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総合計画とは・・・ 

「総合計画」は、川上村のすべての計画の基本となるもので、行政運営の総合的な指

針となる計画です。 

将来の川上村をどのような村にしていくのか、そのために誰が、どんなことをしてい

くのかを、総合的・体系的にまとめるものです。 

川上村では、昭和 45年に川上村長期振興計画（のちの総合計画）を策定後、これま

で定期的に計画を更新してきました。 

  平成 24 年度に策定した現在の「川上村総合計画（5 ヵ年計画）」を更新し、計画期

間を平成 30 年度から平成 34 年度とする新たな「川上村総合計画（5 ヵ年計画）」を

今年度中に策定します。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%88%E7%94%BB


 

 

川上村総合計画策定審議会条例 

 

 

（目的） 

第１条 この条例は、村政の総合計画策定のため、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、川上村総合計画策定審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めること

を目的とする。 

（設置） 

第２条 川上村の総合計画の策定に関する重要事項について、調査審議を行うため、川上村総合計画

策定審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（任務） 

第３条 審議会は、村長の諮問に応じて川上村の基本構想及びこれに即する基本計画に関する重要事

項について、調査審議する。 

（組織） 

第４条 審議会は、委員25名以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。 

(１) 村議会の議員 

(２) 学識経験を有する者 

（委員の任期） 

第５条 委員は、村長が諮問の都度委嘱し、当該諮問に係る審議が終了したときは解任されるものと

する。 

（会長等） 

第６条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員が互選する。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 審議会は会長がこれを招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、村長が定める機関において所掌する。 

（補則） 

第９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、村長が定める。 

附 則 

この条例は、平成14年４月１日から施行する。 



2018-2022川上村総合計画策定審議会 委員名簿

№ 氏名 役職など 備考

1 渡邉  光 川上村議会議長

2 山中 一範 川上村議会総務委員長

3 林   和夫 川上村農業委員会長

4 高見澤 文廣 川上村老人クラブ会長

5 林  和美 川上村連合婦人会長

6 小林 歩美 川上村若妻会副会長

7 由井 一志 川上村青年団長

8 林  央子 かわかみ保育園保護者会役員

9 田中 浩寿 川上第一小学校長

10 千葉 瑞穂 川上第二小学校PTA副会長

11 藤原  藍 川上中学校PTA副会長

12 井上 俊一 川上村民生児童委員協議会長

13 中嶋 維人 川上村商工会長

14 中島 永則 川上村消防団長

15 今井  好 川上村社会福祉協議会長

16 油井 郁恵 南佐久南部森林組合 専務理事

17 由井 秀 長野八ヶ岳農協 川上支所長

18 細川  康 長野県佐久地域振興局企画振興課長



川上村総合計画策定スケジュール 29.11.13

■

住民懇談会

■

発送 回収 集計作業

■

カテゴリー別

■ ■

準備会議 部会・素案作成開始

■ ■ ■

第1回委員会 第2回委員会 第3回委員会

■ ■ ■

第1回会議・諮問 第2回会議 第3回会議・答申

■

実施計画・主要事業ヒアリング 当初予算編成

パブコメ実施

■ ■ ■

設計説明 進捗説明 最終報告・発表

ニーズの抽出 骨子作成 骨子を元に内容の精査 まとめ、承認

H29年 H30年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

パブリック

コメント等

12月 1月 2月 3月

地域住民懇談会

村民アンケート

調査

村民

ワークショップ

計画策定部会など

（課長級未満）

計画策定委員会

（課長級以上）

計画策定審議会

（村民等）

H30年度

予算編成等

村議会

全体の流れ

（イメージ）

4月 5月 6月 2月 3月

H29年 H30年

8月 9月 10月 11月 12月 1月7月



川上村総合計画

川上村長

原案

総合計画策定部会【５部会】
（役場職員）

総合計画
策定委員会

（副村長、教育
長、課長級）

川上村議会

総合計画
策定審議会
（村民代表）

住民懇談会（５月１日実施）

住民アンケート（７月実施。対象９００名）

総合計画策定組織図

検討

承認

諮問

答申

意見・提案

説明

各部会関連
ワークショップ
（住民）

政策の
ブラッシュアップ



基本目標

基本計画

事業実施計画

基本目標

基本計画

計画期間における具体的な取組み

H30(2018)年度 H34(2022)年度

川上村総合計画の構成図

事業実施計画

川上村の将来像・５年後の目標設定

ローリング方式により毎年更新

川上村の将来像を描き、その将来
への目標を設定。基本計画の基礎
となるもの

基本目標を受けて目標達成のため
の基本施策を具体的に示した計画

基本計画で定めた施策を財政的な
裏付けをおこなった実施計画。
毎年11月に検証・評価⇒計画の修
正・実行を行なう。



  基本目標 （案）  

「悠久無限の農業立村を創る」（仮） 

 

