
　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

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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計画策定の目的
　今日、むらづくりを取り巻く環境は大きく
変化し、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。また、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。

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。

計画の構成と期間
　本計画は、「基本構想」および「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。

1 高山村総合計画とは

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

R11
（2029）

基本構想

R3
（2021）

毎年度3ヵ年ローリング方式実施計画

基本計画

R2
（2020）

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 3年

【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。
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■時代の潮流
〇人口減少・少子高齢化の進行
〇地方創生に向けた取組み
〇社会経済環境の変化
〇情報通信技術の発展・普及
〇安全・安心、人権への関心の高まり
〇�環境・エネルギー問題への関心の高まり
〇価値観の多様化と「らしさ」への評価
〇持続可能な地域経営
〇SDGｓの推進

■むらづくりアンケートの結果概要
〇村民の7割半ばが村に愛着を感じている。
〇�「自然の豊かさ」、「消防体制」、「ごみ処理・リサイクルの状況」の満足度が高く、「公共交通機関」、
「企業誘致・雇用・就労対策」、「商業の振興」の満足度が低い。
〇�今後、力を入れるべき施策は「公共交通機関」、「高齢者支援施策」、「医療体制」の割合が高い。
　�10、20代では「観光振興」、30代では「子育て環境」、70、80代では「農業振興」が上位に来て
いる。
〇�7割以上の村民が高山村に「（どちらかといえば）住み続けたい」と考えている。10代では4割以
上が「どちらともいえない」と回答している。

■これからのむらづくりの課題
（1）�若者の移住・定住促進と少子化対策の推進
（2）魅力ある産業の活性化と就業の場の創出
（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
（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
（5）安全で利便性の高い生活環境の整備
（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
（7）持続可能な協働による地域経営の推進

■高山村の状況と特徴
〇県庁所在地長野市中心部から20㎞
〇�森林地域の多くが上信越高原国立公園に
指定
〇�平成22年「日本で最も美しい村」連合に加盟
〇人口約7,000人、減少傾向が続く
〇�高齢化率32.2％、2030年には4割近くまで
〇�世帯数は横ばい、高齢者の一人暮らしの増加
〇�県、全国と比べ、三世代世帯の割合高い
〇農業が基幹産業も従事者は減少傾向
〇�りんご、ぶどう、ワイン醸造等による産業
振興

2 高山村の現状と課題
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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。
　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。

基本目標

1基本目標 	 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。

2基本目標 	 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。

3基本目標 	 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。

4基本目標 	 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。

5基本目標 	 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。

3 高山村が目指す方向

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～



7

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

活力とにぎわいのある産業のむら

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

笑顔あふれる健康・福祉のむら

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

豊かな自然と共生する
安全・快適なむら

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

一人ひとりが輝く教育、
文化・スポーツのむら

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

ともに創る参画と協働のむら

基本目標

基本目標

基本目標

基本目標

基本目標

1

2

3

4

5

4 分野別基本計画
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1基本目標 	 活力とにぎわいのある産業のむら
1-1　農業
　（1）�安全で高品質な農産物のブランド化の推進とプロモーション

の強化や地産地消、販路開拓・拡大
　（2）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
　（3）ワイン用ぶどうの栽培及びワイン醸造基盤の整備推進とワインに親しむ機会や文化の醸成
　（4）新規就農者や認定農業者等への支援の拡充及び農業法人化に向けた取組みへの支援
　（5）�生産基盤の計画的な整備及び農地流動化とICT（情報通信技術）等を活用した農業

生産の導入促進
　（6）畜産物のブランド化等による畜産農家の経営の安定化と販売拡大

1-2　林業
　（1）計画的な間伐や林業生産基盤の整備等の推進による森林資源の健全な維持・管理
　（2）林業従事者の育成・確保に向けた包括的な取組みの推進
　（3）村産材の地産地消の推進と森林が持つ多様な公益的機能の活用促進

1-3　商工業
　（1）村内企業・事業所の経営の安定化に向けた支援の充実
　（2）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

