により解
決するコミュニティ・ビジネスを展開します。
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基本目標３�
� 豊かな自然と共生する安全・快適なむら

３－１　土地利用・景観
３－２　環境保全・循環型社会
３－３　道路・公共交通
３－４　住宅・宅地・公園
３－５　上下水道
３－６　治山・治水
３－７　危機管理・消防・防災体制
３－８　交通安全・防犯・消費者対策
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第３部　基本計画

３－１　土地利用・景観

施策の現状と課題

○�適正な土地利用のため、国土利用計画第三次高山村計画との整合を図るとともに、
開発行為の条例や農業振興地域整備計画等において農地の乱開発を抑止しています。
○�本村は全村域が「志賀高原ユネスコエコパーク」に指定されており、生態系の保全
と持続可能な利活用の調和を図る理念に基づいた土地利用を図っていく必要があり
ます。また「日本で最も美しい村」連合に加盟しており、美しい景観は本村の強み
となっています。
○�景観の形成では、高山村景観条例に基づく景観樹木の指定や施設整備に対する規制
のほか、地域団体による花壇、沿道整備や景観形成活動、耕作放棄地の景観作物の
栽培などの協働活動により景観形成の保全に努めています。
○�依然として耕作放棄地や空き家の増加が景観に影響を与えており、発生防止や適正
管理、有効な利活用が課題となっています。

関連データ

項　目 H25 H27 H30 資料出所
農地 635ha 627ha 629ha 農林水産省作物統計
森林 8,237ha 8,306ha 8,306ha 農林業センサス
原野等 205ha 205ha 205ha 農林業センサス
水面・河川・水路 43ha 43ha 43ha 河川調査（県土木部）ほか
道路 1,035ha 1,042ha 1,042ha 交付税算出資料
宅地 201ha 202ha 202ha 固定資産税概要調書

項　目 H22 H26 H30 資料出所
景観形成住民協定認定団体数 １団体 １団体 ０団体 企画財政係調
景観重要樹木数 7本 10本 10本 景観重要樹木指定台帳
耕作放棄地面積 118ha 67ha 36ha 農業委員会調
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施策が目指す姿
○本村の地域特性を踏まえ、自然と調和し、かつ利便性が高い土地利用を促進します。
○村民の日々の営みと村民協働による高山村らしい里山風景の維持を図ります。
○四季折々に楽しむことができる美しい景観形成を推進します。
○地域の景観の保全のため共同して耕作放棄地の解消に努めるとともに、空き家の適正管理と
有効活用を促進します。

成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

耕作放棄地面積 36ha 33ha 農業委員会調

主要施策

（１）土地利用・景観に対する意識の高揚
　自然環境の保全・活用や美しい景観に対する意識の高揚を図ります。

施　策 概　要
ユネスコエコパークの理念の
周知

様々な機会を通じてユネスコエコパークの理念（生態系の保全と持続可能な利活用
の調和）の理解を促進します。

「日本で最も美しい村」連合
加盟等の周知

「日本で最も美しい村」連合に加盟していることや景観条例に基づく取組み等につ
いて周知し、景観に対する意識の高揚を図ります。

美しい景観の発見・認識機会
の創出 本村のなにげない風景を美しい景観として再認識し、誇りに思う機会を創出します。

沿道の花植え
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（２）調和した土地利用の推進
　ユネスコエコパークの理念に基づき、国土利用計画（高山村計画）等と整合した計
画的かつ弾力的な土地利用を推進します。

施　策 概　要
国土利用計画の見直し 国土利用計画の見直しを行い、計画的かつ弾力的な土地利用を推進します。
自然と共生した土地利用の推進 ユネスコエコパークの理念に基づき、自然と共生した土地利用を推進します。

関連施策との調整 各分野における土地利用に関連した施策の調整を図り、調和のとれた土地利用
を推進します。

（３）美しい景観形成の推進
　村民の理解・協力のもと、景観条例に基づき、美しい景観の形成を推進します。

施　策 概　要
景観形成住民協定の推進 景観に対する理解・協力を得ながら、景観形成住民協定を推進します。

景観資産等の指定による保全 美しい景観形成に寄与する建造物や樹木等を景観資産等に指定し、その保全に
努めます。

美しい沿道景観の形成 花壇の整備等により、美しい沿道景観の形成を促進します。

採石場等の自然景観への配慮 景観に影響を与える採石場等の開発にあたっては、自然景観に配慮するよう働
きかけを行います。

森林整備の促進 間伐や広葉樹の植樹等に対する助成を行い、森林整備を促進します。

景観に配慮した公共施設の整備 景観条例の理念に基づいた公共施設（道路、公園、建物等）の整備を促進しま
す。

高山建栄会による景観整備
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（４）耕作放棄地・空き家対策の促進
　耕作放棄地の解消と空き家の適正管理・有効活用を促進します。

施　策 概　要

耕作放棄地の解消 農業施策において耕作放棄地の解消を促進します。

空き家の適正管理・有効活
用の促進 空き家の把握と情報提供に努め、適正な管理及び有効活用を促進します。

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民

・ユネスコエコパークの理念を理解し、村の方針に沿った土地利用に
協力します。
・法令を遵守した土地利用及び維持管理を行います。
・本村の景観の重要性を理解し、村の美観や景観に配慮した住宅建築
等、美しい景観形成に協力します。
・森林所有者は下草刈り、間伐等の手入れを行います。
・農地所有者は景観に配慮した適切な維持管理を行います。
・空き家情報の提供に協力します。

関係機関・団体

・ユネスコエコパークの理念を理解し、村の方針に沿った土地利用に
協力します。
・美しい景観形成に向けた取組みを活性化させます。
・フォトコンテスト等のイベントを開催します。
・空き家情報の収集に協力します。

企業・事業所等

・ユネスコエコパークの理念を理解し、村の方針に沿った土地利用に
協力します。
・高山村の景観の重要性を理解し、村の美観や景観に配慮した事業活
動に努め、良好な景観形成に協力します。
・法令を順守した土地利用及び維持管理を行います。
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第３部　基本計画

３－２　環境保全・循環型社会

施策の現状と課題

○�豊かな自然環境は本村の強みであり、村民の誇りとなっており次代に受け継ぐため
に適正に保全していかなければなりません。また、地球温暖化などの環境問題は世
界規模で取組むべき課題であり、「地球にやさしい環境基本条例」や同基本計画に
沿い、一人ひとりが環境負荷の少ない生活に取組んでいく必要があります。
○�本村では、高山村地球にやさしい環境基本条例ならびに同基本計画を制定し、環境
保全対策に係る村の方針を位置付けています。また、「世界首長誓約／日本」に誓
約し、環境教育の推進や地球温暖化防止対策への具体的な取組みについての啓発や
検討を行っています。
○�環境美化活動では、各地区衛生組合長を中心として、地域内の清掃や環境美化の維
持に努めるとともに、村が委嘱した環境サポーターによる巡回活動により、地域の
美化環境の維持、不法投棄箇所の把握や対策を行っています。しかしながら、山間
部等での不法投棄が絶えないことから、土地所有者や関係団体と連携した監視体制
の強化が必要となっています。
○�再生可能エネルギーの活用では、太陽光エネルギー発電に対する補助を実施し、設
置件数が着実に増加しているほか、松川小水力発電の誘致、稼働及び農業用水路を
活用した小水力発電の事業化の検証、紫樋沢線の地熱を活用した融雪を行う道路整
備、ペレットストーブ等の購入に対する補助等を行っています。
○�ごみ処理では、ごみの分別意識の高揚や資源ごみへの転換により減量化を図ってお
り、特に、生ごみを有機堆肥として農地に還元するシステムは、可燃ごみの減量化
に加え、環境保全型農業の先進地として全国から注目されています。今後は、生ご
みに金属・プラスチックごみ等が混合しないよう、さらなる分別搬出の徹底が重要
です。
○�引き続き、村民の環境保全に対する意識の高揚を図り、地域ぐるみで地球環境にや
さしい取組みを推進していくことが重要です。
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関連データ

項　目 H22 H26 H30 資料出所

住宅用太陽光パネル設置件数・率 18件
（4.8％）

38件
（10.0％）

17件
（12.3％） 企画財政係調

項　目 H22 H25 H30 資料出所
ごみ収集量 1,399ｔ 1,311ｔ 1,302ｔ

生活環境係調
一般廃棄物リサイクル率 52.0％ 46.5％ 36.6％

施策が目指す姿
○ホタルが舞う美しい自然環境を保持します。
○地球環境にやさしい暮らしを心がける村民を増やします。
○豊かな自然を活かした再生可能エネルギーの活用を推進します。
○さらなるリサイクルを促進し、ごみの減量化に努めます。
○不法投棄をしない意識の醸成と不法投棄をさせない環境づくりに努めます。

成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

住宅太陽光発電システム設置費補助数 304件 412件
企画財政係調

住宅用蓄電池システム設置費補助数 0件 10件

ごみ排出量 1,302ｔ 1,230ｔ
生活環境係調

一般廃棄物リサイクル率 36.6％ 40.0％
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第３部　基本計画

主要施策

（１）環境保全意識の高揚と実践の促進
　環境教育等を通じて環境保全意識の高揚を図りつつ、地球にやさしい環境の取組み
の実践を推進します。

施　策 概　要
高山村地球にやさしい環境基
本条例の周知と推進

高山村地球にやさしい環境基本条例の周知を図るとともに、基本計画に基づく取組
みを推進します。

環境教育の推進 高山村の自然環境を活用し、学校教育、生涯学習における環境教育を推進します。
地球環境にやさしい取組みの
推進

省エネやゴミの減量化、アイドリングストップ等、地球温暖化防止に向けた取組み
を推進します。

生ごみ等から高品質な堆肥を製造する地力増進施設

（２）環境美化の促進と環境汚染・不法投棄の防止
　主体的な環境美化活動を促進するとともに、公害防止対策及び不法投棄対策を推進
します。

施　策 概　要

環境美化活動の促進 地域団体等による環境美化活動を促進します。

公害防止対策の推進 油類の流出による水質汚濁や廃棄物等の野外焼却、農業用爆音機の不適切な使用に
よる騒音問題等、公害防止対策を推進します。

不法投棄防止対策の促進
環境サポーターの活動支援と連携による不法投棄の防止に努めるとともに、山間部
等における不法投棄防止に向け、監視体制等の強化や不法投棄しにくい環境づくり
を促進します。
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（３）再生可能エネルギーの活用
　本村の自然環境を活用した再生可能エネルギーの活用を図るとともに、エネルギー
の地産地消に向けた仕組みの構築に取組みます。

施　策 概　要

太陽光発電等の普及促進 住宅への太陽光パネルや蓄電施設の設置に対し補助を行うなど太陽光発電等の
普及促進を図ります。

木質バイオマスの活用・普及促進 間伐材等を活用した木質バイオマスの活用及び普及促進を図ります。
小水力発電及び地熱発電の促進 河川、地熱等を活用した取組みを促進します。

エネルギーの地産地消の推進 村内で発電した再生可能エネルギーを村内で消費する「エネルギーの地産地消」
に向けた仕組みの構築を推進します。

太陽光発電システム（役場） 太陽光発電システムモニター（役場）

（４）適正なごみ処理とごみの減量化・再資源化の促進
　資源循環型社会の形成を推進し、ごみの減量化と適正処理に努めます。

施　策 概　要

リサイクル活動の促進

広報・啓発活動により、ごみの分別意識を推進し、ごみの減量化を図ります。特に、「海
洋プラスチックごみ」の発生を抑止するため、プラスチックの3Ｒ（リデュース、リユー
ス、リサイクル）運動の促進を図ります。
　Reduce（リデユース）��：�マイバッグを持参してレジ袋を減らす
� � 使い捨ての食器や容器を減らす
　Reuse�（リユース）� ：� �シャンプーや洗剤は詰め替えを使い、ボトルを再利用する
　Recycle（リサイクル）�：�プラスチックを分別回収し、原料として再利用する
� � 再生プラスチック製品を使う

地力増進施設の活用 地力増進施設の整備・充実を推進し、生ごみの減量化と循環型農業の促進を図ります。

ごみ処理施設等の整備・
活用

一般廃棄物収集所の整備や広域ごみ処理施設の活用など、適正なごみ処理に向けた施設
整備を促進します。

受益者負担の検討 ごみの減量化やリサイクルの推進に向け、可燃ごみの有料化等、受益者負担の在り方を
検討します。
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第３部　基本計画

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民

・環境負荷の少ない生活に努め、積極的な取組みを行います。
・環境保全活動に参加します。
・公害につながる行為は避けます。
・長野県が推進する30.10運動（食べ残しゼロ）を実践します。
・ごみを出さない、大切に使う、リサイクルに回すといった3Ｒ運動
に取組みます。
・環境美化活動に積極的に参加します。
・不法投棄はしません。
・再生可能エネルギーの活用に協力します。

関係機関・団体

・良好な生活環境維持のため、環境保全活動を活性化させます。
・自然環境に配慮した農地の開発に努めます。
・不法投棄しにくい環境づくりに取組みます。
・ごみ出しルールに基づいた分別を実施します。

企業・事業所等

・公害関係法令を遵守します。
・環境負荷の少ない事業活動に努め、自然環境保全活動を積極的に行
います。
・事業活動で排出される廃棄物の適正な処理と減量化に努めます。
・事業所において、定期的に環境教育を行います。
・再生可能エネルギーを活用し、「エネルギーの地産地消」に協力し
ます。
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３－３　道路・公共交通

施策の現状と課題

○�道路は安全・快適に移動するために必要な社会基盤であり、その整備及び効率的な
維持管理により、長寿命化を進めていく必要がありますが、多くの財源を要するた
め、国・県等と連携し、優先順位をつけながら計画的に推進していく必要がありま
す。
○�広域的な交通アクセスの向上に向け、幹線道路が整備されるよう関係機関等を通じ、
要請を行っています。また、県道の歩道設置、安全対策について要請を行うととも
に、交通安全施設の整備・維持修繕や橋梁の計画的な補修工事の実施などのほか、
除雪体制の充実に努め・安全な道路環境づくりを推進しています。
○�村民の重要な移動手段である路線バス等の維持と利用促進を図るため、誰もが使い
やすい公共交通の実現を目的に、「高山村地域公共交通網形成計画」及び「高山村
地域公共交通再編実施計画」を策定し、村内循環バスやデマンドタクシーを導入す
るなど、村の公共交通全体の再編を行いました。
○�従来のバス回数券補助を廃止し、山田温泉牧線の低定額制やポイント付ＩＣカード
ＫＵＲＵＲＵ（くるる）の導入、ふれあいパスポートによる70歳以上の利用負担
の軽減、高校生バス通学費補助などを行っています。
○�地域に密着した運行システムの構築に向けて、利用者の意見や住民の要望などを幅
広く聴くとともに、運行状況、利用状況などを的確に把握・検証し、路線・停留所
の新設、改廃、ダイヤの変更などを行い、安全で利用し易い真に交通弱者の足とし
ての利便性が図られるようにさらなる改善が必要です。

関連データ

項　目 H22 H26 H30 資料出所
村道実延長 30万494ｍ 30万1,509ｍ 29万9,816ｍ

建設係調
道路舗装率 52.1％ 52.6％ 48.2％
道路改良率 47.1％ 47.6％ 53.0％
歩道設置延長（村道） 7,255ｍ 7,851ｍ 8,769ｍ
循環バス　乗降者数 8,060人 5,803人 2,065人 福祉係調
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施策が目指す姿
○広域的な交通アクセスの向上に向け、県道や村道の幹線道路整備が促進されるよう関係機関
等へ要請します。
○安全に安心して利用できる生活道路や観光道路の整備を促進します。
○生活に欠かせない公共交通の充実に努め、利用促進を図ります。

成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

高齢者の公共交通利用者数 長電バス
60人／日

長電バス
70人／日 高山村地域公共交通網形成計画を

参考
支線交通の利用者数 11人／日 13人／日

歩道整備計画延長 3,609ｍ 3,854ｍ 建設係調（主）須坂中野線のみ

主要施策

（１）県道整備の要請と村道整備の推進
　県に対し県道整備の要請を行うとともに、計画的な村道整備を推進し、安全で利便
性の高い道路環境に努めます。

施　策 概　要

県に対する県道整備の要請 主要地方道等の拡幅改良や歩道等の安全施設の整備、通行不能区間の解消等につい
て県に要請します。

計画的な村道整備 国の交付金事業等財源の確保を図りながら、計画的な村道整備を推進します。
通学路の安全対策 通学路の安全確認を行い、必要な対策を図ります。
観光に寄与する道路の整備 多くの観光客が利用する施設等にアクセスするための道路整備を推進します。

架け替えを行った七味温泉橋 役場前交差点改良工事
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（２）道路の維持管理・長寿命化
　道路環境の適切な維持管理及び長寿命化を推進します。

施　策 概　要
交通安全施設の整備 ガードレールやカーブミラー、道路標識等の交通安全施設の整備を推進します。
道路の早期補修 道路パトロール等により道路損傷、危険箇所等を把握し、早期補修を行います。
道路舗装・橋梁の長寿命化 道路舗装・橋梁の長寿命化に向けた整備を推進します。