 有史以来の文化を継承し、将来にわたり発展をつづける農村を維持していくためには、

時代の潮流を的確によみつつ、福祉（衣）、産業（食）生活基盤（住）等が自立し、自主

平等の精神のもと住民全員が主役となって活躍できる社会を築くことが必要です。 

 次の５年間は、多様化する住民ニーズを受け止める多様性のある「村」を築いていき

ます。 

 

① 安心して子を産み、生活できる環境をつくる 

人口減少により、川上村においても少子高齢化が進んでいる現状です。川上村の

住民福祉の根幹は、安心して村で子どもを産育て、生活を営み、住み慣れた地域

で最期を迎えられるような人生を支える体制の構築です。 

地域の支えあいの醸成と、必要なサービス・インフラ制度をバランスよく整備す

ることで住民が安心して生活できる環境の整備を加速していきます。 

 

② 持続可能な産業をつくる 

人口減少が進み、国内需要が長期的に縮小していく傾向が強まっています。これ

らの未来を見据え、農業基盤整備、労働力の確保対策、野菜の販売促進等を継続

的に進めるとともに、多品目化、海外マーケットの拡大、６次産業化の推進等に

より収益源を拡大、さらにＩｏＴの活用等による生産性の向上を模索していきま

す。また、地域住民の生活基盤である商工業についても振興をはかり、地域の雇

用拡大と住民の利便性向上を目指していきます。 

これらを通して、将来的にも足腰の強い産業構造を創っていきます。 

 

③ 生活基盤の整った村をつくる 

道路、住宅等の生活基盤は住民の生活の根幹をなすものです。他方で、経年劣化

による補修の必要性、災害対策の強化の必要性、住環境ニーズの多様化、人口減

少に伴う空き家の増加、公共交通維持の必要性等、生活基盤をめぐる情勢は日々

刻々と変化しています。 

村では将来の人口動態や住民ニーズを踏まえ、生活基盤を計画的に修繕、改廃、

新設等を実施することで安定した生活基盤の構築に引き続き取り組んでまいりま

す。 



2018-2022  川上村総合計画 体系図

第１ 子育て・健康・福祉 1 子育て支援・児童福祉

2 健康づくり

3 地域医療

4 高齢者福祉

5 障がい者（児）福祉

第２ 防災・防犯 1 消防・防災・減災

2 防犯・消費生活

3 交通安全

第３ インフラ・環境保護 1 道路・橋りょう

2 住宅

3 生活基盤

4 情報通信

5 公共交通

6 自然保護

7 廃棄物処理

第４ 産業・仕事 1 農業

2 林業

3 商工業

4 観光

5 就労・雇用

第５ 教育・文化・ライフスタイル 1 学校教育

2 社会教育（生涯学習・青少年健全育成）

3 公民館活動・生活改善

4 文化・芸術・スポーツ

5 共生社会

6 結婚支援

第６ 行財政運営 1 行財政

2 公共施設

3 広域連携・交流
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2018-2022 川上村総合計画（骨格） 
 

第１ 子育て・健康・福祉（仮称） 

１『子育て支援・児童福祉』 

【現状と課題】 

○出生数の減少・就学児童数の減少（小中学生 H25年度 365人⇒H29年度 275人） 

○子育て支援に関する情報の取得環境が不十分。 

○経済的支援を必要とする家庭も多い。実情に合った支援制度の検討が必要。 

○子育て支援センターを開所した（H28年度）。利用の促進を図るには、どうしたらよいか。 

【主な取組み】 

○子育てにおける相談体制の充実。相談会や各種イベントの開催。 

○ホームページや「カプリ」を活用した情報の配信。 

○子育て世代の交流・ネットワークづくり。子育て支援センターを開放し、世代間交流の場に活用する。 

○リフレッシュや緊急時等のための一時預かりサービスの充実。 

○子育てにおける経済的支援の充実。出産祝金、義務教育修了祝金、給食費無償などの検討。 

○障がい児に対する支援体制・理解の促進 

○児童虐待の防止。早期発見、早期対応のための相談体制等の強化。 

 

２『健康づくり』 

【現状と課題】 

○村内での集団健診を実施している。若年層の肥満が多い傾向にある。健診後の特定保健指導の対象

者が多く、対応が行き届いていない。 

○人間ドック受診者への助成を行っており受診者は増加傾向だが、さらなる受診の促進を図りたい。 

○農作業による腰痛・ひざ痛が増加している。 

○歯科に係る医療費が増加している。予防歯科についての意識高揚の対策をする必要がある。 

○がん検診の受診率が低い状態である。大腸がん検診・肺がん検診・乳がん検診等の受診率向上に取

り組む必要がある。 

○ヘルシーパーク構想に基づいて、保健・福祉・医療の強力な連携によるサービスの提供を実施してい

る。住民の意識や人口構造の変化などに応じた見直しが必要。 

【主な取組み】 

○健康診査・人間ドック助成を継続。ＰＲ活動を工夫し、受診率の向上を目指す。 

○若年層の肥満を解消するための事業を展開する。 

○腰痛・ひざ痛に関する学習会を開催する。 

○冬季の運動不足解消のためトレーニングルームの利用を促進する。 

○歯に対する正しい知識と意識の高揚、乳幼児からの予防歯科を実践する。 
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３『地域医療』 