5 施策の展開

【具体的な取組み】
　○りんご・ぶどう等のブランド化の推進	 ○観光農業の推進
　○直売所の充実と６次産業化の推進	 ○農地の集積及び耕作放棄地対策の推進　
　○有害鳥獣対策の強化	 ○山田牧場の振興　など

【具体的な取組み】
　○地籍調査の実施
　○林業従事希望者への支援
　○森林を活用した観光資源の整備
　○再生可能エネルギーの普及・活用組織化の推進　など

【具体的な取組み】
　○事業承継及び人材確保・育成に向けた支援
　○特産品の開発・ブランド化の推進
　○企業誘致、創業支援
　○「にぎわいの場」創出の推進　など
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1-4　観光
　（1）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
　（2）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の推進
　（3）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
　（4）県及び周辺市町村等との連携による観光振興

1-5　雇用・就労対策
　（1）基幹産業である農業を核として、強みを活かした創業支援と雇用の創出
　（2）安心して働くことができる雇用・就労環境の整備促進

5　施策の展開

【具体的な取組み】
　○高山村らしさを活かしたイベント等の開催
　○多様なメディア等の活用
　○ユネスコエコパーク・日本で最も美しい村連合のPR
　○観光施設等の整備・充実
　○外国人観光客の誘致と対応	 	 	 	
　○観光用道路・二次交通等の整備　など

【具体的な取組み】
　○農業生産団体等の法人化の推進
　○事業所・企業の誘致及び雇用創出
　○創業支援
　○就業マッチング支援　など

　主な成果指標
農業産出額

製造品出荷額等

商品販売額

観光客入込数

20億7千万円
（H29）

220億円
（H28）

41億7千万円
（H28）

52万8,600人
（H30）

▶

▶

▶

▶

21億1千万円
（R6）

230億円
（R6）

50億円
（R6）

55万人
（R6）
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2-1　健康づくり・医療 　
　（1）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た健康づくり活動の推進
　（2）健康診査や各種がん検診等の受診促進と疾病の早期発見、早期治療の促進
　（3）�「高山村いのち支える自殺対策計画」に基づいたこころの健康の保持と地域全体で見守る体制の

強化
　（4）近隣自治体及び医療機関等との連携による医療体制の維持・強化

2-2　少子化対策・子育て支援
　（1）�結婚を希望する人への出会いの場の創出や個別相談等と、結婚、出産支

援の充実
　（2）�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
　（3）�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の促進
　（4）村民同士が子育てを支え合う環境づくりの推進と子育てに関するきめ細かな情報提供
　（5）子育てにかかる費用の減免や各種手当等の支給による経済的支援や負担の軽減
　（6）児童虐待を未然に防ぐための支援の充実と早期発見及び迅速かつ適切な対応

2-3　高齢者施策 　
　（1）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
　（2）�健康でいきいきと暮らしていくことができるための介護予防や生きがいづくり

の推進
　（3）多様な主体による高齢者の安全・安心な生活を見守り支える体制の強化
　（4）認知症予防及び認知症になっても安心して暮らし続けられるための取組みの推進
　（5）介護のニーズに応じた質の高いサービス提供体制の充実と介護する家族の負担軽減
　（6）高齢者虐待の防止及び早期発見・早期対応と成年後見制度等の利用支援

5　施策の展開

2基本目標 	 笑顔あふれる健康・福祉のむら

【具体的な取組み】
　○「アンチエイジング」をテーマにした実践活動
　○健康づくりができる散策道等の整備
　○ゲートキーパーの養成
　○児童生徒のSOSの出し方に関する教育
　○	情報共有システム等を活用した多職種連携による在宅医療の推進　など

【具体的な取組み】
　○マリッジサポーターの配置	 ○不妊治療にかかる経済的負担の軽減
　○子育て世代包括支援センターの設置運営	 ○産後ケアの充実
　○多様な保育サービスの充実	 ○子育てアプリの運用　など

【具体的な取組み】
　○高齢者の就労環境の整備・充実	 ○高齢者の知識・能力等の活用の場の創出
　○老人クラブ活動支援	 ○多様な主体による生活支援体制の構築
　○災害時避難行動支援体制の強化	 ○認知症初期集中支援チームの配置　など
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2-4　障がい者施策 　
　（1）障がいに対する理解を深めることができる機会の充実
　（2）一人ひとりが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
　（3）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
　（4）療育が必要な子どもの早期な把握と、適切な療育につなげることができる体制の充実
　（5）障がい者への虐待の防止及び早期発見・早期対応と成年後見制度等の利用支援