橋梁長寿命化工事（駒場橋）

（３）冬期間の道路の安全確保
　除雪体制の強化と凍結に強い道路環境を整備し、冬期間の道路の安全確保を図ります。

施　策 概　要

効率的な除雪作業の推進 除雪業者と緊密に連携を図り、迅速な出動体制の確保を図るとともに、除雪機
械の導入等により、効率的な除雪作業を推進します。

凍結に強い道路環境の整備 融雪設備の整備等、雪、凍結に強い道路環境の整備を推進します。

地域ぐるみの除雪体制の強化 歩道や除雪車が通れない狭隘な道路等における除雪や凍結防止剤の散布等、地
域ぐるみの除雪体制の強化を図ります。

冬期交通の確保
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（４）公共交通の充実
　高齢化に伴う運転免許証返納者や交通手段を持たない交通弱者などの増加により、
公共交通は益々重要となってくることから、公共交通再編の効果を検証しつつ、きめ
細かなニーズに応じた公共交通体系の構築と利用促進を図ります。

施　策 概　要

利便性の高い公共交通体系の
構築

今後の社会情勢や高齢化社会を踏まえ、公共交通再編の効果を検証しながら、適宜
評価を行うとともに、利用者の意向を尊重した見直しを行い、利便性の高い公共交
通体系の構築を目指します。

公共交通機関の利用促進のた
めの仕組みづくり

公共交通を維持するため、利用者に対する周知・ＰＲや割引制度を充実するなど公
共交通機関の利用を促進する工夫や仕組みづくりに取組みます。

「ＩＣカードくるる」の利用
促進

公共交通を利用される方の利便性を高めるとともに、高齢者等の利用負担を軽減す
るため、「ＩＣカードくるる」の利用促進を図ります。

公共交通の充実（ふれあい号）

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民
・おてんま支援事業等による道路づくりに参加します。
・凍結に強い道路環境づくりの取組みに協力します。
・公共交通機関を積極的に利用します。

関係機関・団体 ・道路整備の早期実現に向けた取組みを推進します。

企業・事業所等

・道路清掃、除雪等による安全で安心な道路環境づくりに協力します。
・ニーズに応じた公共交通・送迎バス等の運行を行います。
・交通環境のバリアフリー化に努めます。
・利用者にやさしいバスの計画的運行を考察します。
・新たな公共交通システムの利用向上に協力します。
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３－４　住宅・宅地・公園

施策の現状と課題

○�若者の移住・定住を促進するためには、その受け皿となる魅力的な居住環境の整備
が重要となっています。また、子育て世代からは安心して楽しく遊ぶことができる
公園の充実が求められています。一方で、人口減少に伴い空き家が目立ってきてお
り、その適正な管理と有効活用を図っていく必要があります。
○�人口増加対策として地域優良賃貸住宅を整備し、ＵＩＪターン者や若者世帯への支
援を図り、村外からの移住や定住促進を行っています。また、農業の活性化が図れ
るよう新規就農者住宅を整備し、新規就農者等の育成と定住を促進しています。
○�空き家対策では、空き家の把握と所有者・管理者に対する意向調査を行うとともに、
空き家バンクを開設し、空き家のあっせん等を行っているほか、空き家の活用を促
進するため、空き家の購入、リフォームにかかる費用に対する補助を行っています。
○�今後も、若者の移住・定住の促進に向け、村営住宅の整備や空き家の活用、公園の
充実及び適切な維持管理を図り、安全で魅力的な環境づくりを推進していく必要が
あります。

関連データ

項　目 H22 H26 H30 資料出所
村営住宅世帯数 17世帯 23世帯 34世帯

建設係調
一般村営住宅世帯数 4世帯 2世帯 4世帯
地域優良賃貸住宅世帯数 9世帯 17世帯 26世帯
若者定住促進住宅世帯数 4世帯 4世帯 4世帯

新規就農者住宅 - 1世帯 5世帯

項　目 H23 H27 H30 資料出所
空き家数 107戸 135戸 144戸 建設係調
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第３部　基本計画

施策が目指す姿
○誰もが安心して村で暮らしていくための住環境を整備します。
○新規就農や移住等を希望し、村で暮らしたいと願う若者等の住宅を確保します。
○空き家の有効活用をはじめとした、空き家バンクの充実を推進します。

成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

村営住宅入居世帯数 39世帯 42世帯
建設係調

空き家バンク活用による契約件数 6件 21件

主要施策

（１）村営住宅整備の推進　
　移住・定住や新規就農等を促進する居住環境の確保等に向けて村営住宅の整備を推
進します。

施　策 概　要
移住・定住につながる村営住
宅整備の推進 村外からの移住や定住促進につながる優良な村営住宅の整備を推進します。

村営住宅の維持管理 村営住宅の適正な維持管理に努めます。
就農おためし住宅の利用の促
進

就農をはじめとした移住・定住を推進するため、就農おためし住宅の利用を促進し
ます。

新規就農者住宅（山田保育園跡地）

村営住宅（中原団地）
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（２）住宅建設支援の充実
　村内で新規住宅の建設を促進するための支援の充実を図ります。

施　策 概　要
住宅建設の促進 新規住宅建設に対する融資利子補給等の補助を充実し、村内での新築促進を図ります。
宅地造成の促進 新築住宅の建設を促進するため、優良な宅地の造成を促進します。

（３）空き家の適正管理と有効活用の促進
　空き家の状況を把握しつつ、その適正管理と有効活用を促進します。

施　策 概　要

空き家の適正管理の促進 空き家の状況及び所有者の意向把握に努め、必要に応じて適正管理の働きかけ
を行うとともに、管理不全な空き家等の解消に向けた取組みを促進します。

空き家の有効活用の促進 所有者の意向に応じ、空き家バンク等によるあっせんや空き家の購入、リフォー
ム費用の補助等により有効活用を図ります。

（４）公園の整備・充実
　楽しく安全に遊び、快適に過ごすことができる公園環境の整備・充実に努めます。

施　策 概　要

公園遊具の充実 ＹＯＵ游ランド等の公園に、子どもが安全に楽しく遊ぶことができる遊具等の整備を図
ります。

協働による公園管理 身近な公園で安心して、快適に過ごすことができるよう、協働による公園管理の仕組み
の構築を図ります。

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民
・住宅の適正管理を行います。
・空き家情報の提供に協力します。
・身近な公園の維持管理に協力します。

関係機関・団体 ・地域全体で日常の住環境整備を行い、環境整備に努めます。
・空き家情報の収集に協力します。

企業・事業所等 ・安全・快適で良好な景観に配慮した住宅等を供給します。
・空き家情報を活用した購入等のあっせんに協力します。
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第３部　基本計画

３－５　上下水道

施策の現状と課題

○�上下水道は、安全でおいしい水の供給や衛生的な生活環境の確保、自然環境の保全
等において重要な社会基盤であり、供用開始から年数が経った施設の長寿命化や更
新、耐震化を計画的に推進していく必要があります。また、人口減少に伴って有収
水量が減少していくことが見込まれることから、事業運営を効率化し健全な事業運
営を図っていく必要があります。
○�本村では、水道事業の健全な運営を図るため、簡易水道事業等を上水道事業へ統合
しました。また、水道施設に設置している集中監視装置を活用し、水道水の安定供
給に努めるとともに、老朽化した水道施設の更新を行っています。
○�下水道事業では、計画的に農業集落排水処理区域の一部を千曲川流域下水道処理区
域への編入を行っています。また、下水道へ接続していない世帯への接続勧奨や下
水道処理区域外の世帯の合併処理浄化槽設置の促進に取組んでいます。

関連データ

項　目 H22 H26 H30 資料出所
給水人口 7,646人 7,339人 7,048人

上下水道係調

上水道 5,497人 5,317人 7,048人
簡易水道 2,072人 1,944人 －
簡易給水施設 72人 72人 －
飲料水給水施設 5人 6人 －

生活排水施設処理人口 6,973人 6,901人 6,720人
下水道 3,168人 4,502人 4,446人
農業集落排水 3,558人 2,171人 2,070人
浄化槽 247人 228人 204人

下水道接続率／全人口 91.1％ 93.6％ 95.1％

施策が目指す姿
○いつでも安心して良質な水道水を利用することができる環境を維持します。
○生活排水等の適正な処理を促進し、衛生的な環境を保持します。
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成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

水道管布設替計画延長 2,497ｍ 4,397ｍ
上下水道係調

下水道接続率 95.1％ 96.0％

主要施策

（１）水道水の安定供給
　水道施設の計画的な整備と水源の保全を図り、水道水の安定供給を図ります。

施　策 概　要
水道施設の維持管理 計画的に水道施設の長寿命化や更新、耐震化整備を推進します。
水道水源の保全 水質及び安定水量の確保に向け、水道水源の保全を図ります。
水道事業の健全運営 経費の節減等により水道事業の健全な運営に努めます。

深井戸水中ポンプ更新工事（福井原水源）

（２）下水の適正処理の促進
　下水道施設の長寿命化、耐震化を図るとともに、下水道への接続及び合併処理浄化
槽設置を促進します。

施　策 概　要
下水道施設の維持管理 計画的に下水道施設の長寿命化や更新、耐震化整備を推進します。
下水道への接続及び合併処理浄化
槽の設置促進

下水道への接続を促進するとともに、下水道処理区域外における合併処理浄化
槽の設置及び適正管理を促進します。

下水道事業の健全運営 農業集落排水処理区域を公共下水道処理区域へ編入することで、経費の節減等
を図り、下水道事業の健全な運営に努めます。

02-01_第3部.indd   114 2020/03/16   13:57:15



114 115

第３部　基本計画

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民

・水道水を大切に使用します。
・下水道に接続し、生活排水は河川や田畑に直接流さないようにしま
す。
・合併処理浄化槽の適正管理を行います。

関係機関・団体 ・浄化槽衛生管理組合は、組合員に対する啓発・点検を行います。

企業・事業所等 ・下水道への接続を推進します。
・合併処理浄化槽の適正管理を行います。
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３－６　治山・治水

施策の現状と課題

○�全国的に地震や集中豪雨などの自然災害による甚大な被害が頻発しており、特に村
域の8割以上を森林が占めている本村にとっては被害を最小限に抑えるためにも治
山・治水を推進していく必要があります。
○�森林の公益的機能を発揮しうる森林をつくるため、村有林間伐を実施しているほか、
河川の氾濫防止のための土砂撤去工事や山腹崩壊箇所の復旧治山事業（法面保護工
事）を実施しています。また、県及び関係機関に対し、土砂災害防止のための急傾
斜地崩壊対策や砂防堰堤築造の要請を行っています。
○�今後も県及び関係機関と連携し、急傾斜地の崩壊防止及び河川の氾濫防止に向けた
施設整備を推進するとともに、森林環境譲与税等を活用した森林整備による治山・
治水を図っていく必要があります。

関連データ

項　目 H22 H26 H30 資料出所
急傾斜地崩壊危険箇所未対策箇所数 24箇所 23箇所 23箇所 建設係調
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第３部　基本計画

施策が目指す姿
○土砂災害の発生を未然に防止できるよう治山・治水対策を進めます。
○雨水を適切に排出できる河川・用排水路の整備・適正管理を推進します。

成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

急傾斜地崩壊危険箇所未対策箇所数 23箇所 21箇所 建設係調

主要施策

（１）土砂災害防止対策の推進
　土砂災害を防止するため、国・県の補助事業により森林を整備するとともに、土砂
災害の未然防止に努めます。

施　策 概　要

県事業の推進の要請 土砂災害防止に向けた急傾斜地崩壊対策事業や砂防堰堤事業・治山事業が推進され
るよう県に要請します。

森林整備の推進 水源かん養機能の向上や山地災害防止に向けた森林整備を推進します。
ハザードマップを活用した意
識啓発 ハザードマップを活用し、村民の土砂災害に対する意識啓発に努めます。

水源かん養、生活環境の保全 森林の維持造成を通じて山地に起因する災害から村民の生命・財産を守り、また、
水源のかん養、生活環境の保全・形成等を図ります。

松南区北側松川治山工事
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（２）河川・用排水路の整備と適正管理
　河川・用排水路の計画的な整備と適正管理を推進します。

施　策 概　要
護岸整備・河川改修の推進 河川機能の強化のため護岸整備、河川改修を計画的に推進します。
用排水路の機能向上と適正管理の
推進 集中豪雨等に対応できるよう用排水路の機能向上と適正管理を推進します。

協働による維持管理の促進 住民との協働による河川・用排水路の維持管理を促進します。

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民 ・用排水路の維持管理活動や河川の清掃、除草活動に参加します。
・ハザードマップを参考にし、災害時における危険箇所を把握します。

関係機関・団体 ・用排水路の維持管理活動や河川の清掃、除草活動を行います。

企業・事業所等 ・用排水路の維持管理活動や河川の清掃、除草活動に協力します。
・ハザードマップを参考にし、災害時における危険箇所を把握します。
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３－７　危機管理・消防・防災体制

施策の現状と課題

○�国内では、毎年のように大規模災害による甚大な被害が発生するとともに、国際紛
争やテロ等の報道がなされるなど様々な脅威への関心が高まっており、行政は住民
の生命と財産を守ることを最優先に取組まなければなりません。
○�本村では、総合防災訓練時に、災害時要配慮者の避難誘導や隣近所に声を掛け合い
ながら避難を行う訓練を実施しているほか、避難所においては地区の隣組長が住民
リストにより避難者確認を行うなど、地域ぐるみの防災活動を実践しています。
○�消防団が管理している小型動力ポンプの更新や消防団員の装備品の充実により、非
常備消防体制の強化を図っています。
○�常備消防では、須坂市消防署高山分署に配備されている車両の更新等により、広域
常備消防・救急体制の強化を図っています。
○�村民の防災意識を醸成するため、総合防災訓練時に職員が各地区会場へ出向き、ハ
ザードマップの説明を行うほか、村行事カレンダーにハザードマップを綴じ込み、
住民の目に触れる機会を創出しています。
○�防災情報の伝達については、アナログ方式からデジタル方式へと同報系防災行政無
線を更新し、同時に各家庭での無線方式による戸別受信機を有線方式による端末機
に変更しました。また、弾道ミサイル攻撃に関する情報や緊急地震速報などの緊急
情報が、国において人工衛星を通じて送信され、村の同報系防災行政無線から瞬時
に住民に伝達できる全国瞬時警報システム（Jアラート）を整備し情報伝達の強化
を図ってきました。
○�山岳遭難の未然防止及び遭難者の捜索・救助のため、須高地区山岳遭難防止対策協
会及び志賀高原地区山岳遭難防止対策協会のほか、長野県、須坂警察署、須坂市消
防本部など関係機関の協力を得ながら、遭難対策を推進しています。
○�今後は、老朽化した消防施設等の改修・整備や消防団員の確保、ＩＣＴ等を活用し
た情報伝達・安否確認等の推進など、消防・防災体制の強化を図っていく必要があ
ります。
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関連データ

項　目 H22 H26 H30 資料出所

火災件数
（一般） 1件 6件 5件

須坂市消防署高山分署
（林野） 0件 0件 0件

消防団員定数 196人 196人 196人
総務係調

遭難件数 2件 2件 3件

消防用機械の状況

須坂市消防署
高山分署

消防ポンプ自動車 査察車 救急車
1台 1台 1台

高山村消防団
小型動力ポンプ積載車 小型動力ポンプ

6台 18台

施策が目指す姿
○さまざまな災害や国民保護法が適用される事案の発生時に、迅速かつ的確に対応できるため
の体制強化を図ります。
○自助・共助・公助による消防・防災体制の強化を図ります。

成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

地区防災計画策定数 0地区 11地区

総務係調消防団員定数 196人 196人

福祉避難所箇所数 0箇所 1箇所
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主要施策

（１）危機管理・防災意識の高揚
　総合防災訓練等を通して危機管理・防災意識の高揚と平時の備えの促進を図ります。

施　策 概　要

総合防災訓練の実施 様々な災害を想定した総合防災訓練を実施し、多くの村民の参加を促進しつつ、防
災意識の高揚と災害発生時の迅速かつ適切な行動につなげます。

平時の備えの促進 食料・飲料の備蓄や家具の転倒防止など、村民の防災対策を促進します。また、防
災資機材等備蓄倉庫を活用し、災害時に必要となる防災備蓄品の充実に努めます。

（２）消防・防災体制の強化
　自主防災組織及び消防団の活動支援を行うとともに、広域常備消防体制の充実及び
消防施設等の計画的な整備を推進します。
　また、災害の未然防止、万が一の災害発生時の復旧対応など、周辺自治体、各種団
体等との災害時応援協定の拡大・充実を図ります。

施　策 概　要

自主防災組織の育成支援 地域ぐるみによるきめ細かな防災活動ができる自主防災組織の育成支援を図り
ます。また、地区防災計画の策定を支援し、地域防災力の強化を図ります。

消防団員の確保 消防団活動の役割や重要性を周知するとともに、職場の理解や安全対策等、団
員が活動しやすく、負担軽減につながるような環境づくりに努めます。

女性の参加・活動促進 自主防災組織及び消防団における女性の参加・活動を促進します。
広域常備消防体制の充実 関係機関と連携しながら、広域常備消防体制の充実を図ります。
消防施設等の整備 老朽化した消防施設の更新など、計画的な整備を推進します。