【現状と課題】 

○村内の医療機関は 2 カ所のみ（川上村診療所と個人医院（整形））。川上村診療所では毎月 900 人の

受診があるが、個人医院の受診日の縮小により、診療所の役割が更に大きくなってきている。 

○診療所では、佐久地域内の医療機関とカルテ情報をインターネット上で共有し、連携を図っている。 

○川上村民は、生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂質異常症）の発症率が高い傾向にある。 

○診療所は、初期医療機関としての機能を整備し、緊急対応にあたっている。地域の第 3 次医療機関で

ある佐久医療センターまでは、車で 1時間以上かかるため、診療所では迅速な対応と搬送先医療機関

に引継ぐための更なる技術強化が必要。 

○診療所では佐久総合病院小海分院や川上村訪問看護ステーションと連携し、在宅医療を推進してい

る。医師不在の際もあり、患者情報を共有してスムーズな診療を行える体制を構築する必要がある。 

○川上村訪問看護ステーションは、年間約 100名の利用者がおり、24時間、365日切れ目のない緊急対

応を実施している。看護師の確保が難しい状況で、スタッフ一人一人の負担が大きくなってきている。 

【主な取組み】 

○人生を最後まで自宅で過ごせるよう、関連事業所や他の医療機関などと連携し、在宅医療の機能強化

に努める。 

○診療所では村民に気軽に受診してもらえるよう、設備環境や人づくりに力を入れる。 

○南佐久郡専門職人材バンクなどを活用して、看護師などの必要な専門職員を確保し、在宅医療の適

切なサービス実施を継続する。 

○健康づくり施策と連携した予防医療に取り組む。糖尿病患者への個別指導強化や、脳血管疾患、心

疾患、認知症の予防に努める。 

 

４『高齢者福祉』 

【現状と課題】 

○「おたっしゃクラブ」「おたしゃリハビリ」（体操や趣味活動、交流などの介護予防事業）の利用者が増加

しているが、利用者数に比して施設が手狭になってきている。一カ所でのサービス実施から、各地域に

出向いたサロン型サービスへの展開を図りたい。 

○老人クラブでは、花壇の花植えやゲートボール、マレットゴルフ大会などを実施しているが、8 地区のう

ち 2地区は休止状態で、組織の弱体化が進んでいる。 

○村内の介護保険サービス事業者は、川上村社会福祉協議会のみである。スタッフ不足が深刻で、既存

サービスの運営に影響が出ている。人材確保策が急務。 

○少子高齢化の影響により介護の担い手が減少しており、生活形態の変化等から家庭介護力も低下し

ている。一方で、独居や高齢者世帯が増加し、夏季・冬季の施設入所者や有料老人ホームを利用する

者、またショートステイの利用者が増加している。 

【主な取組み】 

○「おたっしゃクラブ」のさらなる活性化や、一般高齢者向けの新たな介護予防事業の開始により、健康

寿命を延ばす。 

○地域の支えあいを推進、専門職の関り強化や住民の共同による介護者の支援を行う。 
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○現行のサービスの見直しも含め新たな介護サービスの検討を行う。 

○高齢者・障がい者見守り付き住宅の整備を検討する。 

○専門職（社会福祉士・看護師・介護士）の確保及びスタッフ向け住宅の確保をする。 

○認知症初期支援チームの活動を開始させ、認知症への早期対応と地域への広報活動を行う。 

 

５『障がい者（児）福祉』 

【現状と課題】 

○地域活動支援センター事業（委託）を毎週火・木・土曜日に実施しており、参加者は 5 名ほど。創作活

動の場としては手狭である。活動に対する住民への周知が不足している。 

○福祉サービスを利用している者は事業所の相談支援専門員が相談を受けているが、サービス未利用

者は村の保健師が主にその役割を担っている。緊急・夜間等の対応が不十分である。 

○児童相談所や養護学校、教育委員会や子育て支援センター等との連携により、障がい児の教育環境

や体制の整備を図っているが、佐久圏域に就労移行支援事業所等が少なく、養護学校を卒業した後

の対応が十分な環境でない。 

○障がい児の親は、地域に障害福祉の社会資源が少ないことから、子どもの将来の生活に対して不安を

持っている。生涯を住み慣れた地域で暮らせるようなサービス環境や、居住環境の確保が必要である。 

○生活圏の拡大や医療機関の場所の問題などにより、障がい者の移動範囲も広域化しているが、移動

支援事業の適用範囲（現在は小海町、北杜市まで）が狭く、制度の見直しと拡充が必要である。 

【主な取組み】 

○地域活動支援センターの活動場所の拡充を行う。 

○障がい者の緊急時・夜間等の避難、入居施設の確保となる地域生活拠点の整備を行う。（佐久圏域） 

○児童発達支援センター及び障がい児のための保育所訪問支援体制の整備を行う。（佐久圏域） 

○移動支援事業の見直し、拡充を行う。 

○高齢者・障がい者見守り付き住宅の整備を検討する。 

○専門職（社会福祉士）の確保及びスタッフ向け住宅の確保をする。 

 