2-5　地域福祉・社会保障 　
　（1）地域で福祉活動を行う団体の活動支援及び担い手の育成・確保
　（2）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
　（3）国民年金や生活保護、各種医療保険制度の適正な運用
　（4）医療費及び介護保険給付の適正化

5　施策の展開

【具体的な取組み】
　○イベントや活動等を通じた相互理解の促進
　○社会参加への合理的配慮の提供
　○雇用・就労の場の確保と就労支援の充実
　○地域連携ネットワークの構築　など

【具体的な取組み】
　○行政区による活動の促進
　○包括的な相談支援体制の構築
　○ジェネリック医薬品の啓発による医療費の抑制
　○要介護認定の適正化や介護給付の適正化　など

　主な成果指標
婚姻数

介護予防に資する通いの場

出生数

後期高齢者医療費

14件
（H30）

13箇所
（H30）

30人
（H30）

10億1,125万3千円
（H30）

▶

▶

▶

▶

20件
（R6）

18箇所
（R6）

46人
（R6）

9億8,100万円
（R6）
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3-1　土地利用・景観 　
　（1）�自然環境の保全・活用や美しい景観に対する意識の高揚
　（2）�ユネスコエコパークの理念に基づいた計画的かつ弾力的な土

地利用の推進
　（3）�村民の理解・協力のもと、景観条例に基づいた美しい景観形

成の推進
　（4）�耕作放棄地の解消と空き家の適正管理・有効活用の促進

3-2　環境保全・循環型社会 　
　（1）環境教育等を通じた環境保全意識の高揚と地球にやさしい環境の取組みの実践の推進
　（2）主体的な環境美化活動の促進と公害防止対策及び不法投棄対策の推進
　（3）�自然環境を活用した再生可能エネルギーの活用及びエネルギーの地産地消に向けた仕組みの構築
　（4）資源循環型社会の形成の推進及びごみの減量化と適正処理

3-3　道路・公共交通 　
　（1）県道整備の要請及び計画的な村道整備の推進による安全で利便性の高い道路環境づくりの促進
　（2）道路環境の適切な維持管理及び長寿命化の推進
　（3）除雪体制の強化と凍結に強い道路環境の整備による冬期間の道路の安全確保
　（4）公共交通再編の効果検証及び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

5　施策の展開

3基本目標 	 豊かな自然と共生する安全・快適なむら

【具体的な取組み】
　○「日本で最も美しい村」連合加盟等の周知	 ○景観資産等の指定による保全
　○採石場等の自然景観への配慮	 ○	農業施策における耕作放棄地の解消促進　など

【具体的な取組み】
　○高山村地球にやさしい環境基本条例の周知と推進
　○不法投棄防止対策の促進
　○太陽光発電等の普及促進
　○木質バイオマスの活用・普及促進
　○小水力発電及び地熱発電の促進
　○可燃ごみの有料化等、受益者負担の検討　など

【具体的な取組み】
　○通学路の安全対策
　○観光に寄与する道路の整備
　○効率的な除雪作業の推進
　○「ＩＣカードくるる」の利用促進　など



13

3-4　住宅・宅地・公園 　
　（1）�移住・定住や新規就農等を促進する居住環境

の確保等に向けた村営住宅の整備
　（2）�村内で新規住宅の建設を促進するための支援

の充実
　（3）�空き家の状況把握及び適正管理と有効活用の

促進
　（4）�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

3-5　上下水道 　
　（1）水道施設の計画的な整備と水源の保全による水道水の安定供給
　（2）下水道施設の長寿命化、耐震化と下水道への接続及び合併処理浄化槽の設置促進

3-6　治山・治水 　
　（1）国・県の補助事業による森林の整備と土砂災害の未然防止
　（2）河川・用排水路の計画的な整備と適正管理

5　施策の展開

【具体的な取組み】
　○就農おためし住宅の利用の促進	 　○新規住宅建設に対する融資利子補給等の補助
　○空き家の購入・リフォーム費用の補助	 　○YOU游ランド等の公園への遊具等の整備　など