消防技術大会

防災対策会議
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（３）的確な防災情報の周知
　国土交通省、気象庁、県から発表される防災気象情報等を入手するとともに、関係
機関と連携し、村が定める避難情報の判断基準に沿って早めに判断します。また、避
難情報を発令する際には、避難行動が速やかにとれるよう防災行政無線等で、迅速に
村民への周知を図ります。
　さらに、村ホームページをはじめ、多様な媒体を活用し効果的な情報発信に努めま
す。

（４）災害時における安全・迅速な避難支援
　災害時における迅速な避難体制の強化を図るとともに、安全・安心な避難生活を送
ることができる環境整備に努めます。

施　策 概　要

避難協力体制の確立 災害時の避難行動に支援が必要な人の把握と近隣住民による避難協力体制の
確立を図ります。

危険箇所の周知と安全な避難経路の
確認促進

ハザードマップにより危険箇所を周知し、避難所までの安全な経路を確認す
るなど村民の的確な判断を促します。

ＩＣＴ等を活用した情報収集・伝達 ＩＣＴ等を活用し、災害の状況を的確に把握しながら迅速に情報伝達する仕
組み・体制を構築します。

福祉避難所の設置 安全・安心に避難生活を送ることができる避難所の整備を推進するとともに、
特別な配慮等が必要な人を対象とした福祉避難所の設置を推進します。

避難所の環境改善の推進 避難所生活の長期化等を想定し、食料等の備蓄品やトイレの整備・確保など
施設の環境改善に努めます。

災害時におけるライフラインの早期
復旧

災害時の住民生活の確保を図るため、電力や水道など重要なライフラインの
早期復旧に努めます。

防災情報等の周知（役場防災行政無線室）
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第３部　基本計画

（５）耐震化の促進
　公共施設及び住宅の耐震化を促進します。

施　策 概　要
公共施設の耐震化 計画的に公共施設の耐震化整備を推進します。
住宅の耐震化の促進 住宅・ブロック壁の耐震診断及び耐震改修の促進を図ります。

（６）遭難防止対策の強化
　山菜取り、ツアースキー、登山などによる遭難を防止するため、関係機関と連携し
効果的な遭難防止対策を進めます。

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民

・ハザードマップを参考にし、災害時における危険箇所を把握します。
・災害時の行動について、家族で話し合い事前に確認します。
・災害時の安全対策や避難生活のための準備を進めます。
・防災訓練等へ積極的に参加し、防災意識の向上に努めます。
・日頃から高齢者等への声かけ、見守り活動を行います。
・消防団員の確保に協力します。

関係機関・団体
・地域ぐるみの防災訓練を行います。
・防災資機材の充実に努めます。
・共助の意識向上に努めます。

企業・事業所等

・ハザードマップを参考にし、災害時における危険箇所を把握します。
・雇用する従業員等が消防団活動を、理解するため、活動に協力しま
す。
・災害時における安全対策及び事業継続に向けた準備を進めます。
・災害時の避難・復旧対策に協力します。
・避難訓練の実施等により、顧客や従業員の安全確保を図ります。
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３－８　交通安全・防犯・消費者対策

施策の現状と課題

○�車の安全技術の発達等により交通死亡事故が減少していますが、高齢化が進む中、
高齢者が占める交通事故の割合が高くなっていることや、飲酒運転やあおり運転と
いった運転者のモラルの低下が大きな問題となってきています。
○�インターネット等の普及は生活の利便性を向上させていますが、それらを利用した
振り込め詐欺をはじめとした特殊詐欺などの新たな犯罪や消費者トラブルが生じて
きており、対策を講じていくことが必要です。
○�本村では、関係団体と連携し交通安全運動を実施するとともに、団体役員による高
齢者宅訪問や交通指導所の開設を行い、交通安全意識の啓発に努めています。
○�防犯対策では、防犯会議を通じて各地区で防犯活動を促進し、注意喚起を図るとと
もに、広報紙や情報無線等を通じて、警察との連携のもと特殊詐欺等の被害防止の
ための啓発を行っています。また、各行政区管理の防犯街路灯の設置に対する補助
を行い、犯罪を起こしにくい環境づくりに努めています。
○�消費者対策では、県の広報紙やチラシ配布等により、消費生活に関する情報提供や
知識の普及に努めるとともに、関係団体による消費者問題に対する自主的な取組み
を支援しています。また、長野市消費生活センターでの相談業務を実施し、被害の
解決に向け専門的な対応が可能になっています。

関連データ

項　目 H22 H26 H30 資料出所
交通事故発生件数 14件 11件 9件

長野県警察交通統計交通事故による死者数 0人 0人 0人
交通事故による傷者数 16人 13人 9人
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第３部　基本計画

施策が目指す姿
○交通事故や犯罪のない村づくりを目指し、安全・安心な暮らしを確保します。
○安全・安心な消費生活を送ることができる環境づくりを推進します。
○地域ぐるみでの交通安全、防犯活動を促進します。

成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

交通事故発生件数 9件 5件
須坂警察署調

刑法犯認知件数 12件 7件

主要施策

（１）交通安全対策の充実
　交通安全意識の高揚と高齢者の事故防止に向けた意識啓発に努めるとともに、交通
事故が起こりにくい環境づくりを推進します。

施　策 概　要
交通安全意識の高揚 広報・啓発活動や交通安全教室等を通じて交通安全意識の高揚を図ります。

高齢者の事故防止対策 高齢者の特性を踏まえた交通安全対策の普及啓発や免許返納の検討機会の意識醸成
に努めるとともに、先進安全自動車の購入を推進します。

交通事故が起こりにくい環境
づくり 見通しの悪い道路環境の改善等、交通事故が起こりにくい環境づくりを推進します。

飲酒運転の根絶 長野県須坂警察署や高山村交通安全協会と連携し、飲酒運転の根絶を目指します。

夜間タスキの励行 夜間の交通事故の発生を未然に防ぐため、必要により夜間タスキを配布するととも
に、その着用の徹底を図ります。

交通安全子供自転車全国大会

交通安全運動人波作戦
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（２）防犯対策の充実
　防犯意識の高揚や防犯設備の整備、地域ぐるみの見守り活動の促進を図ります。

施　策 概　要

防犯意識の高揚 広報・啓発活動を通じて防犯意識の高揚を図るとともに、犯罪発生状況に関する情
報提供を行い、注意喚起を促します。

防犯施設の整備 地区の要望に基づく防犯灯の設置、改良や防犯カメラの設置促進を図ります。
地域ぐるみの見守り活動の促
進 地区における見守り活動やあいさつ運動、地域見守り隊の活動を促進します。

（３）消費者対策の充実
　安全・安心な消費生活を送ることができるための取組みの充実を図ります。

施　策 概　要

消費生活に関する意識啓発 広報・啓発活動、各種講座等を通じて特殊詐欺の未然防止などの消費生活に対する
意識の高揚を図るとともに、消費生活に関する知識の普及を図ります。

消費者団体の活動支援 消費者団体の活動を支援します。

相談窓口の周知 長野地域中枢連携都市圏連携事業による長野市消費生活センターの利用を促進し、
消費生活に関する相談窓口の周知を図ります。

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民

・交通ルール・マナーを守り、飲酒運転は絶対にしません。
・夜間の歩行時には夜間タスキを着用します。
・防犯意識を高め、犯罪に巻き込まれないための対策を講じます。
・地域の見守り活動に参加します。
・特殊詐欺に遭わないなど、消費生活に関する正しい知識の習得に努
めます。

関係機関・団体

・�交通安全・防犯対策の普及・啓発活動に取組むとともに、交通安全・
防犯施設の整備改良を促進します。
・地域における見守り活動を活性化させます。
・消費生活に関する正しい知識の普及・啓発や消費者トラブルに関す
る情報提供を行います。
・地域及び消費者団体間で、情報の共有化に努めます。

企業・事業所等

・村や団体が行う交通安全運動や防犯活動に協力します。
・従業員の交通安全・防犯対策の徹底を図ります。
・責任ある商品・サービスの提供を行います。
・適正な表示及び取引を実施します。
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基本目標４�
�一人ひとりが輝く教育、文化・スポーツのむら

４－１　保育園・学校教育
４－２　地域教育・家庭教育
４－３　生涯学習・文化活動
４－４　スポーツ・レクリエーション
４－５　文化財
４－６　交流活動
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第３部　基本計画

４－１　保育園・学校教育

施策の現状と課題

○�幼児教育は生涯にわたる人間形成の基礎を培う場であり、家庭、地域と連携し、生
活の連続性を踏まえた取組みを推進していく必要があります。小中学校では、知・
徳・体にわたる「生きる力」を育むため、本村の自然や地域の人材を活かした特色
ある教育活動の推進が求められています。そのためにも、地域全体で学校教育を支
える体制づくりを図っていく必要があります。また、これからの情報化社会に対応
するための環境整備や、ＩＣＴ教育の充実が求められています。
○�本村の幼児教育を担うたかやま保育園は、信州型自然保育「信州やまほいく」に認
定され、日頃から自然に親しむことができる保育園の環境と伝統の事業である和太
鼓の取組みや、祖父母・地域の方との農作業体験等を継続して行っています。
○�平成27年4月に小学校、平成29年3月に中学校がユネスコスクールに認定され、そ
の理念に沿った教育を推進しています。また、地域に開かれた学校づくりを進め、
地域の教育力を活かした学校教育の充実を図るため、高山共育コミュニティスクー
ルを実施しています。小学校ではＰＴＡが立ち上げた「わくわく村」において、学
校、ＰＴＡ、公民館等が協働して親子で楽しむ体験学習を開催するなど様々な特色
ある教育活動に取組んでいます。
○�村独自の学習支援員等の配置やＡＬＴ（語学指導を行う外国青年招致事業）の雇用
のほか、不登校等の支援が必要な児童・生徒に対する心のケアのためのスクールカ
ウンセラーやスクールソーシャルワーカーを配置するなど、きめ細やかな学習支援
の充実に努めています。
○�学校給食では、安全安心でおいしい給食を提供するため、衛生管理基準を満たし、
食物アレルギーに対応した専門調理室を完備した給食センターを整備しました。
○�本村の特色を活かし、家庭・地域と連携しながら、一人ひとりの個性と能力を伸ば
し、「生きる力」を育む教育を推進するとともに、子どもが安全・安心して過ごす
ことができる教育環境の整備・充実を図っていく必要があります。
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関連データ

項　目 H22 H26 H30 資料出所
保育園児数 219人 234人 167人 福祉行政報告例
小学校児童数 425人 416人 371人

学校基本調査
中学校生徒数 241人 199人 182人
スクールカウンセラー配置数（小／中） 1人/1人 1人/1人 1人/1人

教育委員会調
生活・学習支援員配置数（小／中） 3人/3人 7人/2人 7人/2人

施策が目指す姿
○高山村らしさを活かし、「生きる力」を身につける教育を推進します。
○きめ細かな学習指導により、一人ひとりの能力や個性を伸ばします。
○地域・家庭・学校の連携のもと、安全・安心な学校生活を守る活動を促進します。

成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

「わくわく村」参加率
（参加者数／小学校全児童数） 81.0％ 100.0％

教育委員会調
スクールカウンセラー配置人数（村費） 1人 1人

主要施策

（１）保育園における教育・保育の充実
　保育所保育指針に基づいた質の高い教育・保育と安全な保育環境の整備を推進します。

施　策 概　要
教育・保育の充実 子どもの発達や学びの連続性を踏まえた幼児教育・保育を推進します。

子どもの健康と安全の確保 子どもの健康支援や食物アレルギーへの対応、事故防止に向けた取組みや環境整備
を推進します。

保育士の資質と専門性の向上 保育園に求められる機能・役割に応じ、研修等を通じて保育士の資質・専門性の向
上を図ります。

「信州やまほいく」の推進 信州型自然保育「信州やまほいく」など、日頃から自然に親しみ、多様な体験や交
流ができる幼児教育を推進します。
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食育改善推進員の方々との料理教室（保育園）

（２）「生きる力」を育む学校教育の推進
　本村の強みを活かした教育や時代の変化に対応した教育など特色ある学校教育を推
進します。

施　策 概　要

確かな学力の育成 学習指導要領に基づき、「知識及び技能」の習得と、「思考力・判断力・表現力等」
の育成、「学びに向かう力、人間性等」を養うことなどをバランスよく推進します。

豊かで健やかな心身の育成 道徳教育の充実や体験活動の重視、体育・健康に関する指導の充実�により、豊か
な心や健やかな体を育成します。

保・小・中の一貫した教育の
推進 一村一校の特徴を活かし、保育園から中学校までの一貫した教育を推進します。

「ユネスコスクール」の取組み ユネスコの提唱する活動を積極的に取り入れ、教育の充実を図ります。
時代の変化に対応した教育の
推進

国際化、情報化社会に即した英語教育やＩＣＴ教育など、時代の変化に対応した教
育を推進します。

人権教育の推進 人権に対する理解を深め、人権感覚を育む教育を推進します。

食育の推進 子どもが食の大切さを学ぶとともに、望ましい食習慣を身につけさせるため、保育
園、学校、家庭が連携して食育の推進を図ります。

小学校運動会

中学生議会
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（３）学校教育環境の整備・充実
　安全・安心な学校生活を送ることができる教育環境の整備・充実を図ります。

施　策 概　要

学校施設・設備の計画的な整備 子どもたちが安全・安心して学校生活が送れるよう、学校施設・設備の計画的
な整備を推進します。

教職員の資質能力の向上 研修の実施や教員評価等により、教職員の資質能力の向上に努めます。

危機管理体制の強化 災害や不審者、感染症の発生時等に迅速かつ適切に対応できる危機管理体制の
さらなる強化を図ります。

スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカーによる相談支
援

不登校、いじめ等、様々な困難や課題を抱える子どもや家庭に対し、スクール
カウンセラーやスクールソーシャルワーカーによる相談支援を行います。

いじめ対策の強化
いじめから子どもを守るため、「高山村いじめ防止等の基本方針」に基づき、
いじめの未然防止と早期発見に努めるとともに、学校、教育委員会、警察等の
関係機関との連携を図りながら、迅速かつ適切に対応します。

（４）特別支援教育の推進
　一人ひとりの障がいの状況に応じた特別支援教育を推進します。

施　策 概　要

障がいに対する理解と支援の充実 特別支援教育の充実などを通して障がいに対する理解促進と支援体制の充実を
図ります。

通級による指導の充実 通常の学級で授業を受けながら、障がいの状況に応じて特別な指導を行う通級
指導の充実を図ります。

特別支援学校への通学支援 特別支援学校への通学に対する支援を行います。

家庭や関係機関との連携・支援 家庭や特別支援学校、障がい福祉事業所等と連携し、通学する児童・生徒に対
する切れ目のない包括的な支援を行います。

（５）家庭・地域との連携強化
　家庭・地域との連携を強化し、地域に開かれた学校運営を推進するとともに、学校
運営を支える人材の育成を図ります。

施　策 概　要

コミュニティスクールの推進 ＰＴＡ、地域住民と学校との協働による「コミュニティスクール」の運営によ
り、地域に開かれた信頼される学校づくりを推進します。

学校教育を支える人材の育成 高山共育コミュニティスクールの共育コーディネーター、学校支援ボランティ
ア等の人材の育成を図ります。

02-01_第3部.indd   132 2020/03/16   13:57:17



132 133

第３部　基本計画

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民
・家庭では、学校での取組みに協力し、家庭での実践を図ります。
・学校運営に対する理解・協力し、学校支援ボランティアに参加しま
す。

関係機関・団体

・高山共育コミュニティスクールの組織及び運営の充実を図り、地域
全体で学校運営を支援します。
・親子が自然の中で遊ぶことができるための活動を活性化します。
・学校施設の環境整備について、ＰＴＡを中心に地域住民の協力のも
と取組みます。

企業・事業所等 ・学校運営に対して協力します。
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４－２　地域教育・家庭教育

施策の現状と課題

○�家庭はすべての教育の出発点であり、「生きる力」の基礎的な資質や能力を育む場
です。一方、核家族化や近隣関係の希薄化等を背景に、親が身近な人から子育てを
学んだり、助け合う機会が減少してきており、地域ぐるみで子どもを育むことの重
要性が高まっています。
○�本村では、小学校ＰＴＡが立ち上げた「わくわく村」が学校や公民館等と連携し、
子育て家庭を対象に多様な体験・交流機会を創出しているほか、育成会やスポーツ
少年団をはじめ各種団体による体験活動や姉妹都市である二宮町との交流活動が行
われています。
○�地域教育の推進は、多様な体験・交流を通じて子どもの健やかな成長を促すことに
加え、地域に対する誇りや愛着の醸成にもつながることから、今後も引き続き、共
育コミュニティスクール及び各種団体等と連携・協力しながら推進していく必要が
あります。
○�家庭教育については、保育園や学校との連携の中から家庭教育の重要性を啓発し、
実践を支援していく必要があります。
○�子どもたちが、特色ある保育・学校教育とともに、恵まれた自然環境に育った村に
いつまでも誇りをもち続ける心を育み、ずっと村に住み続けたいと思う人となるよ
う地域と家庭が連携する必要があります。
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第３部　基本計画