 

 

第２ 防災・防犯（仮称） 

１『消防・防災・減災』 

【現状と課題】 

○H29年度の消防団員数は 264名。年々減少している。 

○消防団は地域防災の中核定存在であり、地域防災コーディネーターとして期待されている。コミュニテ

ィの活性化にも役割を果たす。一人暮らし高齢者宅への防火訪問や、心肺蘇生法等の応急処置の指

導、防災訓練、各種防火防災啓発活動などを通じて災害に強い村づくりに、さらに取り組む必要がある。 

○武力攻撃などの有事の際には、自然災害を超える規模での住民の避難誘導が想定され、常備消防や

他の関係機関のみでは十分な対応が出来なくなる可能性がある。 
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○河川の随所が急な勾配になっており、水流による縦横の浸食力が非常に大きい。過去には台風や集

中豪雨によって河川の氾濫等の被害が発生している。川沿いの低地にある住宅もあり、被災しやすい

エリアもある。 

○太陽光発電施設や高電圧線等の増加や大規模化、また農業経営の拡大により、林野の乱伐跡の未

回復、危険物等の増加、森林地帯の荒廃により第二次災害の危険が高まっている。 

○「南海トラフ地震防災対策推進地域」及「首都直下地震緊急対策区域」に指定されている。防災対策の

強化に向けた取り組みが必要である。 

【主な取組み】 

○消防団員の長期的な確保のために、組織・運営等の見直しを行う。 

○消防団の装備に、情報通信機器、安全確保のための装置、救助活動用資機材等を加え、装備の拡充

を図る。 

○風水害に備えて円滑な災害応急対策が実施できるよう、あらかじめ住民の避難誘導体制、災害の未然

防止活動を行うための体制を整備する。 

○県、周辺市町村、関係機関等とを結ぶ情報収集・連絡体制の整備、その情報を伝達する通信手段の

整備、多ルート化等を進める。また、防災関連情報の収集蓄積、データベース化に努め、災害危険性

等について住民に周知する。 

○災害対策の拠点となる公共施設の安全確保、代替施設の確保等、災害時の防災中枢機能の向上を

図る。 

○災害発生後の避難、救助、物資輸送、諸施設の復旧など応急対策活動を実施するため、拠点ヘリポ

ート及び物資輸送拠点との交通確保を図る。 

○食料、生活必需品等の備蓄、供給体制の整備を行う。 

○移動系防災無線のデジタル化更新を行う。 

○総合防災訓練、消防訓練、災害救助訓練、通信訓練等を実施する。 

○観光客や外国人実習生などが分かりやすいように、避難経路標識の簡明化、多言語化を図る。 

○地区防災計画の作成、リーダー研修会、自主防災組織の資機材の整備を行う。 

 

２『防犯・消費生活』 

【現状と課題】 

○農機具・重機等の盗難や空き巣被害も発生している。住宅地から離れた農業用倉庫などは、目が届き

にくく、盗難の防止策に苦労している。 

○警察による定期的なパトロール、行政による青色防犯パトロールを実施している。農繁期は留守になる

時間が多く、空き巣の危険度が増す状況にある。 

○多種多様な詐欺被害が発生している。高齢者をターゲットにした訪問販売や、電子メールやはがきに

よる架空請求が増加しており、世代を問わず消費者としての正しい知識を身に付ける必要がある。詐欺

被害に対する相談体制や高齢者へのサポート体制が求められる。 

【主な取組み】 

○村内防犯カメラの増設について検討する。 

○青色防犯パトロールを引き続き実施し、犯罪の予防・抑制を図る。 

○防犯に対する地域住民間での連帯意識を醸成し、地域ぐるみでの防犯体制を強化する。 
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○高齢者の詐欺被害などを防止するため、民生児童委員、社会福祉協議会などと連携し、高齢者見守り

ネットワークを構築する。 

○消費生活センターや南佐久消費者の会からの情報を、村民に迅速に提供する。 

○消費生活に係る啓発活動を実施し、情報発信や広報を行う。 

 