【具体的な取組み】
　○水道施設の長寿命化や更新、耐震化整備
　○農業集落排水処理区域の公共下水道処理区域への編入　など

【具体的な取組み】
　○ハザードマップを活用した土砂災害に対する意識啓発
　○集中豪雨等に対応できる用排水路の機能向上　など
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3-7　危機管理・消防・防災体制 　
　（1）�総合防災訓練等を通した危機管理・防災意識の高揚と平時の備えの促進
　（2）�自主防災組織及び消防団の活動支援と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
　（3）周辺自治体、各種団体等との災害時応援協定の拡大・充実
　（4）�村が定める避難情報の判断基準に沿った避難情報の発令及び迅速な村民への周知
　（5）災害時における迅速な避難体制の強化及び安全・安心な避難生活を送ることができる環境整備
　（6）公共施設及び住宅の耐震化の促進
　（7）関係機関との連携による効果的な遭難防止対策の推進

3-8　交通安全・防犯・消費者対策 　
　（1）�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及び交通事故が起こりにくい環境づ

くりの推進
　（2）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
　（3）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

5　施策の展開

【具体的な取組み】
　○様々な災害を想定した総合防災訓練の実施
　○自主防災組織及び消防団での女性の参加・活動促進
　○地区防災計画の策定支援
　○ハザードマップによる危険箇所の周知
　○ICT等を活用した情報収集・伝達
　○福祉避難所の設置　など

【具体的な取組み】
　○高齢者の特性を踏まえた交通安全対策
　○先進安全自動車の購入推進
　○防犯カメラの設置促進
　○長野市消費生活センターの利用促進　など
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5　施策の展開

　主な成果指標
耕作放棄地面積

一般廃棄物リサイクル率

歩道整備計画延長

地区防災計画策定数

ごみ排出量

空き家バンク活用による契約件数

高齢者の公共交通利用者数（長電バス）

交通事故発生件数

36ha
（H30）

36.6％
（H30）

3,609ｍ
（H30）

0地区
（H30）

1,302ｔ
（H30）

6件
（H30）

60人/日
（H30）

9件
（H30）

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

33ha
（R6）

40.0％
（R6）

3,854ｍ
（R6）

11地区
（R6）

1,230ｔ
（R6）

21件
（R6）

70人/日
（R6）

5件
（R6）
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4-1　保育園・学校教育 　
　（1）保育所保育指針に基づく質の高い教育・保育と安全な保育環境の整備
　（2）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の推進
　（3）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
　（4）一人ひとりの障がいの状況に応じた特別支援教育の推進
　（5）家庭・地域との連携強化による地域に開かれた学校運営の推進と学校運営を支える人材の育成

4-2　地域教育・家庭教育 　
　（1）子どもの健全な育成を図る地域教育の推進
　（2）教育の出発点である家庭教育の重要性の啓発と家庭での実践支援

4-3　生涯学習・文化活動 　
　（1）多様なニーズへの対応と、地域特性を活かした生涯学習の充実
　（2）文化活動の活性化と高山村らしい文化の醸成
　（3）文化交流施設整備の在り方についての議論及び機能の充実と整備促進　

4-4　スポーツ・レクリエーション 　
　（1）生涯スポーツの普及促進と競技スポーツ活動の支援
　（2）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
　（3）社会体育施設の維持管理及び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

5　施策の展開

4基本目標 	 一人ひとりが輝く教育、文化・スポーツのむら

【具体的な取組み】
　○「信州やまほいく」の推進
　○保・小・中の一貫した教育の推進
　○「ユネスコスクール」の取組みによる教育の充実
　○	国際化、情報化社会に即した英語教育やＩＣＴ教育の推進
　○いじめ対策の強化
　○コミュニティスクールの推進　など

【具体的な取組み】
　○地域教育を担う人材の育成	 ○地域活動を担う各種団体の活動支援
　○保育園・学校等との連携による家庭教育支援	 ○「家庭教育支援チーム」の設置促進　など