施策が目指す姿
○地域ぐるみで子どもの健やかな成長を支え、見守る環境づくりを推進します。
○地域・学校が連携し、家庭教育を支えます。

成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

「わくわく村」参加率
（参加者数／小学校全児童数） 81.0％ 100.0％ 教育委員会調

主要施策

（１）地域教育の推進
　子どもの健全な育成を図る地域教育を推進します。

施　策 概　要
地域教育を担う人材の育成・
活用

地域活動団体や共育コーディネーターなど地域教育を担う人材の育成を図るととも
に、様々な知識や能力、経験等を持つ人材の活用を図ります。

地域活動団体の活動支援 「わくわく村」や育成会、スポーツ少年団など子どもの地域活動を担う各種団体の
活動を支援します。

わくわく村との連携　生涯学習事業親子木工教室 わくわく村紙飛行機教室

第３部
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（２）家庭教育支援の充実
　教育の出発点である家庭教育の重要性を啓発し、家庭での実践を支援します。

施　策 概　要

家庭教育の重要性の啓発 広報や各種講座など様々な媒体・機会を通じて、家庭教育の重要性について啓発し
ます。

保育園・学校等との連携によ
る家庭教育支援

家庭との連携による幼児教育・学校教育を推進する中で、家庭におけるしつけや倫
理観、生活習慣、学習習慣等を身に付けることができる取組みを推進します。

多様な主体による家庭教育の
支援

子育て経験者や教員ＯＢ、民生委員・児童委員等による「家庭教育支援チーム」の
設置を促進し、悩みや不安を抱え、孤立しがちな家庭や仕事で忙しい家庭の家庭教
育を支援します。

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民

・村民が持つ能力や知識、経験を地域の子どもの健全育成に活かしま
す。
・学校が取組む家庭での生活習慣、学習習慣を身につけるための取組
みを実践します。
・育児講座等に積極的に参加し、子育てについて学びます。

関係機関・団体
・地域の子どもの多様な体験機会を創出します。
・様々な活動を通じて家庭教育が困難な家庭の把握に努め、家庭教育
を支援します。

企業・事業所等 ・地域や行政による地域教育・家庭教育の取組みに協力します。
・地域の子どもの多様な体験機会を創出します。
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第３部　基本計画

４－３　生涯学習・文化活動

施策の現状と課題

○�健康寿命が延び、「人生100年時代」ともいわれる中、豊かな人生を送るための生
涯学習や文化活動が果たす役割が一層重要になってきています。また、生涯学習や
文化活動を通じてコミュニティの活性化が期待されることから、多様な学習の機会
を創出し、その成果を活かすことができる社会の実現が求められています。
○�本村では、公民館を中心に幅広い村民が参加できる講座・学級等を開催するととも
に、村民の自主的な活動拠点として、またギャラリースペースとして公民館の活用
を図っています。
○�今後も、地域資源を活用しつつ、ニーズに応じた生涯学習活動の充実と高山村なら
ではの文化活動の活性化を図っていくうえで、活動を牽引するリーダーや指導者の
育成が課題となっています。
○�高山村らしい文化の形成と多様な交流の拠点として、現存施設の在り方について検
討し、その整備構想を策定していきます。整備に際しては、村民による十分な議論
を重ね、合意形成を図っていく必要があります。

関連データ

項　目 H22 H26 H30 資料出所
文化芸術団体数（補助金交付団体） 1団体 1団体 1団体

教育委員会調
社会教育関係団体数（補助金交付団体） 4団体 4団体 4団体
図書室蔵書数 8,901冊 13,101冊 16,059冊
公民館利用者数 14,530人 15,765人 14,499人
図書室貸出人数 759人 2,437人 2,295人
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施策が目指す姿
○興味・関心に応じた学習・文化活動の機会を提供するとともに、活動を通じて様々な世代が
交流する機会の拡充を図ります。
○質の高い文化芸術に触れる機会の充実と高山村らしい文化の創造を促進します。
○伝統文化を継承する人材の確保や活動を牽引するリーダーや指導者の育成を図ります。
○文化交流施設の充実を図ります。

成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

文化協会会員数 332人 400人

教育委員会調公民館による各種講座参加者数 1,405人 1,680人

図書室貸出人数 2,295人 2,750人

主要施策

（１）生涯学習機会の充実
　多様なニーズに応じ、地域特性を活かした生涯学習の充実を図ります。

施　策 概　要
多様なニーズに応じた学習機会の
充実

各世代のニーズに応じ、さまざまな世代が参加できる学習プログラムや、情報
化・国際化など時代の変化に対応した講座の充実を図ります。

地域特性を活かした生涯学習の推
進

豊かな自然や貴重な文化財、村の産業など、地域の特性・資源を活かした生涯
学習を推進します。

講師・指導者の確保 各種講座、教室等を指導する講師・指導者の確保に努め、生涯学習の充実を図
ります。

ヨガ教室 珈琲教室
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（２）多様な文化活動の促進
　文化活動の活性化と高山村らしい文化の醸成を図ります。

施　策 概　要

文化活動団体の活性化支援 文化活動団体や公民館分館の自主的な活動の活性化を支援するとともに、文化
活動の成果を発表する場の充実を図ります。

文化イベントの開催 文化祭をはじめ、村内外の多くの人が楽しむことができる文化イベントを開催
します。

文化活動を担う人材の育成・確保 自主的な文化活動や文化イベント等、地域特性を活かした文化の創出・醸成等
を担う人材の育成・確保に努めます。

文化祭

（３）生涯学習・文化交流施設の整備・充実
　文化交流施設の在り方について議論を深めつつ、生涯学習・文化交流を行う施設の
整備・充実を図ります。

施　策 概　要

既存文化施設の充実と有効活用 公民館や一茶館、歴史民俗資料館、野外音楽堂カリヨンホール等、既存の文化
施設の充実とさらなる有効活用を図ります。

文化交流施設の整備検討
本村にふさわしい文化・創造・交流・学びを高めるための拠点施設としての公
民館ホール、図書室などの整備について、これまでの議論を踏まえつつ、村全
体の合意形成を図ります。
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協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民

・興味・関心のある生涯学習や文化活動・交流活動に積極的に参加し
ます。
・村民がもつ知識や経験を生涯学習や文化活動に活かします。
・祭りや文化イベントに積極的に参加します。
・学びを通じ村の現状と問題を知り、その学んだ成果をむらづくりに
活かします。

関係機関・団体

・人が集い、交流できる文化イベントを開催するなど、交流の場の充
実を図ります。
・昔から引き継がれてきた学びや遊びを次世代に伝えていく活動を活
性化させます。
・村の歴史・文化、景観等、親子で学ぶ機会を創出します。

企業・事業所等 ・地域の祭りや文化イベントの開催に協力します。
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第３部　基本計画

４－４　 スポーツ・レクリエーション

施策の現状と課題

○�スポーツには高いレベルで競い合うスポーツやそれらを見て楽しむスポーツ、そし
てスポーツを通じて心身の健康を保持し、つながりを創出する機能を持つスポーツ
があります。令和2（2020）年には東京オリンピック・パラリンピックが開催さ
れることから、スポーツに対する機運が高まっており、更にスポーツ振興を図って
いく必要があります。
○�本村では、体育協会やスポーツ少年団、総合型スポーツクラブ等の各団体によるス
ポーツ活動が盛んです。また、スポーツ推進委員による出前講座やスポーツ・レク
リエーション教室、体育祭や各種スポーツ大会等に多くの村民が参加し、スポーツ
に親しんでいます。
○�スポーツやレクリエーションを楽しむ拠点として、ＹＯＵ游ランドのほか、多くの
グラウンドや体育館、冬期間でも利用できる室内運動場等、施設の充実が図られて
います。
○�今後も、充実した施設を活用しながら、多くの村民がスポーツに親しみ、交流でき
る活動の活性化をさらに図るとともに、自然環境や充実した施設を活かした村外か
らの誘客など、村の強みを活かしたスポーツ・レクリエーションの振興を図ってい
く必要があります。

関連データ

項　目 H22 H26 H30 資料出所
体育協会会員数 － 660人 541人

教育委員会調スポーツ少年団団員数 215人 169人 165人
社会体育施設利用件数 4,771件 4,031件 3,305件
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施策が目指す姿
○それぞれの体力や意欲に応じたスポーツ・レクリエーション活動への参加を促進します。
○スポーツ・レクリエーション活動を通じてさまざまな世代が交流し、コミュニケーションの
機会の拡充を図ります。
○多様なスポーツ団体等との連携や支援により、スポーツの振興を図ります。

成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

体育協会会員数 541人 570人 教育委員会調

ＹＯＵ游ランド多目的ホール利用者数 4,650人 5,400人
公園係調

ＹＯＵ游ランドマレットゴルフ場利用者数 3,051人 3,600人

ＹＯＵ游ランド水中運動教室参加者数 2,003人 2,100人 保健予防係調

主要施策

（１）スポーツ活動の普及促進
　一人ひとりの体力や年齢、技術、興味・目的に応じて親しむことができる生涯スポー
ツの普及促進を図り、個々の健康づくりを支援するとともに、競技スポーツ活動を支
援します。

施　策 概　要

スポーツ活動団体の活性化支援 体育協会や総合型スポーツクラブなどスポーツ活動団体の活性化を支援し、様々
な世代が楽しめる生涯スポーツの促進を図ります。

ニュースポーツの普及 スポーツ推進委員により誰もが気軽に楽しめるニュースポーツの普及を図ります。

競技スポーツ活動への支援 各種大会への参加支援や練習環境の整備、指導者の確保等、競技スポーツ活動を
支援します。

ソリ大会（総合型スポーツクラブ）
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（２）スポーツ大会・イベント等の充実
　多くの人が参加し、楽しめる体育祭や各種大会・イベント等の充実を図ります。

施　策 概　要

体育祭、スポーツ大会の開催 多様な世代が力を合わせて競う村民体育祭・分館対抗スポーツ大会を開催しま
す。

スポーツ・レクリエーションイベ
ントの開催

森林トレッキングやスキーなど村の美しい自然等を楽しめるスポーツ・レクリ
エーションイベントを開催し、村内外からの参加を促進します。

村民体育祭

（３）スポーツ・レクリエーション環境の整備・充実
　安全に利用できる社会体育施設の維持管理を行うとともに、本村の特色を活かした
スポーツ・レクリエーション環境の充実を図ります。

施　策 概　要
社会体育施設の維持管理 老朽化への対応や安全対策等、社会体育施設の維持管理を図ります。
レクリエーション施設の整備・
充実 楽しく安全に過ごせるレクリエーション施設の整備・充実を図ります。

地域特性を活かしたスポーツ環
境の充実

自然環境や既存施設等を活用したスポーツ環境の充実を図り、村内外の多くの人
の利用促進を図ります。
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協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民
・体力や意欲に応じスポーツ・レクリエーションを楽しみ、健康づく
りに役立てます。
・地域のスポーツ・レクリエーション活動に積極的に参加します。

関係機関・団体
・自主的なスポーツ活動の活性化を図ります。
・世代間交流につながるスポーツ・レクリエーション活動を行います。
・利用する施設・設備の適正管理を行います。

企業・事業所等 ・職場でのクラブ活動をはじめスポーツ・レクリエーション活動を推
進します。
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第３部　基本計画

４－５　文化財

施策の現状と課題

○�地域に受け継がれてきた伝統文化や貴重な文化財は、歴史文化を今に伝え、地域に
対する誇りや愛着を醸成するとともに、観光や教育等にも活用される地域資源であ
り、大切に守り、次代へとつないでいかなければなりません。
○�本村では、神楽やどんど焼きなどの伝統文化について、地区ごとに継承活動が行わ
れており、その様子を映像化し、村内外への周知と後世への伝承を図っています。
また、湯倉洞窟遺跡をはじめ貴重な文化財があり、その保存・活用を図っています。
○�今後は、若者の関心を高めて担い手を確保するとともに、活動に対する補助等を通
して継承活動の活性化を図るとともに、文化財のさらなる活用に向けたイベント・
企画やその魅力をわかりやすく伝える人材の育成・活用を図っていく必要がありま
す。

関連データ

項　目 H22 H26 H30 資料出所
県指定文化財数 1件 1件 2件

教育委員会調
村指定文化財数 27件 30件 36件
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施策が目指す姿
○地域の貴重な文化財の保護・活用を図ります。
○将来にわたって村の伝統芸能を伝承していくための活動を支援します。

成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

村指定文化財数 36件 40件 教育委員会調

主要施策

（１）伝統文化の継承
　地域に伝わる伝統文化を継承するための人材育成、活動支援を図るとともに、その
魅力を積極的に発信します。

施　策 概　要
伝統行事等の活性化と後継者
の育成 各地区で行われる祭りや地域に伝わる伝統行事の活性化と後継者の育成を図ります。

民話・伝統文化の継承 高山村に伝わる民話や伝統文化を次世代へと継承するための活動を推進します。

伝統文化の積極的な発信 伝統文化を地域の魅力として村内外に積極的に発信し、村に対する誇り・愛着の醸
成につなげます。

地域に伝わる伝統行事�どんど焼き
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第３部　基本計画

（２）貴重な文化財の保護・活用
　地域の貴重な文化財を保護し、様々な分野でその活用を図ります。

施　策 概　要

湯倉洞窟遺跡の保存・活用 湯倉洞窟遺跡の保存に努めるとともに、県指定への取組みや観光・教育等の分
野での活用を図ります。

文化財の調査研究・保存 貴重な文化財の調査研究を進め、村指定等により保存及び周知を図ります。

歴史文化を伝える人材の養成
福島正則や小林一茶など村と関わりの深い歴史的人物をはじめ、村の歴史・文
化に詳しい専門的知識を有する人材を養成し、案内人として教育、観光等に活
用します。

一茶館・歴史民俗資料館の充実 一茶館・歴史民俗資料館の充実を図り、村の歴史文化の保存・活用を図るとと
もに、企画・イベント等による誘客を図ります。

一茶館のイベント�茶会

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民
・村の歴史・文化への関心を高めます。
・地域の貴重な文化財の保存に協力します。
・伝統・文化の保存・伝承活動に参加します。

関係機関・団体 ・伝統・文化の保存・伝承活動を活性化させます。
・各種活動において文化財を活用します。

企業・事業所等 ・埋蔵文化財の保護・保存に協力します。
・地域の貴重な文化財や伝統文化の保存に協力します。
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４－６　交流活動

施策の現状と課題

○�人口減少時代において地域の活性化を図っていくためには、定住人口の確保ととも
に、交流人口、関係人口の拡大を図っていくことが重要となっています。そのため
にも、訪れる人々と地域住民との交流機会の拡充や地域と関わりを持つ人たちとの
継続した交流の創出が求められています。
○�本村では、神奈川県二宮町との地域間交流を行っており、夏の相互訪問交流や秋の
農産物販売、オペラ公演に子どもたちが参加しています。また、女子美術大学と連
携・交流し、高山まつりへの参加や高山村情報誌「高山村で暮らす」の取材、編集、
発行等を行っているほか、女子美術大学を通じて台湾国立芸術大学の学生を村へ招
き交流活動を行っています。
○�今後は、ユネスコスクール間の交流など、国内外の新たな交流活動の創出を図ると
ともに、本村を訪れた観光客や本村出身者、本村の取組みを応援してくれる人など、
関わりのある人たちとの継続した交流活動の創出・拡充を図っていく必要がありま
す。
○�増加する外国人労働者への行政サービスの提供を充実するとともに、地域住民の異
文化の理解の向上により、地域社会の構成員として共に生きていく地域づくりを推
進する必要があります。
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第３部　基本計画

施策が目指す姿
○つながりのある地域住民との交流機会を拡充します。
○観光客と地元村民とのさまざまな交流・つながりを広げます。

成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

地域間交流参加者数 285人 300人 企画財政係調

主要施策

（１）地域間交流・国際交流の促進
　国内外の様々な地域、団体等との交流活動を促進します。

施　策 概　要
二宮町との交流の活性化 神奈川県二宮町との相互訪問やイベント等の参加等の交流活動の活性化を図ります。

地域特性を活かした交流活動 同じ特徴をもつ地域や異なる気候風土、文化をもつ地域の人と文化的差異を認め合
いながら交流活動を創出します。

神奈川県二宮町との交流�笠岳登山

神奈川県二宮町での交流�地引網体験
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（２）イベント・観光等を通じた交流活動の促進
　イベント・観光等で本村に訪れた方々と村民との継続した交流活動を促進します。

施　策 概　要

各種イベント等を通じた交流の促進 各種イベントや体験型観光（グリーンツーリズム）等を通じて多様な交流を
促進します。

継続的な交流を促すしかけづくり 村民と本村を訪れた観光客等との継続的な交流を促すためのしかけづくりを
促進します。

女子美術大学等との連携・交流活動 女子美術大学との産学官連携による取組みを通じて、学生と村民との交流活
動や卒業後の継続した交流、関わりの創出につなげます。

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民
・地域間での相互訪問など交流活動に参加します。
・観光客など村を訪れる方々を温かく迎え入れ、ふれあい・交流を楽
しみます。