３『交通安全』 

【現状と課題】 

○農作業車が絡む事故が増加している。 

○高齢者の交通事故が全国的に増加しており、村内でも増加傾向にある。 

○外国人農業実習生の人数が増加している（H29 年度 900 人）。自転車での危険な走行が見られるなど、

道路での安全が保たれていないことも多く、対応が必要である。 

○通学路の安全確保に問題がある個所がある。支障木で歩行者が見えない個所などがある。 

○川上村交通安全協会では、各地区のカーブミラーの清掃や、交通標識の点検などを行っている。佐久

警察署と連携して啓発活動を行っている。高齢者ドライバーや小中学生の交通安全意識の高揚のた

めに、さらに活動を進める必要がある。 

【主な取組み】 

○高齢者・小中学生・外国人農業実習生などへの交通安全教室を実施する。 

○佐久警察署や南佐久交通安全協会と連携し、交通事故防止啓発活動を実施する。 

○各地区の住民と協力し、交通危険個所の把握と解消に努める。また、交通標識の増設を図る。 

 

 

 

第３ インフラ・環境保護（仮称） 

１『道路・橋りょう』 

【現状と課題】 

○豪雨などにより道路・水路の破損が多くみられ、住民生活、農作業へ影響を及ぼしている。予算の範囲

内で順次整備・修繕工事などを進めるが、より住民ニーズに対応するため計画的な整備が必要とされ

る。また、主要道路に接続する橋りょうが被災した場合の備えが必要とされる。 

○農繁期の大型車両の交通量が増加しており、交通安全に対する不安の声が寄せられている。歩道の

整備やバイパス道路の整備などが求められている。 

○H29年度までに村内の全ての橋りょうの点検を実施したが、老朽化が進んでいる状態である。優先度を

整理して、計画的に修繕対応を進める必要がある。 

【主な取組み】 

○千曲川左岸道路建設を実施する。（H35年度開通へ向けて） 

○橋りょう長寿命化計画に基づいて順次修繕工事を進め、施設の長寿命化を図り、同時に安全を確保す

る。 

○集落内道路の維持修繕工事を進める。状況に応じて歩道の設置を行う。冬季には除融雪を徹底し、通
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行の安全性を確保する。 

○中部横断自動車道建設促進のため、要望活動を行い、平成３０年３月開通の佐久南 IC～佐久穂高原

ICから先の区間の早期開通を要望する。 

 

２『住宅』 

【現状と課題】 

○村内の村営住宅は、多くが老朽化による修繕が必要。他方、住宅需要のバランスやニーズを考慮し、

新設・統廃合を検討していく必要がある。 

○適切な維持管理がなされていない空き家が増加。倒壊や防犯上の危険が増していく可能性あり。 

○一般住宅の耐震補強は不十分。改修に必要な補助制度がない。また、改修等の必要性に関して広く

周知が必要。 

〇高齢者独居世帯が増加。見守り体制が必要。 

【主な取組み】 

○川上村公営住宅等長寿命化計画により計画的な住宅の維持管理を実施。 

〇原地区地域優良賃貸住宅（新婚住宅）建設（平成 30年度） 

〇空き家台帳を整備。適正な管理と有効利用を提案していく。 

〇耐震診断診断士派遣事業の周知・実施。耐震改修工事への助成制度創設。 

〇高齢者・障がい者見守り付き住宅の整備を検討する。 

 

３『生活基盤』 

【現状と課題】 

○公共下水道施設、農業集落排水施設の老朽化に伴う整備計画が必要。 

○公園遊具等の老朽化対策が必要。 

【主な取組み】 

○下水道未接続世帯の繋ぎこみを促進。 

〇下水道施設の適切な維持管理・計画的な施設機器の更新、機能強化 

〇健全な経営管理、使用料金請求方法等の見直し、収納率の向上 

〇安全な水を提供するための施設整備（クリプトスポリジウム対策） 

〇公園遊具の安全点検、維持修繕、危険な遊具の撤去 

 

４『情報通信』 

【現状と課題】 

○光ケーブル回線、防災行政無線構成機器の老朽化に伴う、適切な維持・管理、計画的機器の更新。 

○防災行政無線屋外拡声器の情報が伝わる範囲にバラつきがある。 

〇Wi-Fi 整備を実施したが、公共施設だけでなく、人が集まる観光地でも無料公衆 Wi-Fi の整備が求め

られている。 

〇ホームページ、カプリ等を活用した情報提供の充実が求められている。 
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〇市況速報の機器老朽化による情報更新の停滞。 

【主な取組み】 

○光ファイバー網、防災行政無線の適切な維持、管理及び更新を行う。 

〇災害に備えたデータ放送の導入検討。 

〇防災行政無線屋外拡声器の適正な設置検討。 

〇登山道入口などの無料公衆Wi-Fiの導入検討。 

〇有益情報を積極的にホームページ、カプリ等へ掲載 

〇スマートフォン、タブレット端末などに対応した技術の導入 

〇各分野の IoTの導入推進 

〇公民館のお知らせと広報誌掲載情報の整理、合理化 

 