【具体的な取組み】
　○講師・指導者の確保	 ○文化活動団体の活性化支援
　○文化イベントの開催	 ○文化交流施設の整備検討　など

【具体的な取組み】
　○スポーツ活動団体の活性化支援
　○スポーツ推進委員によるニュースポーツの普及
　○美しい自然等を楽しめるイベントの開催
　○自然環境や既存施設等を活用したスポーツ環境の充実　など
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4-5　文化財 　
　（1）�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

援と魅力発信
　（2）地域の貴重な文化財の保護と様々な分野での活用

4-6　交流活動 　
　（1）国内外の様々な地域、団体等との交流活動の促進
　（2）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の促進

5　施策の展開

【具体的な取組み】
　○民話・伝統文化の継承
　○湯倉洞窟遺跡の保存・活用
　○歴史文化を伝える人材の養成
　○一茶館・歴史民俗資料館の充実　など

【具体的な取組み】
　○神奈川県二宮町との交流の活性化
　○女子美術大学等との連携・交流活動　など

　主な成果指標
「わくわく村」参加率

YOU游ランド多目的ホール利用者数

公民館各種講座参加者数

村指定文化財数

81.0％
（H30）

4,650人
（H30）

1,405人
（H30）

36件
（H30）

▶

▶

▶

▶

100.0％
（R6）

5,400人
（R6）

1,680人
（R6）

40件
（R6）
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5-1　情報発信・プロモーション 　
　（1）メディアを活用したわかりやすく、丁寧かつタイムリーな情報発信
　（2）本村の魅力の再認識・再発見とその魅力を伝える地域ブランド化の取組みの推進
　（3）目的に応じてターゲットを明確化した戦略的かつ効果的な情報発信

5-2　コミュニティ活動・協働 　
　（1）各地区の主体的な活動の活性化支援
　（2）多様な媒体、機会を通じた広報・広聴の充実
　（3）様々な世代の多様な機会を通じたむらづくりへの参画機会の充実
　（4）多様な主体との協働によるむらづくりの推進

5-3　人権・男女共同参画 　
　（1）�部落差別、子どもの人権、性的マイノリティ等の人権問題についての啓発や学習する機会の充実
　（2）人権問題に関する相談体制の強化
　（3）広報・啓発活動や生涯学習事業の各種教室等を通じた男女共同参画意識の醸成
　（4）男女間の暴力根絶に向けた取組みによる安全・安心な暮らしの確保
　（5）地域や職場、村政などあらゆる分野での女性の活躍の推進

5　施策の展開

5基本目標 	 ともに創る参画と協働のむら

【具体的な取組み】
　○FM告知戸別受信機を活用したタイムリーな情報提供
　○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

【具体的な取組み】
　○若者等が集まる機会の創出	 ○地域リーダーの育成
　○多様な世代等のむらづくりへの参画	 ○コミュニティ・ビジネス支援　など

【具体的な取組み】
　○家庭・学校・地域における人権教育の推進
　○合同相談会等各種相談会の開催
　○固定的な性別役割分担意識の解消
　○ＤＶの早期発見・迅速な対応　など
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5-4　行財政運営 　
　（1）�事務事業評価の構築や民間活力の活用、広域行政

の推進等による効率的・効果的な事務事業の展開
　（2）�創意工夫による財源の確保と経費節減に向けた取

組みの推進
　（3）�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
　（4）�多様な村民ニーズに対応した情報公開による開か

れた行政の推進
　（5）�特色や魅力ある地域づくりの取組みや情報発信等

による人口減少抑制対策の推進

5　施策の展開

【具体的な取組み】
　○ICTとAIの検討・活用	 ○人事評価制度の適正な運用
　○総合戦略の効果的な推進	 ○移住相談会の充実　など

　主な成果指標
村ホームページアクセス数

人権・男女共同参画に関する講演会参加者数

行政懇談会参加者数

実質公債費比率

32万9,190件
（H30）

1,113人
（H30）

132人
（H30）

8.4％
（H30）

▶

▶

▶

▶

50万件
（R6）

1,300人
（R6）

200人
（R6）

8.0％
（R6）



　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
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