関係機関・団体 ・各種イベント等を通じて交流する機会の充実を図ります。

企業・事業所等
・各種イベント等を通じて交流する機会の充実を図ります。
・グリーンツーリズムや工場見学など産業を通じた交流機会の創出を
図ります。
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基本目標５�
� ともに創る参画と協働のむら

５－１　情報発信・プロモーション
５－２　コミュニティ活動・協働
５－３　人権・男女共同参画
５－４　行財政運営
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第３部　基本計画

５－１　情報発信・プロモーション

施策の現状と課題

○�活力あるむらづくりを推進するには、村民との情報の共有が必要です。村では広報
紙や情報無線、ホームページなどに加え、村民チャンネルや新聞など効率的な情報
伝達手段によって継続的に情報を発信し村民との情報の共有を図ります。
○�村では平成30年度にホームページをリニューアルしています。ホームページは自
ら探しに行かない限り情報が届かないため、記事等の更新を充実し、知りたい情報
をわかりやすくタイムリーに掲載するなど、関心をもって見てもらえるホームペー
ジの充実が課題となっています。
○�情報化社会の進展により、様々な媒体を通じて情報を得ることができるようになる
中、地域が持つ魅力を高めつつ、積極的に発信するなどプロモーションに力を入れ
ていくことが重要になっています。
○�一人ひとりが村の魅力を多くの村内外の人に伝えることが重要であるとともに、双
方向のやりとりが可能なＳＮＳの普及が、これまでの情報発信の在り方を大きく変
えており、今後とも5Ｇをはじめ新たな情報通信技術の進展に対応した効果的・戦
略的なプロモーションが求められています。

関連データ

項　目 H22 H26 H30 資料出所
村ホームページアクセス数 10万1,386件 29万645件 32万9,190件 企画財政係調
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施策が目指す姿
○村民との情報の共有が図れる適正な情報発信とともに、本村の魅力が多くの人に伝わり、行っ
てみたいと感じさせる情報発信・プロモーションの充実を推進します。

成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

村ホームページアクセス数 32万9,190件 50万件 企画財政係調

主要施策

（１）村民との情報の共有

施　策 概　要

情報の充実
村民との情報の共有を図るため、広報紙や村からお知らせしている定時放送の活用とと
もに、プレスリリースなどにより、メディアを活用した情報の発信を進めます。また、
内容については、身近な話題も含め、わかりやすく、丁寧に、タイムリーな情報提供に
努めます。

（２）伝えたい村の魅力づくり
　本村の魅力を再認識・再発見しつつ、その魅力を伝える地域ブランド化の取組みを
推進します。

施　策 概　要

地域ブランド化の推進 知名度の向上や「らしさ」の創出、自治体ＣＩの作成など、本村の魅力をわか
りやすく伝えるための地域ブランド化を推進します。

魅力の再認識と新たな魅力を発見
する機会の創出

本村が持つ魅力を再認識するとともに、新たな魅力を発掘し、育てていくため
の取組みを推進します。
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第３部　基本計画

（３）多様な手段による情報発信
　村ホームページをはじめ、多様な媒体を活用しつつ、目的に応じてターゲットを明
確にするなど、戦略的かつ効果的な情報発信に努めます。

施　策 概　要
村ホームページの活用 本村の魅力を伝わりやすい形・内容で掲載するホームページの活用を図ります。

ＦＭ告知放送 防災行政無線のデジタル化に伴う、ＦＭ告知戸別受信機を活用し、タイムリーな情
報提供を図ります。

ＳＮＳ等の活用促進 村公式アカウントによる発信を図るとともに、村民や村に訪れた方々がＳＮＳ等で
村の魅力を積極的に発信していくためのしかけづくりに取組みます。

企業とのタイアップ ケーブルテレビ、村民チャンネルなど民間企業とのタイアップにより、効果的な情
報発信を図ります。

タイムリーな情報提供（�FM告知戸別受信機）

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民

・広報紙や村ホームページ、村民チャンネルを見ます。
・村の魅力を再認識し、村内外の人に伝えていきます。
・多くの人が気づいていないであろう魅力をＳＮＳ等で発信します。
・時代の変化による新たな情報発信の手段に対応します。

関係機関・団体

・村の魅力のブランド化に取組みます。
・機関・団体のホームページやＳＮＳの公式アカウント等で村の魅力
を発信します。
・村内外の人が村の魅力に触れ、発信するしかけづくりを行います。

企業・事業所等 ・行政や関係機関・団体等とタイアップし、商品・サービス等のプロ
モーションを行います。
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５－２　コミュニティ活動・協働

施策の現状と課題

○�限られた財源と資源を有効活用し、地域の活性化ときめ細かな住民ニーズに対応し
ていくためには、地域住民による主体的な活動と多様な連携・協働が欠かせません。
また、そのためにも行政と住民が地域課題と目指す姿を共有しながら、それぞれの
役割と責任をもって取組んでいくための仕組みづくりが必要です。
○�本村は、自治区を中心とした地区コミュニティによる活動が盛んであり、各地区が
活動計画に基づいた自主活動を行っています。また、「おてんま支援事業」は本村
の協働によるむらづくりの代表的な取組みとなっており、村民が主体となって主に
道路整備や景観づくり等に取組んでいます。
○�広報・広聴活動では、村内地区を5つのブロックに分け、村長と村民との意見交換
を行う行政懇談会を実施しているほか、いろり端会議、きらめきポスト、パブリッ
クコメントの実施等、広く住民の意見を聴く機会を設けています。
○�担い手の高齢化や活動への参加者の固定化が課題となっており、若者世代も含め、
幅広い村民が参加する地域活動の活性化と協働の推進体制や仕組みづくりを図って
いく必要があります。

関連データ

項　目 H22 H26 H30 資料出所
ブロック行政懇談会参加者数
（実施回数）

70人
（1回）

186人
（2回）

132人
（1回） 企画財政係調
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第３部　基本計画

施策が目指す姿
○さまざまな世代による主体的なコミュニティ活動を支援します。
○村政への関心の喚起とむらづくりへの参画促進を図ります。
○多様な主体の協働により地域課題に取組む体制の強化を図ります。
○地域の活力を生む活動に自ら参加し牽引する地域リーダーを育成します。

成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

ブロック行政懇談会参加者数 132人（1回） 200人（1回） 企画財政係調

おてんま支援事業活動数 35件 45件 建設係調

主要施策

（１）地区活動の活性化支援
　各地区の主体的な活動の活性化を支援します。

施　策 概　要
活動計画の策定支援 地区による主体的な活動計画の策定を支援します。
若者等が集まる機会の創出 同じ年代同士や村出身者が集まる機会を創出します。
地域リーダーの育成 地域の活力となる様々な活動にすすんで参加するリーダーの育成を支援します。
コミュニティ施設の維持管理
支援

老朽化した施設・設備の修繕等、活動の拠点となるコミュニティ施設の維持管理を
支援します。
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（２）広報・広聴活動の充実
　多様な媒体、機会を通じた広報・広聴の充実を図ります。

施　策 概　要
多様なメディア等による広報の
充実

広報紙、村ホームページ、村民チャンネルの充実に努めるとともに、ＳＮＳの活
用を図ります。

意見交換の場の充実
出前いろり端会議や気軽に村長室など村長との意見交換の場や、きらめきポスト・
各地区での行政懇談会の開催など、むらづくりについて話し合う機会の充実と参
加促進を図るとともに、参加しやすい行政懇談会等の開催に努めます。

若い世代の意見聴取機会の充実 多様な機会を通じて若い世代の村民意見の聴取に努めます。

パブリックコメントの充実 情報をわかりやすく村ホームページ等で発信し、パブリックコメントにより村民
の意見の把握に努めます。

（３）村民参画機会の充実
　様々な世代が多様な機会を通じてむらづくりに参画する機会の充実を図ります。

施　策 概　要
政策決定過程での村民参画機
会の拡充

計画策定委員会等での公募委員の募集やアンケート調査、パブリックコメントの実
施等、政策決定過程における様々な村民参画機会の拡充を図ります。

多様な世代等のむらづくりへ
の参画

次世代のむらづくりを担う子どもたちや若者、女性などが気軽に参加できる機会を
つくり、意見が村政に反映されるしくみを構築します。

村民参画（ブロック行政懇談会）
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（４）多様な主体による協働の推進
　多様な主体との協働によるむらづくりを推進します。

施　策 概　要

おてんま支援事業の推進 地区と村民との協働事業である「おてんま支援事業」の拡充により、地域の活動
を支援します。

ボランティアの活性化とＮＰＯ
活動支援 ボランティア活動の活性化及びＮＰＯの組織化支援を推進します。

コミュニティ・ビジネス支援 地域課題を解決するための取組みとしてコミュニティ・ビジネスの展開を支援し
ます。

公募委員の登用 委員会等への公募委員の委嘱を推進し、協働のむらづくりに取組みます。

協働によるむらづくり（おてんま支援事業）
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協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民

・�地域のつながりの大切さや地域課題を認識し、積極的にコミュニティ
活動に参加します。
・地区が策定した活動計画に主体的に参加します。
・むらづくりに関心を持ちます。
・広報紙や村ホームページ、村民チャンネルを見ます。
・地域懇談会等への積極的な参加やアンケート調査への協力等、むら
づくりへの意見・提案を行います。
・公募される審議会や委員会へ積極的に参加します。

関係機関・団体

・地域課題の解決に向けた活動を活性化させます。
・コミュニティ活動を牽引するリーダーを育成します。
・ボランティア団体、ＮＰＯ法人は活動の活性化と会員確保に努めま
す。
・地域の活動内容や事業の紹介に努めます。
・地域課題をビジネスで解決するコミュニティ・ビジネスを推進しま
す。

企業・事業所等 ・従業員がコミュニティ活動に参加しやすいよう配慮します。
・事業活動や産業振興等、村政に対して必要な提言を行います。
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５－３　人権・男女共同参画

施策の現状と課題

○�人権は、社会を構成するすべての人々が個人としての自由と平等を確保し、社会に
おいて幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利です。一人ひとりが自分
の人権のみならず他人の人権についても正しく理解し、相互に尊重しあっていくこ
とが重要です。
○�本村では、「広報じんけん」の発行や「差別をなくす村民集会」の開催、人権教育
講座等により人権問題についての啓発を行っているほか、人権擁護委員による相談
業務を実施しています。
○�男女共同参画は、あらゆる分野で男女が協力し合い、ともに責任を担いつつ、意欲
に応じて活躍できる社会の実現を目指しており、性別による固定的な役割分担の解
消を図りつつ、意思決定における女性の参画機会の確保や男女間の暴力の防止等に
取組んでいます。
○�本村では、高山村男女共同参画推進条例に基づき、広報紙への記事の掲載やリーフ
レットの配布、講演会の開催等による啓発を図り、家庭における家事・育児等の分
担を促しています。
○�今後も、人権に対する理解促進や男女共同参画意識の醸成を図りつつ、相互に尊重
し合い、共に暮らし、見守り支え合っていくことが実践されるための取組みを推進
していく必要があります。

関連データ

項　目 H22 H26 H30 資料出所
男女共同参画いきいきフォーラム
参加者数 100人 80人 84人

教育委員会調人権教育講座参加者数 530人 447人 429人
人権問題学習会参加者数
（各地区分館主催） 535人 500人 600人
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施策が目指す姿
○一人ひとりが高い人権意識を持ち、差別や偏見のない社会を目指します。
○男女がお互いを尊重し、個性や能力が発揮され、共に協力し合いながら暮らす社会の実現を
目指します。

成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

人権・男女共同参画に関する講演
会参加者数 1,113人 1,300人 教育委員会調

主要施策

（１）人権啓発、人権教育の推進
　部落差別、子どもの人権、性的マイノリティ等、あらゆる人権問題についての啓発
や学習する機会の充実を図ります。

施　策 概　要
広報・啓発活動の推進 人権に関する広報・啓発活動を推進します。
家庭・学校・地域における人
権教育の推進 家庭・地域・学校における人権教育を推進し、相互の連携を図ります。

指導者の育成 地域において日常的に活動する指導者を育成します。

差別をなくす村民集会
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（２）相談体制の強化
　人権問題に関する相談体制の強化を図ります。

施　策 概　要

合同相談会等各種相談会の開催 人権擁護委員、行政相談委員、民生児童委員による合同相談会の他、各種相談会
を開催します。

様々な人権問題への対応 様々な人権問題に対応できるような相談体制の充実を図ります。

（３）男女共同参画意識の醸成
　広報・啓発活動や生涯学習事業の各種教室等を通じて、男女共同参画意識の醸成を
図ります。

施　策 概　要
固定的な性別役割分担意識の
解消

広報・啓発活動を推進し、固定的な性別役割分担意識の解消と男女共同参画意識の
高揚を図ります。

生涯学習事業における学習の
推進 生涯学習事業における人権学習を積極的に推進します。

男女共同参画いきいきフォーラム

（４）男女間の暴力の根絶
　男女間の暴力根絶に取組み、安全・安心な暮らしの確保に努めます。

施　策 概　要

ＤＶに関する相談窓口の周知 ドメスティック・バイオレンス等、男女間の暴力に関する相談窓口の周知を図
ります。

ＤＶの早期発見・迅速な対応 関係機関と連携により、暴力被害の防止及び早期発見と迅速な対応に努めます。
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（５）あらゆる分野での女性の活躍の推進
　地域や職場、村政などあらゆる分野での女性の活躍を推進します。

施　策 概　要
女性リーダーの登用促進 地域や職場等における女性リーダーの登用を促進します。
審議会等の女性委員の登用 各種審議会や委員会等において女性委員の積極的な登用を図ります。

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民

・人権問題や男女共同参画に対して関心を持ち、各種講座やセミナー
等の学習機会に参加します。
・家庭や地域において、日頃より話し合いや情報・意見交換に努め、
人権意識や男女共同参画意識を高めます。
・家庭や地域、職場等において男女がお互いに尊重し、協力し合いま
す。

関係機関・団体

・人権尊重、人権侵害防止に向けた活動を活性化させます。
・男女がともに協力し合いながら活動します。
・関係機関は、男女間の暴力根絶に向けた取組みと連携を強化し、相
談窓口の周知や迅速な対応に努めます。
・女性登用のための積極的な人材の発掘や育成を促進します。

企業・事業所等

・人権及び男女共同参画に関する各種法令を遵守します。
・人権及び男女共同参画に関する研修・教育を行います。
・仕事と家庭・地域生活の両立のための環境をつくります。
・女性登用のための積極的な人材の発掘や育成を促進します。
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５－４　行財政運営

施策の現状と課題

○�地方創生の充実・強化に向け、地方創生推進交付金を活用した先駆性のある事業を
展開するとともに、基本計画に掲げる施策の実現により人口減少抑制対策として策
定した、高山村総合戦略に資する行政運営が必要です。
○�近年、地方公共団体を取り巻く社会環境は、地方分権の推進や住民ニーズの多様化
等により業務の複雑・高度化が進み、また、限られた財源により予算や職員数が縮
減される中で、より持続可能で効果的な事務事業が求められています。複雑多様化
する住民社会ニーズに迅速かつ的確に対応するため事務事業の見直しや指定管理者
制度を推進するとともに、更なるＩＣＴやＡＩの活用の検討が必要です。
○�本村では、事業実施にあたり、当初予算に係る重点事業、実施計画の精査を行い、
事業選択をするとともに、庁内プロジェクトの実施により情報共有しつつ、多様な
角度からみた事業遂行を図っています。また、長野市を中心とした9市町村からな
る長野地域連携中枢都市圏連携事業等に参加し、広域課題の解消とともに事業効果
を高めています。
○�事業に必要な定員管理及び給与水準などの適正化を図り、公務の能率的運営に努め
るとともに、人事評価制度による能力と実績に基づく人事管理の徹底や人材育成の
手段として、職員個々の能力の向上、コンプライアンス等の意識改革による組織の
レベルアップ図り、同時に職員の健康管理やメンタルヘルスへの意識を高めること
が必要です。
○�補助事業や有利な起債の活用等により必要な財源を確保するほか、平成29年度か
ら返礼品を伴うふるさと納税を開始し、適正な財政運営に努めてきました。
○�高山村行政改革大綱及び同実施計画に沿い簡素で効率的な行財政システムを構築す
るとともに、財政健全化法や新地方公会計制度に基づく新たな財政指標による財政
分析を実施し、行財政運営について透明性を高め、公共サービスの質の向上に努め
るなど、自主的な行政改革に取組む必要があります。
○�経常経費の節減に努めるとともに、補助金、交付金など特定財源や村税、ふるさと
納税等による一般財源の確保を図り、効率的・計画的な財政運営に努めるとともに、
事務事業の抜本的な見直しにより費用対効果を検証し、真に必要な事業への予算配
分に努め、計画的に事業展開する必要があります。
○�年々情報通信ネットワークをとりまく環境は高度多様化し、それに対するリスクの
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分散やセキュリティ対策のため、国の指針に従い、インターネット環境は行政情報
ネットワークから完全に分離し長野県自治体情報セキュリティクラウドに参加する
などして、より高度なセキュリティ対策の強靭化を講じてきました。
○�公文書管理法の施行により、地方公共団体が保有する文書の適正な管理が求められ、
文書管理規定、公文書公開、個人情報保護などを総合的に検討するとともに、電子
メール、情報通信ネットワークなど情報セキュリティポリシー（セキュリティ対策
について、総合的・体系的かつ具体的にとりまとめ、その運用についての体制、組
織を規定したもの）に基づき、コンピュータウィルスや人的情報漏えい、データの
削除、サイバー攻撃などから守るセキュリティ対策を徹底する必要があります。