５『公共交通』 

【現状と課題】 

○小海線ダイヤの影響で一部（山梨方面）の小海線と村営バスの接続が困難。通学等へ影響 

〇村営バスの利用者減少傾向、収支は赤字が続く。 

〇観光客や外国人実習生も村営バスを利用する機会が増加。 

〇人口減少（特に子供たちの減少）を見据え、適切な大きさのバスへと更新することが必要。 

【主な取組み】 

○JR東日本に対する運行改善の申し入れ。通学に便利な運航体制の検討。 

〇運航体制の効率化、ニーズに対応した車両更新。 

〇公共交通利用に関する広報の強化。 

〇多言語標記等による外国人利用の促進。 

〇高齢者、学生等への助成継続。乗車人数増加。 

〇信濃川上駅の利便性向上のため、臨時職員を継続配置。 

 

６『自然保護・景観』 

【現状と課題】 

○自然保護、経済・社会の発展を目指し、ユネスコエコパーク登録に向けて取り組む必要。 

〇外国資本からの水源地保護。 

〇公共施設での省エネ、自然エネルギー導入に関する社会的関心が高まっている。 

〇電気自動車の普及。 

【主な取組み】 

○自然と共生し、自然を活かしたうるおいのあるむらづくりを進める。 

〇水源地保全のための関係市町村との連携。 

〇甲武信ユネスコエコパーク登録に向けた取り組み加速。 

〇自然エネルギーの普及促進、また導入補助金の継続。 

〇公共施設への自然エネルギー設備の導入、LED電球への更新 

○公用車の低公害車・EV車両の導入検討 
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〇公共施設等での充電スタンドの設置。 

 

７『廃棄物処理』 

【現状と課題】 

○川上村クリーンセンターが著しく老朽化。佐久市の新クリーンセンター稼働までの間、計画的に必要最

低限の修繕、運営を行っていく必要。 

〇野焼き、不法投棄の報告が続いている。 

〇ごみの不分別が目立つ現状（特に夏場）。外国人実習生の理解が不足している。 

【主な取組み】 

○委託業者と連携し、32年度までの適正稼働を維持。 

〇佐久警察署との連携による監視カメラ設置、パトロールの強化 

〇ごみ分別カレンダーの多言語化等の情報提供の強化、夏場のゴミステーションの環境向上 

 

 

 

第４ 産業・仕事（仮称） 

１『農業』 

【現状と課題】 

○集出荷施設、農道、排水路等のインフラ老朽化、フロン規制強化による現施設の利用不可能化。 

〇鳥獣防止柵の老朽化 

〇販売時の表示が原則「長野県産」としてしか表示できない。川上村の産品拡大が必要。 

〇輸出事業が頭打ちになっている。品目、生産方法、輸送方法等の再検討が必要。 

〇過剰生産により、連作障害が起こりやすくなっている。市場価格が安定せず、農家間の不均衡が拡大。 

〇GAP推進に対する社会的要請が拡大している。 

〇将来的な人口減少を見据え、村外からの就農者を受け入れられる体制整備が必要なってきている。 

〇実習生への依存からトラブルも毎年発生している。実習生の雇用も不安定。 

〇畜産経営は減少。現在２戸のみ。 

【主な取組み】 

○農道、用排水路等の基盤整備について継続的・計画的に修繕、更新を行う。 

〇多面的機能支払交付金事業等を利用し破損した防護柵の修繕を行う。 

〇土壌診断の実施、連作障害に強い品種の検討を進める。緑肥、連作障害対策誘導品の作付け奨励。 

〇マルシェかわかみと協力し物産展などを実施。SNSを活用した PR事業も実施。 

〇GI制度の登録を推進 

〇海外輸出の積極的展開、新規需要の拡大。 

〇６次産業化を進めていくための補助制度を活用し加工場整備を支援 

〇野菜安定基金の継続、産地の多品目化を目指す。収入保険制度の周知、保険料の一部補助も実施、 

〇GAP導入を推進。 
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〇インターンシップ制度の拡大 

 

２『林業』 

【現状と課題】 

○林業従事者の減少、管理放棄林増加、ニホンジカの食害増加等が木材の安定供給に影響。 

〇森林の計画的更新が不十分。 

〇狩猟者が激減。後継者育成が急務。 

〇認証材活用の推進を図るため、普及活動や認証森林の適正管理が求められている。 

【主な取組み】 

○植栽・下刈り・間伐を計画的に実施していく。 

〇コンテナ苗の活用など、森林整備の低コスト化をすすめる。 

〇既存林道の改良、林道網整備を継続的に実施。 

〇森林税を活用し、森林整備の活性化を図る。 

〇村有施設における村（県）産材の積極的利用。 

〇認証材の販路開拓、PR等を推進。 

〇小学生だけでなく、乳幼児向けの木育事業を行う。 

〇景観保全、災害対策等の多面的機能を有する多様性のある森林づくりに努める。 

 

３『商工業』 

【現状と課題】 

○事業者の高齢化・後継者不足が進み、商店が減少、消費者の利便性が低下していくおそれ。 

〇経営規模が小さい商店・事業所が多く、村外への消費者流出が目立つ。 

〇将来的に空き店舗となる可能性が高い商店がある。 

〇高齢者等の買い物難民が増加するおそれ。 

〇加工向け特産品や技術が乏しく、他地域との差別化が難しい。 

【主な取組み】 

○アンテナショップ等を活用した情報発信を行い、他と差別化を図る。 

〇観光キャンペーンへの参加、スポーツ合宿の誘致等により村外からの利用客増加を図る。 

〇商工会が行う事業（経営指導、講習会開催）に助成。 

〇新規事業の創出、商品開発、買い物難民に対応した販売サービスなどを行う事業者に事業展開を支

援 

〇空き家・空き店舗の把握、事後の活用への仕組みづくり。 

 

４『観光』 

【現状と課題】 

○観光施設の老朽化が進む。 

〇観光資源を活かした観光形態でありかつ日帰りのトレッキング客等が多く、マネタイズ（収益化）できて
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いない。 

〇村の観光資源活用が有効活用されていない。住民が気付いていない場合もある。 

〇近隣両村と観光客の取り合いが起きている可能性がある。 

【主な取組み】 

○観光客のニーズ・時流に合わせた整備を行い、観光拠点としての機能を強化する。 

〇新たな観光資源・特産品の発掘、体験型・滞在型観光プランの提案等収益化につながる取組を推進。 

〇観光協会事業への参加住民の募集、SNSによる情報発信、観光マップ製作による効果的 PRの展開。 

〇マルシェかわかみの観光拠点化推進。 

〇観光ガイド・インストラクター育成の検討。 

〇広域観光の可能性模索。 

○レタ助を活用した PRの展開 

 

５『就労・雇用』 

【現状と課題】 

○移住・帰村希望者の就労の場がない。 

〇農業以外に産業が少なく、冬季間の産業がほとんどない。 

〇農業は身体的な負担が大きく、仕事と家庭の両立が困難。 

【主な取組み】 

○新規事業創業等支援の取組を推進し、人材を育成する。 

〇村関係の雇用募集も広く周知する。 

〇村への就労に関して住宅確保ができるよう整備していく。 

〇有資格者の雇用については、近隣町村の状況も勘案し条件を決定、安定した人材確保につとめる。 

 

 

 

第５ 教育・文化・ライフスタイル（仮称） 

１『学校教育』 

【現状と課題】 

○児童・生徒数が減少。これにより教員数も減少、専科教員の配置が困難になってきている。教科によっ

ては多様な発言を引き出しにくく、授業展開に制約が生じる。また男女比の偏りにより、グループ学習、

体育科、音楽科の授業に制約が生じる。また団体競技の部活動運営も困難となっている。 

〇学校関連施設設備が老朽化。他方、児童数減少により、小学校統合を含めたあり方の検討の中で計

画的に整備をすすめる必要がある。 

〇ICT利用の授業推進のための機器整備。 

〇児童生徒、保護者等の障がいへの理解を深めるとともに、教育環境の整備が求められている。 

〇コミュニティスクール推進のため、地域の方々の参加・協力を増やす必要。そのために誰でも参加でき

る体制整備が求められている。 
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〇登下校中の見守りを行う見守り隊員が不足。 

〇奨学金制度への周知を徹底する必要がある。 

【主な取組み】 

○統合を含めた今後の小学校のあり方について検討していく。 

〇部活動等南牧中学校等と合同での活動を検討していく。 

〇学校関連施設については、計画的に施設設備の修繕をはかっていく。 

〇ICT活用した学習環境の提供を進める。教員の効率的利用を促す研修を行う。 

〇法政大学のまちづくりチャレンジ入試制度を今後も活用し、将来の村づくりを担う人材の育成に取り組

む。 

〇講演会、研究会等をとおして特別支援教育への理解を深める。また、特別教育支援員の増員、特別支

援教育就学奨励費を検討。 

〇学業支援ボランティアを幅広く募集、学校運営に参加していただけるよう呼びかける。 

 

２『社会教育（生涯学習・青少年健全育成）』 

【現状と課題】 

○図書に関して利用者のニーズも多様化している。 

〇生涯学習教室は、男性の参加が少ない傾向が続いている。 

〇中央公民館関連施設の老朽化が進んでいる。修繕が必要な部分がある。 

○インターネットを利用した犯罪が増加、SNSによるトラブルも全国的に増加。 

〇児童数減少により、団体競技の運営が難しく、またニーズの多様化により、従来までの球技大会等の

運営が難しくなってきている。 

〇青少年健全育成に関する地域、家庭との連携が弱くなってきている。 

【主な取組み】 

○利用者のニーズに合わせた図書等の入れ替えを行い、内容に充実を図る。 

〇利用者を増やし、読書の機会が広がるよう、新刊案内やイベントを開催する。 

〇生涯学習教室の内容充実を図る。男性向けの教室も検討していく。 

〇施設（中央公民館）の計画的改修を行い、長寿命化を図る。 

○学校・地域・家庭と協力し、青少年の非行、犯罪防止に取り組んでいく。ネットトラブルに関しても広報、

講演会等で啓発を図っていく。 

〇学校外で行われる文化・スポーツ等の活動を支援。少年少女球技大会、柔道・剣道教室も開催してい

く。 

 