関連データ

項　目 H22 H26 H30 資料出所
歳入決算額 40億7,700万円 42億5,800万円 42億7,000万円

地方財政状況調査
歳出決算額 38億8,200万円 40億1,800万円 39億3,900万円
財政力指数 0.281 0.263� 0.296
経常収支比率 81.6％ 76.9％ 80.1％
実質公債費比率 12.6％ 10.2％ 8.4％ 健全化判断比率報告

施策が目指す姿
○中長期的な視点に立った財政計画等を明示し、行政評価によって費用対効果の高い事業を行
います。
○限られた財源の有効活用と新たな財源を確保し、持続可能な行政運営を展開します。
○職員の定員管理の適正化と資質の向上を推進し、効率的で質の高いサービスを提供します。
○周辺自治体と連携した広域行政により広域的な課題の解消を目指します。
○情報公開を推進し、開かれた村政を目指します。
○人口減少抑制対策を推進し、村の活力を高めます。
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成果指標

指　標 基準値
（H30）

目標値
（R6） 根拠資料等

財政力指数 0.296 0.350
地方財政状況調査

経常収支比率 80.1％ 80.0％

実質公債費比率 8.4％ 8.0％ 健全化判断比率報告

主要施策

（１）効果的・効率的な事務事業の展開
　行政改革に基づく事務事業評価の構築や民間活力の活用、広域行政の推進等により、
効率的・効果的な事務事業の展開を図ります。

施　策 概　要
事務事業評価の構築 事務事業評価による選択と集中のしくみの構築を図ります。
指定管理者制度の活用 指定管理者制度等民間活力のさらなる活用を図ります。
広域行政の推進 広域的課題の解決に向けた周辺市町村との連携強化を図ります。
ＩＣＴとＡＩの検討・活用 事務事業のＩＣＴの活用とＡＩの活用を検討します。

議会本会議
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（２）財源の確保及び経費節減
　創意工夫により財源の確保を図るとともに、経費節減に向けた取組みを推進します。

施　策 概　要
自主財源の確保 産業振興や資産の有効活用等により自主財源の確保に努めます。
特定財源の確保 補助事業や有利な起債の活用等により特定財源の確保に努めます。
財源確保方策の推進 ふるさと納税の拡大など新たな財源確保の方策を推進します。

税等の収納率の向上 長野県地方税滞納整理機構と連携するなど、滞納整理の強化を図り、収納率の向
上を促進します。

経費節減の推進 事務事業評価の結果に基づき、経費節減に向けた取組みを推進します。

公共施設等の見直し 公共施設等総合管理計画による、公共施設の適正な維持管理と整理統合の取組み
を推進します。

財政計画の活用 国・県の動向に基づいた中長期財政計画の策定及び見直しにより、安定した財政
運営を推進します。

受益者負担原則の堅持 使用料や手数料など適正な受益者負担の見直しを行います。

（３）職員の資質・能力向上と組織体制の強化
　職員の資質・能力向上に向けた取組みの推進と柔軟な対応が可能な組織体制の構築
を図ります。

施　策 概　要

各種研修の充実と参加促進 職員の資質・能力・意識改革向上のための各種研修の充実及び外部研修等への参加
促進を図ります。

人事評価制度の適正な運用 職務を正当に評価し、能力を最大限引き出すことができる人事評価の適正な運用を
推進します。

柔軟な組織づくりの推進 時代のニーズに柔軟に対応した事業展開が可能な組織づくりを推進します。
プロジェクトチームの活用 多分野に渡る課題に対し、総合的に対応するためプロジェクトチームを活用します。

（４）行政情報の活用と公開の推進
　多様な村民ニーズに対応し、情報の公開により開かれた行政を推進します。

施　策 概　要
統計調査と情報の活用 村で保有している情報を施策に反映し、有効利用を図ります。
情報公開制度の充実 情報公開条例等に基づき情報を公開し、村政運営の透明性の確保を図ります。
個人情報の保護 個人情報保護制度を適正に運用し、個人情報保護に努めます。
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（５）人口減少抑制対策の推進
　特色や魅力ある地域づくりの取組みや情報発信に努め、人口減少抑制対策を推進し
ます。

施　策 概　要
総合戦略の効果的な推進 総合戦略に掲げた施策を推進し、総合的な人口減少抑制対策に取組みます。

移住相談会の充実 都市部の移住相談会や移住体験の拡充と地域おこし協力隊などの活用により、移住・
定住や交流人口等の増加に努めます。

協働の目標

主　体 役　割

村　　　　　民 ・村の行財政運営に関心を持ちます。
・働き方改革への理解と実践に努めます。

関係機関・団体 ・自主運営に努め、村の行財政運営に協力します。

企業・事業所等 ・業績の向上を図ります。
・働き方改革の実行に協力します。

第３部

基
本
計
画
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資 料 編
 １  　策定経過等

 ２  　策定体制

 ３  　むらづくりアンケート調査の集計結果

 ４  　成果指標一覧
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資 料 編

第六次高山村総合計画及び国土利用計画第三次高山村計画の策定経過

１　策定経過等

時 期 項 目 村 議 会 村 長 高山村総合計画等策定調整会議 高 山 村 計 画 審 議 会 村 民 の 参 加
平　成
30年度

５月

～

７月

策定調整
会議の設置
村議会への
策定手順
説明

策定の手順
の説明

計画審議会
の

設置・諮問 ・委員の委嘱
・諮問
・計画策定手順の説明　など

公募委員の
募集

８月

～

10月

基礎データ
の

収集・分析

11月
中旬

基本計画及
び国土利用
計画

検討用原案
の作成

11月
下旬

～

３月

たかやま未
来会議と策
定調整会議
専門部会の
協働による
検討

審議会検討
状況確認

・部会検討状況と基本構想素案など

令　和
元年度

４月
～
８月

村民への
検討内容
説明

基本計画
中間答申案
決定

９月

基本計画案
説明

村民への
案説明

10月

～

11月

パブコメの
反映検討・
最終調整

審議会案
最終答申 ・パブリックコメントの計画への反映検討など

12月 村議会の
審議 議決 12月13日

３月 冊子印刷

設　　 置 高山村総合計画策定調整会議
第１回　６月１日

手順説明
（全員協議会）

５月14日
説 明

ブロック懇談会の開催
５月17・18・21・23・25日 計画策定手順の説明

高山村計画審議会【第１回　７月13日】設 置 ・ 審 議 委 員 委 嘱 ・ 諮 問

たかやま未来会議
公募委員の募集
７月13日～８月31日

公募委員への応募

意
見
・
問
題
点
・
課
題
の
分
析

・住民アンケート分析結果、地区懇談会意見まとめ
・�現（第五次後期計画、第二次国土利用計画）計画達成
状況調査結果

・人口規模等将来フレームの推計結果

検討用資料の作成

高山村総合計画策定調整会議
第４回　11月21日

基本構想案説明
（全員協議会）

３月11日
説 明

高山村総合計画等策定調整会議
第５回　２月８日

高山村計画審議会【第２回　３月２日】

ブロック懇談会の開催
５月17・20・21・23・24日

高山村総合計画等策定調整会議
第６回　６月14日

計画案説明
（全員協議会）

９月20日
説 明 高山村総合計画等策定調整会議

第７回　９月13日

パブリックコメントの募集（９月17日～10月18日）
ブロック懇談会の開催（10月18・21・25・29、11月１日）

国土利用計画　長野地域振興局協議・県協議

・計画案の説明
・�パブリックコメントへ�
の意見提出

最 終 調 整 ・策 定 調 整 会 議

高山村総合計画等策定調整会議
第８回　11月15日

高山村計画審議会【第４回　11月25日】

最　終　答　申（11月28日） 基本計画案等決定

12月定例村議会上程

基本構想等決定

説 明

総合計画・国土利用
計画冊子作成・配布

住民アンケートの実施
９月７日～９月20日

第五次後期計画達成状況調査

計画指標将来値推計
（人口・産業等）

住民アンケートまとめ

地区懇談会資料作成

高山村総合計画策定調整会議
第３回　10月12日

高山村総合計画策定調整会議
第２回　８月17日

地区懇談会の開催
10月25日～11月６日
（全26地区）

住民アンケートへの回答
（878人）

たかやま未来会議公募員の決定

住民アンケートへの
回答・意見提出

対象者　2000人（15歳以上）
設問　22問

（総合計画、国土利用計画含）

基本計画案の検討・作成

調整会議専門部会
たかやま未来会議（81人）

（専門部会）
６月23日・７月27日

協　 働

中　間　答　申（９月４日） 基本計画素案決定

・活力とにぎわいのある産業のむら部会
・笑顔あふれる健康・福祉のむら部会
・豊かな自然と共生する安全・快適なむら部会
・一人ひとりが輝く教育、文化・スポーツのむら部会
・ともに創る参画と協働のむら部会

基本構想案等の検討・作成

調整会議専門部会
たかやま未来会議（81人）

（専門部会）
12月２日・22日、２月16日、３月２日開催

協　 働

検討内容の説明

中　間　報　告（３月７日） 基本構想素案決定

高山村計画審議会【第３回　８月27日】

参　加

基本計画（案）の策定
５月17日〆切

参　加

資 
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【諮問】

30高総発第82-6号
平成30年７月13日

高山村計画審議会長　様
高山村長　内山　信行

諮　問　書

　高山村計画審議会条例第２条の規定に基づき、第六次高山村総合計画及び国土利用計画
第三次高山村計画について、次のとおり諮問申し上げます。

１．�諮問項目�
第六次高山村総合計画（案）及び国土利用計画第三次高山村計画（案）の策定につい
て

【答申】

令和元年11月28日

高山村長　内山　信行　様
高山村計画審議会
会長　涌井　富生

第六次高山村総合計画（案）及び国土利用計画第三次高山村計画（案）�
について（答申）

　平成30年７月13日付け30高総発第82-6号で諮問のあった第六次高山村総合計画（案）
及び国土利用計画第三次高山村計画（案）について、本審議会で慎重審議を重ねた結果、
別冊のとおり答申します。
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（１）策定体制図

２　策定体制

第六次高山村総合計画等の策定体制

村　　議　　会

高山村計画審議会

委員19人

たかやま未来会議（専門部会）81人

活力とにぎわい
のある産業のむ
ら部会

笑顔あふれる健
康・福祉のむら
部会

豊かな自然と共
生する安全・快
適なむら部会

一人ひとりが輝
く、教育、文化・
スポーツのむら
部会

ともに創る参画
と協働のむら部
会

・農業
・林業
・商工業
・観光
・�雇用、�
就労対策　等

・健康づくり
医療

・少子化対策
　子育て支援
・高齢者施策
� 等

・土地利用
景観

・環境保全
　循環型社会
・道路宅地公園

等

・保育園
　学校教育
・地域教育
　家庭教育
・生涯学習
　文化活動　等

・情報発信
　プロモーション
・コミュニティ活動

協働
・人権男女共同参画

等

村議会 民生児童委員 村議会 教育委員会 村議会

商工会 老人クラブ 衛生組合 社会教育委員会 区長会

観光協会 保健補導員会 交通安全協会 高山小・中校長 高山小・中PTA

農業委員会 区長会 消防団 高山小・中PTA 前・元村職員

JA高山支所 ボランティア
団体 消費者の会 たかやま保育園

保護者会 男女共同参画

森林組合 食生活改善
推進協議会 区長会 文化協会 村職員

法人会 たかやま保育園
保護者会 観光協会 体育協会

区長会 子育て支援
サークル 防犯指導員会 スポーツ

関係団体

高山中生徒会 シルバー人材
センター 区長会

農業関係団体 身体障害者
福祉会

公募委員 公募委員 公募委員 公募委員 公募委員

村　　　　　長

高山村総合計画
策定調整会議

副村長、教育長、各課長等

高山村総合計画
策定調整会議専門部会

職員によるプロジェクト

活
力
と
に
ぎ
わ
い
の
あ
る
産
業
の
む
ら
部
会

笑
顔
あ
ふ
れ
る
健
康
・
福
祉
の
む
ら
部
会

豊
か
な
自
然
と
共
生
す
る
安
全
・
快
適
な
む
ら
部
会

一
人
ひ
と
り
が
輝
く
、
教
育
、
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
の
む
ら
部
会

と
も
に
創
る
参
画
と
協
働
の
む
ら
部
会

村
民
生
活
課
／
産
業
振
興
課

村
民
生
活
課
／
社
会
福
祉
協
議
会

総
務
課
／
村
民
生
活
課

産
業
振
興
課
／
建
設
水
道
課

総
務
課
／
教
育
委
員
会

総
務
課
／
教
育
委
員
会

議
会
事
務
局
／
会
計
室

協　働

計 画 案 説 明

議 決

諮 問

答 申
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料 
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（２）高山村計画審議会
①高山村計画審議会条例

� 昭和44年10月20日
� 条例第19号
（設置）
第�１条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、高山村計
画審議会（以下「審議会」という。）を置く。
（所掌事務）
第�２条　審議会は、村長の諮問に応じ、高山村振興計画の策定、その他その実施に関し、必要
な調査及び審議を行なう。
（組織）
第�３条　審議会は、委員20人以内で組織する。
２�　委員は、次に掲げる者のうちから、村長が任命する。
（１）村議会の議員
（２）村教育委員会の委員
（３）村農業委員会の委員
（４）村の職員
（５）村の区域内の公共的団体の役員及び職員
（６）学識経験を有する者
（委員の任期）
第�４条　委員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
２�　委員が任命された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
３�　委員の再任は妨げない。
（会長及び副会長）
第�５条　審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
２�　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
３�　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は、会長が欠けたときは、その職務を
代理する。
（会議）
第�６条　審議会は、会長が招集する。
２�　審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
３�　会長は、会議の議長となる。
４�　議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
（委任）
第�７条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村の規則で定める。

附　則
　この条例は、公布の日から施行する。
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②審議会　委員名簿

選 出 区 分 役　職　名 氏　　名 備　　考

１号委員（村議会）
議 長

酒 井 康 臣 H30.7～R元.9

松 本 　 茂 R元.10～

総 務 文 教 常 任 委 員 長
畔 上 孝 一 H30.7～R元.10

酒 井 康 臣 R元.10～

民 生 産 建 常 任 委 員 長
松 本 　 茂 H30.7～R元.10

西 條 正 純 R元.10～

２号委員（教育委員会） 教 育 長 山 岸 深 志

３号委員（農業委員会） 農 業 委 員 会 長 畔 上 義 明

４号委員（村職員） 副 村 長 藤 沢 敏 和

５号委員（公共的団体） 高 山 村 文 化 協 会 長 久保田 祐 司

区 長 会 長 小 山 修 二 副会長

信州高山村観光協会長 中 村 正 敏

消 防 団 長 藤 沢 和 人

商 工 会 長 藤 澤 一 彦

老 人 ク ラ ブ 連 合 会 長 藤 沢 一 實

６号委員（学識経験者） 男女共同参画推進協議会長 井 浦 和 子

高山村社会教育委員長 黒 岩 清 道

保 健 補 導 員 会 長 清 水 直 美

Ｐ Ｔ Ａ 連 絡 協 議 会 長 返 町 直 也

民生児童委員協議会長 牧 　 輝 夫

たかやま保育園保護者会長 山 本 和 弥

交 通 安 全 協 会 長 涌 井 富 生 会長

資 
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③たかやま未来会議　委員名簿� （区分毎五十音順）

部会名 区 分 団 体 名 役職名等 氏　名 備　考

活力とにぎ
わいのある
産業のむら
部会 審 議 会

委 員

高 山 村 農 業 委 員 会 会 長 畔 上 義 明

信 州 高 山 村 観 光 協 会 会 長 中 村 正 敏 部会長

高 山 村 商 工 会 会 長 藤 澤 一 彦

高 山 村 議 会 民 生 産 建
常任委員長 松 本　　 茂

団体推薦

地 球 ク ラ ブ 会 長 黒 岩 美 信

(社)長野法人会高山部会 部 会 長 小 林 健 二

な が の 農 業 協 同 組 合
高 山 支 所 支 所 長 篠 原 章 夫

高 山 村 産 業 振 興
ア ド バ イ ザ ー 中 澤 美智男

区 長 会(第 ２ ブ ロ ッ ク) 理 事
紫 区 長 中 俣 幸 一

な が の 農 業 協 同 組 合
須高ぶどう部会高山支部 支 部 長 林 部 和 昭

高山村ワインぶどう研究会 会 長 宮 川 栄 一

な が の 農 業 協 同 組 合
須高りんご部会高山支部 支 部 長 山 崎 五十夫 副部会長

長野森林組合須高支所 支 所 長
芳 川 太 郎 H30.7～H31.3

丸 山 和 範 H31.4～

公 募

区 長 会(第 ５ ブ ロ ッ ク) 牧 場 区 長 一ノ瀬 安 則

商 工 会 女 性 部 荻 原 桐 美

高 山 中 学 校 生 徒 会 生 徒 会 長 久保田 果 音

商 工 会 青 年 部 中 村 季 弘

商 工 会 青 年 部 青 年 部 長 松 本 浩 明

高 山 中 学 校 生 徒 会 副生徒会長 山 内 朝 陽

商 工 会 女 性 部 女 性 部 長 山 口 かほる

高 山 中 学 校 生 徒 会 副生徒会長 山 﨑 葵 衣

計 21
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部会名 区 分 団 体 名 役職名等 氏　名 備　考

笑顔あふれ
る健康・福
祉のむら部
会 審 議 会

委 員

高 山 村 保 健 補 導 員 会 会 長 清 水 直 美

高山村老人クラブ連合会 会 長 藤 沢 一 實

高山村民生児童委員協議会 会 長 牧　　 輝 夫

たかやま保育園保護者会 会 長 山 本 和 弥 副部会長
H30年度

団体推薦

高山村食生活改善推進協議会 会 長 勝 山 まさ枝

区長会（第３ブロック）理 事
二ツ石区長 黒 岩 信 男

高 山 村 身 体 障 害 者
福 祉 協 会 会 長 小 林 誠 二

子 育 て 支 援 サ ー ク ル
（トールペイントサークル）サークル長 篠 原 章 子

ボランティア連絡協議会
（高山村老人クラブ連合会）女 性 部 長 松 本 和 子

須高広域シルバー人材センター
荻 久 保 区 長 宮 川　　 巧 部会長

公　 募

区長会（第２ブロック）赤 和 区 長 井ノ浦 勇 一

区長会（第１ブロック）千本松区長 勝 山 輝 夫

区長会（第３ブロック）松 南 区 長 宮 下 一 雄

区長会（第４ブロック）駒 場 区 長 涌 井 春 夫

計 14
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部会名 区 分 団 体 名 役職名等 氏　名 備　考

豊かな自然
と共生する
安全・快適
なむら部会

審 議 会
委 員

高 山 村 議 会 総 務 文 教
常任委員長 畔 上 孝 一

高 山 村 消 防 団 団 長 藤 沢 和 人

高山村交通安全協会長 会 長 涌 井 富 生

団体推薦

高 山 村 防 犯 指 導 員 会 会 長 佐 藤 和 男

信 州 高 山 村 観 光 協 会
山 田 温 泉 区 長 副 会 長 関 谷　　 等

高 山 村 消 費 者 の 会 会 長 西 堀 節 子

区長会（第５ブロック）副 会 長
宮 関 区 長 藤 沢　　 勉 部会長

高 山 村 連 合 衛 生 組 合 組 合 長 宮 川　　 久

公　 募

区長会（第４ブロック）松 原 区 長 蟻 川 利 春

区長会（第２ブロック）荒井原区長 勝 山 正 弘

区長会（第４ブロック）中 原 区 長 神 林 典 茂

区長会（第３ブロック）福井原区長 黒 岩　　 慎

区長会（第５ブロック）蕨 平 区 長 轟　　 浩 一

一 般 公 募 宮 川 千 裕 副部会長

区長会（第１ブロック）新 堀 区 長 森 田　　 整

計 15
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部会名 区 分 団 体 名 役職名等 氏　名 備　考

一人ひとり
が輝く教育、
文 化・ ス
ポーツのむ
ら部会 審 議 会

委 員

高 山 村 文 化 協 会 会 長 久保田 祐 司

高山村社会教育委員会 委 員 長 黒 岩 清 道 部会長

Ｐ Ｔ Ａ 連 絡 協 議 会
（ 高 山 中 学 校 Ｐ Ｔ Ａ ）会 長 返 町 直 也 副部会長

H30年度

高 山 村 教 育 委 員 会 教 育 長 山 岸 深 志

団体推薦

高 山 小 学 校 校 長 小 林　　 暢

高 山 村 青 少 年 育 成 会
連 絡 協 議 会 会 長 櫻 井 善 勝

高 山 中 学 校 校 長
城 田 真 裕 H30.7～H31.3

谷 口 陽 治 H31.4～

たかやま保育園保護者会 会 長 髙 田 慎 也 R元年度

高 山 村 体 育 協 会 会 長 原 等

高 山 村 ス ポ ー ツ 振 興
ア ド バ イ ザ ー 深 谷 照 男

区長会（第４ブロック）理 事
桝 形 区 長 松 井 和 美

高 山 小 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 副 会 長 室 伏 み さ

高 山 村 総 合 型
ス ポ ー ツ ク ラ ブ 会 長 涌 井 重 作

公　 募

区長会（第３ブロック）牧 区 長 黒 岩 則 夫

区長会（第１ブロック）堀之内区長 梨 本　　 進

一 般 公 募 宮 川 和 己

計 16
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部会名 区 分 団 体 名 役職名等 氏　名 備　考

ともに創る
参画と協働
のむら部会

審 議 会
委 員

高 山 村 男 女 共 同 参 画
推 進 協 議 会 会 長 井 浦 和 子 副部会長

区長会（第１ブロック）会 長
水 中 区 長 小 山 修 二 部会長

高 山 村 議 会 議 長 酒 井 康 臣

高 山 村 役 場 副 村 長 藤 沢 敏 和

団体推薦

高 山 小 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 会 長 岡 部 公 平

役 場 職 員 Ｏ Ｂ 小 林 義 明

役 場 職 員 Ｏ Ｂ 善 哉 政 雄

高 山 中 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 会 長 丸 山 恵 一 R元年度

公　 募

区長会（第１ブロック）久 保 区 長 勝 山　　 守

一 般 公 募 久保田 雄 吉

区長会（第４ブロック）三 郷 区 長 関 谷 慎 一

区長会（第２ブロック）緑ヶ丘区長 野 村 和 男

区長会（第４ブロック）なかひら区長 平 林 明 彦

区長会（第５ブロック）天神原区長 藤 沢 豊 治

区長会（第３ブロック）黒 部 区 長 藤 澤 政 登

計 15

合　　　　　計 81

03-01_資料編.indd   182 2020/03/16   13:16:15



182 183

資 料 編

（３）高山村総合計画策定調整会議設置要綱
（設置）
第�１条　高山村基本構想等を策定するため、村職員による高山村総合計画策定調整会議（以下
「調整会議」という。）を設置する。
（任務）
第�２条　調整会議は、高山村計画審議会と協働・連携し、次の事項について研究・協議等を行
うものとする。
（１）基本構想の策定に関する事項
（２）基本計画の策定に関する事項
（３）国土利用計画の策定に関する事項
（４）その他必要な事項
（組織）
第３条　調整会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
２　委員長は、副村長をもって充て、副委員長は、教育長をもって充てる。
３　委員は、課長等の職にある者をもって充てる。
（部会）
第�４条　調整会議に専門的事項を担当させるための次の専門部会を置くことができる。
（１）活力とにぎわいのある産業のむら部会（産業分野担当）
（２）笑顔あふれる健康・福祉のむら部会（保健・医療・福祉分野担当）
（３）豊かな自然と共生する安全・快適なむら部会（生活基盤・生活環境・防災分野担当）
（４）一人ひとりが輝く教育、文化・スポーツのむら部会（教育・文化分野担当）
（５）ともに創る参画と協働のむら部会（人権・協働・行財政分野担当）
２　部会員は、村職員の中から委員長が委嘱し、部会長は委員長が任命する。
３�　専門部会は、高山村計画審議会が設置するたかやま未来会議と協働・連携し、基本構想及
び基本計画の策定に係る調査・協議等を行うものとする。
（会議）
第５条　調整会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。
２　部会は部会長が招集し、部会長が議長となる。
（庶務）
第６条　会議の庶務は、総務課において処理する。

附　則
　この要綱は、公布の日から施行し、計画策定の日をもってその効力を失う。
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（１）むらづくりの満足度

①産業振興分野
4.6

2.2

1.7

3.2

1.9

1.1

23.8

12.4

10.0

19.6

11.8

8.4

52.1

63.0

53.8

45.7

62.1

52.7

11.0

11.4

21.3

20.2

13.0

22.4

2.2

3.8

6.2

4.8

3.8

7.9

6.4

7.3

7.1

6.6

7.4

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

農業の振興

林業の振興

商業の振興

観光の振興

工業の振興

企業誘致・雇用
・就労対策

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答

n=878

満足 やや満足 どちらとも
いえない やや不満 不満 無回答

農業の振興
H30 4.6 23.8 52.1 11.0 2.2 6.4
H20 9.2 20.1 50.6 10.3 3.4 6.4
増減 －4.6 3.7 1.5 0.7 －1.2 0.0

林業の振興
H30 2.2 12.4 63.0 11.4 3.8 7.3
H20 5.0 8.2 63.9 10.1 4.8 8.1
増減 －2.8 4.2 －0.9 1.3 －1.0 －0.8

商業の振興
H30 1.7 10.0 53.8 21.3 6.2 7.1
H20 2.1 5.3 31.4 32.2 24.2 4.8
増減 －0.4 4.7 22.4 －10.9 －18.0 2.3

観光の振興
H30 3.2 19.6 45.7 20.2 4.8 6.6
H20 8.4 23.4 42.8 14.1 5.9 5.5
増減 －5.2 －3.8 2.9 6.1 －1.1 1.1

工業の振興
H30 1.9 11.8 62.1 13.0 3.8 7.4
H20 4.8 7.7 60.0 15.6 4.7 7.2
増減 －2.9 4.1 2.1 －2.6 －0.9 0.2

企業誘致・雇用・就労対策
H30 1.1 8.4 52.7 22.4 7.9 7.4
H20 2.5 4.3 65.4 12.1 7.3 8.3
増減 －1.4 4.1 －12.7 10.3 0.6 －0.9

３　むらづくりアンケート調査の集計結果
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②保健・福祉・医療分野

8.7

5.6

9.1

4.2

7.1

8.0

31.1

28.4

27.0

19.6

24.0

33.3

41.6

48.3

46.2

59.2

38.2

47.2

9.9

9.5

9.0

8.4

20.8

5.0

4.2

3.3

2.7

1.9

4.9

1.1

4.6

5.0

5.9

6.6

5.0

5.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者支援施策

地域の支え合い活動

子育て支援・環境整備

障がい者施策

医療体制

健康づくり・健康相談

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答

n=878

満足 やや満足 どちらとも
いえない やや不満 不満 無回答

高齢者支援施策
H30 8.7 31.1 41.6 9.9 4.2 4.6
H20 11.2 26.6 46.7 8.2 3.5 3.8
増減 －2.5 4.5 －5.1 1.7 0.7 0.8

地域の支え合い活動
H30 5.6 28.4 48.3 9.5 3.3 5.0
H20 － － － － － －
増減 － － － － － －

子育て支援・環境整備
H30 9.1 27.0 46.2 9.0 2.7 5.9
H20 10.8 19.7 53.4 5.9 1.9 8.3
増減 －1.7 7.3 －7.2 3.1 0.8 －2.4

障がい者施策
H30 4.2 19.6 59.2 8.4 1.9 6.6
H20 8.5 13.5 65.7 4.2 1.7 6.4
増減 －4.3 6.1 －6.5 4.2 0.2 0.2

医療体制
H30 7.1 24.0 38.2 20.8 4.9 5.0
H20 12.4 23.4 38.4 16.3 6.2 3.3
増減 －5.3 0.6 －0.2 4.5 －1.3 1.7

健康づくり・健康相談
H30 8.0 33.3 47.2 5.0 1.1 5.5
H20 19.7 26.7 41.1 6.7 3.2 2.5
増減 －11.7 6.6 6.1 －1.7 －2.1 3.0
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③生活環境分野

10.6

3.8

5.0

19.8

9.6

9.3

8.1

4.6

7.6

5.2

9.7

32.9

4.8

16.3

38.4

12.6

17.4

38.4

33.7

34.7

29.4

19.7

23.7

27.2

38.4

43.6

23.2

41.6

28.8

43.3

56.6

34.4

44.0

41.0

48.1

53.0

52.1

39.6

35.3

15.5

55.5

30.1

12.5

21.0

10.1

2.2

5.1

6.8

7.3

12.1

7.2

16.3

8.1

2.2

8.3

6.3

4.0

15.7

4.3

0.9

2.4

2.7

2.5

4.6

2.8

6.5

2.5

1.1

2.3

1.8

5.7

3.6

6.5

4.3

5.2

5.4

4.7

6.2

6.6

5.1

6.0

4.7

5.9

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

道路の整備

公共交通機関

地域情報化

消防体制

防災危機管理体制

交通安全体制

防犯体制

消費者対策

公営住宅の整備

公園・緑地の整備

景観の形成

自然環境の豊かさ

自然エネルギーの活用

ごみ処理・
リサイクルの状況

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答

n=878
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満足 やや満足 どちらとも
いえない やや不満 不満 無回答

道路の整備
H30 10.6 38.4 28.8 12.5 4.0 5.7
H20 18.4 37.1 24.0 14.5 4.6 1.5
増減 －7.8 1.3 4.8 －2.0 －0.6 4.2

公共交通機関
H30 3.8 12.6 43.3 21.0 15.7 3.6
H20 8.2 15.5 36.0 20.6 17.2 2.4
増減 －4.4 －2.9 7.3 0.4 －1.5 1.2

地域情報化
H30 5.0 17.4 56.6 10.1 4.3 6.5
H20 － － － － － －
増減 － － － － － －

消防体制
H30 19.8 38.4 34.4 2.2 0.9 4.3
H20 29.7 31.4 33.3 2.1 1.0 2.5
増減 －9.9 7.0 1.1 0.1 －0.1 1.8

防災危機管理体制
H30 9.6 33.7 44.0 5.1 2.4 5.2
H20 22.2 29.3 41.8 2.4 1.4 2.9
増減 －12.6 4.4 2.2 2.7 1.0 2.3

交通安全体制
H30 9.3 34.7 41.0 6.8 2.7 5.4
H20 13.7 29.5 44.5 7.7 2.2 2.3
増減 －4.4 5.2 －3.5 －0.9 0.5 3.1

防犯体制
H30 8.1 29.4 48.1 7.3 2.5 4.7
H20 10.8 24.9 52.1 7.4 2.4 2.3
増減 －2.7 4.5 －4.0 －0.1 0.1 2.4

消費者対策
H30 4.6 19.7 53.0 12.1 4.6 6.2
H20 － － － － － －
増減 － － － － － －

公営住宅の整備
H30 7.6 23.7 52.1 7.2 2.8 6.6
H20 9.6 13.0 63.2 5.9 3.2 5.2
増減 －2.0 10.7 －11.1 1.3 －0.4 1.4

公園・緑地の整備
H30 5.2 27.2 39.6 16.3 6.5 5.1
H20 14.0 27.2 39.8 11.9 4.4 2.6
増減 －8.8 0.0 －0.2 4.4 2.1 2.5

景観の形成
H30 9.7 38.4 35.3 8.1 2.5 6.0
H20 13.4 27.4 44.4 9.7 2.6 2.4
増減 －3.7 11.0 －9.1 －1.6 －0.1 3.6

自然環境の豊かさ
H30 32.9 43.6 15.5 2.2 1.1 4.7
H20 40.4 37.6 14.5 3.5 1.7 2.3
増減 －7.5 6.0 1.0 －1.3 －0.6 2.4

自然エネルギーの活用
H30 4.8 23.2 55.5 8.3 2.3 5.9
H20 － － － － － －
増減 － － － － － －

ごみ処理・
リサイクルの状況

H30 16.3 41.6 30.1 6.3 1.8 4.0
H20 25.4 36.2 23.4 9.1 2.8 3.0
増減 －9.1 5.4 6.7 －2.8 －1.0 1.0
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④教育・文化分野

10.7

5.4

4.1

6.5

3.6

5.7

30.5

27.2

21.9

26.8

14.9

23.6

46.2

53.5

56.9

52.8

67.4

58.3

4.9

5.7

7.6

5.8

5.0

3.9

0.8

1.3

2.3

1.0

1.6

1.6

6.8

6.9

7.2

7.1

7.4

6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学校の教育環境

生涯学習・文化活動

文化財の保護・活用

スポーツ活動

男女共同参画の推進

人権教育の推進

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答

n=878

満足 やや満足 どちらとも
いえない やや不満 不満 無回答

学校の教育環境
H30 10.7 30.5 46.2 4.9 0.8 6.8
H20 20.2 30.1 38.9 2.5 0.8 7.5
増減 －9.5 0.4 7.3 2.4 0.0 －0.7

生涯学習・文化活動
H30 5.4 27.2 53.5 5.7 1.3 6.9
H20 11.1 18.9 56.9 3.9 1.4 7.7
増減 －5.7 8.3 －3.4 1.8 －0.1 －0.8

文化財の保護・活用
H30 4.1 21.9 56.9 7.6 2.3 7.2
H20 － － － － － －
増減 － － － － － －

スポーツ活動
H30 6.5 26.8 52.8 5.8 1.0 7.1
H20 12.7 22.7 52.5 4.1 1.6 6.4
増減 －6.2 4.1 0.3 1.7 －0.6 0.7

男女共同参画の推進
H30 3.6 14.9 67.4 5.0 1.6 7.4
H20 6.9 12.1 67.0 5.5 2.2 6.3
増減 －3.3 2.8 0.4 －0.5 －0.6 1.1

人権教育の推進
H30 5.7 23.6 58.3 3.9 1.6 6.9
H20 14.0 18.8 55.3 3.6 2.1 6.3
増減 －8.3 4.8 3.0 0.3 －0.5 0.6
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⑤交流・行財政運営分野

3.9

4.7

3.2

1.7

23.8

27.8

15.9

11.8

54.9

53.8

63.0

65.1

8.9

5.6

8.3

10.4

2.6

1.3

2.3

3.6

5.9

6.9

7.3

7.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

コミュニティ活動

広報・広聴活動

住民参画のむらづくり

行財政改革

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答

n=878

満足 やや満足 どちらとも
いえない やや不満 不満 無回答

コミュニティ活動

H30 3.9 23.8 54.9 8.9 2.6 5.9

H20 － － － － － －

増減 － － － － － －

広報・広聴活動

H30 4.7 27.8 53.8 5.6 1.3 6.9

H20 16.4 30.3 42.4 4.0 2.6 4.3

増減 －11.7 －2.5 11.4 1.6 －1.3 2.6

住民参画のむらづくり

H30 3.2 15.9 63.0 8.3 2.3 7.3

H20 5.6 13.1 69.3 3.1 2.1 6.8

増減 －2.4 2.8 －6.3 5.2 0.2 0.5

行財政改革

H30 1.7 11.8 65.1 10.4 3.6 7.3

H20 6.0 13.2 55.6 10.8 5.5 9.0

増減 －4.3 －1.4 9.5 －0.4 －1.9 －1.7
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料 
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⑥定住・移住・少子化対策

2.8

1.9

5.5

3.4

18.8

8.9

23.8

14.8

53.1

68.7

50.6

54.9

14.2

9.8

10.6

15.5

4.0

3.3

2.7

5.4

7.1

7.4

6.8

6.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定住・移住対策

結婚相談

子育て環境
(施設整備)

少子化対策
(経済的支援)

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答

n=878

満足 やや満足 どちらとも
いえない やや不満 不満 無回答

定住・移住対策
H30 2.8 18.8 53.1 14.2 4.0 7.1
H20 － － － － － －
増減 － － － － － －

結婚相談
H30 1.9 8.9 68.7 9.8 3.3 7.4
H20 － － － － － －
増減 － － － － － －

子育て環境（施設整備）
H30 5.5 23.8 50.6 10.6 2.7 6.8
H20 － － － － － －
増減 － － － － － －

少子化対策（経済的支援）
H30 3.4 14.8 54.9 15.5 5.4 6.0
H20 － － － － － －
増減 － － － － － －
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（２）これからのむらづくりで力をいれるべき取組

①農林業の振興

58.9 
37.4 

36.1 
29.7 

21.8 
21.8 

19.6 
19.5 
19.2 

3.2 
3.5 

0% 20% 40% 60%

担い手や後継者の育成を行う
地域ブランド力の強化をはかる

有害鳥獣被害の防止を行う
農産加工施設の充実（６次産業化）と地場特産品の開発をすすめる

体験農業、観光農業などの振興をすすめる
森林のレクリエーション・保養の場としての整備活用をすすめる

低農薬など環境にやさしい農業の振興をすすめる
農地や農・林道、用排水施設など生産基盤を充実させる

農作業受委託などによる優良農地の維持をはかる
その他
無回答

n=878

②商工業の振興

59.8 
29.4 

22.4 
21.5 

18.5 
18.0 

9.3 
2.2 

5.0 

0% 20% 40% 60%
地場産品のPR・産地直売を行う（道の駅など）

小規模店の共同店舗化等による新たな商業の中心地づくりをすすめる
優良企業や大型商業施設を誘致する

起業家への支援や新産業の開発・育成を行う
既存企業の育成・振興をすすめる

商工業イベントの開催や販売促進対策を充実させる
商工業経営の近代化支援を充実させる

その他
無回答

n=878

③観光業の振興

59.5 
32.6 

27.4 
20.4 

17.1 
12.9 

6.9 
5.5 

2.6 
1.9 
3.5 

0% 20% 40% 60%

豊かな温泉や自然環境を生かした観光を目指す
周辺の観光地と連携した広域的な観光機能の充実をはかる

豊かな農産物や農作業体験を生かした観光を目指す
観光拠点となる施設の充実をはかる

SNSなどを活用し観光PR活動を強化する
祭りやイベントなど特色ある行事の企画・開催を行う

外国人旅行者の増加をはかる
史跡や文化財を生かした観光を目指す

観光ボランティア活動支援の充実をはかる
その他
無回答

n=878
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④子育て支援

37.0 
36.1 
35.8 

27.7 
20.6 

18.9 
6.4 

1.7 
4.0 

0% 10% 20% 30% 40%
安心して医療にかかることができる体制を確保する

子どもが思い切り遊ぶことのできる場の充実・整備をすすめる
出産や育児にかかる経済的支援を充実させる

村全体で子どもを育て、見守る体制づくりを行う
子育て家庭の相談・交流の拠点となる子育て支援センターを充実する

保育所の質と機能を充実させる
子育て世帯を対象とした村営住宅を整備する

その他
無回答

n=878

⑤高齢者施策

48.3 

34.2 

30.5 

29.0 

23.8 

20.2 

1.3 

3.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

買い物や通院、余暇活動での移動に必要な公共交通を充実させる

高齢者の生きがいや働く場（定年帰農などができる体制
又は経験を生かせる職場など）を充実させる

介護保険施設・サービスを充実させる

安心して受診できる地域医療体制を確保する

生きがいを持ち元気で暮らせる健康長寿のむらづくりをすすめる

隣近所で見守り、関わりを持ち支え合うむらづくりをすすめる

その他

無回答

n=878
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⑥次世代育成

36.2 

28.9 

27.0 

25.4 

24.6 

20.6 

18.0 

2.5 

4.6 

0% 10% 20% 30% 40%

いじめや不登校のない学校を目指し、人権教育をすすめる

高山村の恵まれた自然を活かし、星空の観察や豊かな
自然に接する体験的学習を充実させる

食の大切さを実感し、自分の身体を自ら育てていくために、
食育をすすめる

一村一校の良さを生かし、高山村らしい保・小・中の連携をすすめる

登下校中の子ども達を交通事故、不審者、有害獣から
守るための活動をすすめる

教職員の資質向上のための研修をすすめる

保・小・中ともに、保護者や地域に開かれた学校づくりをすすめる

その他

無回答

n=878

⑦生涯学習・文化

47.4 

40.9 

25.4 

25.4 

20.3 

3.1 

6.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

公民館の機能を充実させ、誰もが参加しやすい
生涯学習講座を開設する

神楽など地域の伝統文化を引き継ぐ後継者の育成と
伝統文化事業を充実させる

スポーツ団体の自主的活動を支援し、スポーツ教室、
スポーツ大会等を充実させる

子どもの頃から優れた文化芸術に親しめるよう、有名な
演奏家等を招き文化的な質の向上を目指す

文化芸術団体の自主的活動を支援し、文化祭、
音楽祭等を充実させる

その他

無回答

n=878
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⑧芸術文化・交流活動拠点施設の整備

47.2 

25.6 

10.5 

9.0 

7.7 

0% 20% 40% 60% 80%

現在の公民館（昭和54年建築）の建て替えが必要となったときに、
ホール、図書館など全ての機能を見直す

現在の公民館を増改築し、ホールや図書館の機能を充実させる

現在の公民館は機能が不十分なため、必要最小限の規模で
新たな場所に整備する

その他

無回答

n=878

⑨人権の尊重

57.5 

26.7 

25.7 

19.6 

19.0 

4.0 

9.6 

0% 20% 40% 60%

学校教育における人権教育の充実をはかる

人権問題に関する専門の相談機関の確保、相談体制の充実をはかる

差別をなくす強調週間、人権教育推進地区指定分館、人権講座、
広報じんけんなどの人権啓発、広報活動を積極的に推進する

企業における人権教育を推進する

人権問題に対応する指導者の確保と育成を行う

その他

無回答

n=878

⑩防災対策

41.5 
36.8 
36.3 

32.3 
14.0 

10.3 
9.9 

3.5 
3.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50%
施設の耐震化や急傾斜地など防災対策を強化する

だれもが迅速かつ安全に避難できるための体制を強化する
日頃から声掛けや支え合いを行うなど、隣近所との信頼関係を深める

村民一人ひとりが災害に備えた準備をしておく
他の自治体との連携・協力体制を築いておく

さまざまな災害を想定した訓練を繰り返し実施する
地域での自主的な防災活動を充実させる

その他
無回答

n=878
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⑪景観形成

38.8 

27.0 

27.0 

24.6 

19.0 

15.9 

11.7 

6.5 

3.6 

3.8 

4.9 

0% 10% 20% 30% 40%

山、川、谷などの自然を保全する

村民と村が、協働して景観づくりができる体制づくりをすすめる

農地（田や畑）を保全する

良好な景観に配慮した公共施設（道路、公園、建物など）を整備する

景観上重要な樹木や建築物を保全する

街路樹・花などによる道路の緑化をすすめる

景観条例に則り、建築物の高さや
デザイン（色や形など）のルールを遵守する

美しい景観づくりの意識啓発のための学習会などを開催する

住宅地などの敷地内の緑化をすすめる

その他

無回答

n=878

⑫ＳＮＳの活用

56.0 
51.3 

26.1 
22.1 

2.4 
11.6 

9.8 

0% 20% 40% 60%

犯罪や災害などが発生したときの情報収集・発信
村内で実施されるイベントなどの情報収集・発信

村内のサークル活動や地域活動などの情報収集発信
むらづくりや地域の活性化のための意見交換・情報共有

その他
利用したいと思わない

無回答

n=878
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料 
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基本目標１　活力とにぎわいのある産業のむら

１－１　農業

指　標 基準値
（年度）

目標値
（年度） 根拠資料等

農業産出額 20億7千万円
（H29）

21億1千万円
（R6）

農林水産省「市町村別農業産出額
（推計）」（基準値）

新規就農者数 19人
（H27-H30）

12人
（R2-R6） 農政係調

耕作放棄地面積 36ha
（H30）

33ha
（R6） 農業委員会調

１－２　林業

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

要間伐林内間伐実施面積 107.09ha 116ha 森林組合

新規林業従事者数 ３人 ４人 林務地籍調査係調

１－３　商工業

指　標 基準値
（Ｈ28）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

年間商品販売額 41億7千万円 50億円
経済センサス－活動調査

年間製造品出荷額等 220億円 230億円

１－４　観光

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

観光客入込数 52万8,600人 55万人 観光地利用者統計

１－５　雇用・就労

指　標 基準値
（Ｈ28）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

事業所・企業数 302事業所 310事業所
経済センサス－活動調査

従業者数 2,137人 2,150人

４　成果指標一覧
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基本目標２　笑顔あふれる健康・福祉のむら

２－１　健康づくり・医療

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

※�標準化死亡比
　（平成20年～平成24年）

男性83.6
女性105.5

100未満
（男性・女性とも）

厚生労働省　人口動態保健所・市
町村別統計

２－２　少子化対策・子育て支援

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

婚姻数 14件 20件
生活環境係調

出生数 30人 46人

２－３　高齢者施策

指　標 基準値
（H30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

介護予防に資する通いの場 13箇所 18箇所 福祉係調

２－４　障がい者施策

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

一般就労への移行人数 0人 1人
第5期障がい福祉計画から推計

福祉施設から地域に移行した
人数 0人 2人

２－５　地域福祉・社会保障

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

社会福祉協議会登録ボラン
ティア会員数 90人 120人 県社協ボランティアグループ数活

動者数調査票

国民健康保険医療費 6億839万8千円 6億540万円 長野県国民健康保険団体連合会速
報値

後期高齢者医療費 10億1,125万3千円 9億8,100万円 長野県後期高齢者医療広域連合統
計
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基本目標３　豊かな自然と共生する安全・快適なむら

３－１　土地利用・景観

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

耕作放棄地面積 36ha 33ha 農業委員会調

３－２　環境保全・循環型社会

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

住宅太陽光発電システム設置
費補助数 304件 412件

企画財政係調
住宅用蓄電池システム設置費
補助数 0件 10件

ごみ排出量 1,302ｔ 1,230ｔ
生活環境係調

一般廃棄物リサイクル率 36.6％ 40.0％

３－３　道路・公共交通

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

高齢者の公共交通利用者数 長電バス
60人／日

長電バス
70人／日 高山村地域公共交通網形成計画を

参考
支線交通の利用者数 11人／日 13人／日

歩道整備計画延長 3,609ｍ 3,854ｍ 建設係調（主）須坂中野線のみ

３－４　住宅・宅地・公園

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

村営住宅入居世帯数 39世帯 42世帯
建設係調

空き家バンク活用による契約
件数 6件 21件

３－５　上下水道

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

水道管布設替計画延長 2,497ｍ 4,397ｍ
上下水道係調

下水道接続率 95.1％ 96.0％
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３－６　治山・治水

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

急傾斜地崩壊危険箇所未対策
箇所数 23箇所 21箇所 建設係調

３－７　危機管理・消防・防災体制

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

地区防災計画策定数 0地区 11地区

総務係調消防団員定数 196人 196人

福祉避難所箇所数 0箇所 1箇所

３－８　交通安全・防犯・消費者対策

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

交通事故発生件数 9件 5件
須坂警察署調

刑法犯認知件数 12件 7件

基本目標４　一人ひとりが輝く教育、文化・スポーツのむら

４－１　保育園・学校教育

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

「わくわく村」参加率
（参加者数／小学校全児童数） 81.0％ 100.0％

教育委員会調
スクールカウンセラー配置人
数（村費） 1人 1人

４－２　地域教育・家庭教育�

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

「わくわく村」参加率
（参加者数／小学校全児童数） 81.0％ 100.0％ 教育委員会調

資 

料 

編
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４－３　生涯学習・文化活動

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

文化協会会員数 332人 400人

教育委員会調公民館による各種講座参加者
数 1,405人 1,680人

図書室貸出人数 2,295人 2,750人

４－４　スポーツ・レクリエーション

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

体育協会会員数 541人 570人 教育委員会調

ＹＯＵ游ランド
多目的ホール利用者数 4,650人 5,400人

公園係調
ＹＯＵ游ランド
マレットゴルフ場利用者数 3,051人 3,600人

ＹＯＵ游ランド
水中運動教室参加者数 2,003人 2,100人 保健予防係調

４－５　文化財

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

村指定文化財数 36件 40件 教育委員会調

４－６　交流活動

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

地域間交流参加者数 285人 300人 企画財政係調
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基本目標５　ともに創る参画と協働のむら

５－１　情報発信・プロモーション

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

村ホームページアクセス数 32万9,190件 50万件 企画財政係調

５－２　コミュニティ活動・協働

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

ブロック行政懇談会参加者数 132人
（1回）

200人
（1回） 企画財政係調

おてんま支援事業活動数 35件 45件 建設係調

５－３　人権・男女共同参画

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

人権・男女共同参画に関する
講演会参加者数 1,113人 1,300人 教育委員会調

５－４　行財政運営

指　標 基準値
（Ｈ30）

目標値
（Ｒ６） 根拠資料等

財政力指数 0.296 0.350
地方財政状況調査

経常収支比率 80.1％ 80.0％

実質公債費比率 8.4％ 8.0％ 健全化判断比率報告 資 

料 

編
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　ユネスコが認定している世界自然遺産より古
い歴史を持つユネスコエコパーク（生物圏保存
地域）は、生態系の保全と持続可能な利活用の
調和（自然と人間社会の共生）を目的としていま
す。高山村は平成26年6月に「志賀高原ユネス
コエコパーク」のエリアが拡大され、全村域が登
録されました。

ユネスコエコパーク

　志賀高原ユネスコエコパークの核心地域にあ
る木道の架かる四十八池湿原越しに志賀山を
望む雄大な風景をモチーフにしています。このオ
リジナルロゴは、高山村が「志賀高原ユネスコエ
コパーク」として使用するものです。

志賀高原ユネスコエコパーク

　NPO法人「日本で最も美しい村」連合は、平
成17年10月に発足し、失ったら二度と取り戻せ
ない日本の農山村の景観や環境・文化を守る活
動をしています。高山村は平成22年9月に加盟
しました。

日本で最も美しい村

第六次高山村総合計画
基 本 構 想　令和2年度～令和11年度
前期基本計画　令和2年度～令和６年度

発行日　令和２年３月
発　行　高山村
　　　　〒382-8510　長野県上高井郡高山村大字高井4972
　　　　電話（026）245-1100

志賀高原
ユネスコエコパーク

信州 高山村

第六次高山村総合計画
基 本 構 想 令和２年度～令和11年度
前期基本計画 令和２年度～令和６年度

志賀高原
ユネスコエコパーク

信州 高山村

ずっと住みたい また訪れたい いいね 信州高山
 ～自然の恵み　豊かさ実感　幸せ実感～

高
山
村