 

３『公民館活動・生活改善』 

【現状と課題】 

〇人口減少、参加意欲低下等により公民館活動の参加者が減少。 

〇公民館関連施設（分館）の老朽化が進んでいる。修繕が必要な部分がある。避難所としての機能は不

十分。 
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〇生活改善の取り決め事項について徹底が図られていない。 

〇若妻会・婦人会の会員が減少し、活動が減ってきている。 

【主な取組み】 

○各分館が行う改修工事等に補助金を交付。 

〇各分館の活動を支援。公民館活動も住民同士の交流が拡大するよう、住民の意見を聞きながら行事を

企画。 

〇生活改善のあり方検討を続ける。改善意識の啓発を継続。 

 

４『文化・芸術・スポーツ』 

【現状と課題】 

〇体育施設の老朽化がみられる。多様化した村民ニーズに沿った施設整備が求められている。 

〇サッカー、スケート等競技人口が頭打ちになっている。 

〇各種スポーツ大会を開催しているが、気軽に住民が参加できるよう大会運営等に工夫が求められてい

る。 

〇児童数減少により、スポーツチームの編成が困難となっている。指導者も不足しており、確保・育成が

求められている。 

〇芸術については、団体として活動から、個人での活動が増え、ニーズも多様化している。 

〇文化センター等も様々な住民に使いやすくなるよう改修が必要。 

〇文化財の価値を知り、保存し、学習などで活用する機会が必要。 

〇無形文化財の担い手が不足している。 

【主な取組み】 

○様々なスポーツに対応できるよう設備・備品の充実を図る。 

〇自主的なスポーツ活動への助成、スポーツ団体への支援、競技人口増加、団体強化を図る。 

〇住民が新たなにスポーツ団体を作る際には、指導者の確保や広報活動等の支援を行う。 

〇大会等の運営方法を見直し、参加者の増加を図る。 

〇公民館との連携により、発表の場を拡大するなど文化芸術活動への支援を充実させる。 

〇多様な活動を支援できるよう、文化センター設備の充実を図る。 

〇文化財の保存計画を作成、保存と活用を図る。 

〇村内の文化財調査に関する成果を住民へ周知していく。 

〇道祖神行事等の伝統文化・無形文化財の担い手への支援を検討していく。 

 

５『共生社会（人権尊重）』 

【現状と課題】 

○村民の人権に対する関心は高いものの、問題意識が漠然としている。 

〇役場内の人権担当の係が分かれており、製作の意図や内容の統一ができない。また相談窓口が複数

あり、煩雑化している。 

〇児童虐待、DVに対する支援制度が不透明。 

〇外国人実習生に対しても言語や文化の違いを認識し、互いに尊重し合う人権意識を養うことが必要。 
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〇村の意思決定機関の構成員はほぼ男性。女性目線での意見・価値観が認められにくい状況。 

〇育児・介護が女性の役割となっている。女性の家庭外での活動が制限されている。 

〇男性の育児参加がまだ限定的。 

【主な取組み】 

○人権問題に関する窓口の一本化 

〇専門家による講演等により、人権に対する意識啓発を図る。 

〇男女共同参画計画を策定。女性登用も進める。 

〇女性の社会参画に関する各種団体への支援を強化。 

〇子育て支援センターを中心とした家事・子育てに対する柔軟なサポート体制を構築。 

〇個人が様々な活動できる環境づくり。 

 

６『結婚支援』 

【現状と課題】 

〇２０～４０代の男性非婚率は 50％（40歳代でも 30％まで上昇） 

〇農期の延長により、出会いの場が少なくなってきている。 

〇女性参加者が少ない。川上村や農業に対してのイメージアップが必要。 

【主な取組み】 

○民間企業と連携した婚活イベント（年４回） 

〇婚活に関する長期計画を策定 

〇インターネットを活用した女性参加者の通年募集。 

〇結婚相談員の増員。役場内での専門部署の立ち上げ。 

 

 

 

第７ 行財政運営（仮称） 

１『行財政』 

【現状と課題】 

〇地方分権が進展。職員に専門的知識の習得が強く求められている。 

〇時代のニーズに合わせた行政機構改革が求められている。 

〇職員の昇給・昇格に人事評価制度の活動が求められている 

〇マイナンバー制度の普及に伴い個人情報の適正管理の徹底が求められている。 

〇住民ニーズが施策に反映されていない。 

〇財源に限りがある中、大型事業も計画中。今後社会保障費の増加、公共施設の維持管理費用が財政

を圧迫する恐れ。 

〇財政指数全般は良好なものの、財政力が国に依存し低い指数。住民ニーズに応じたバランスの見極

めが必要。 

【主な取組み】 
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〇住民ニーズに応じた利便性の高い窓口サービスの提供。 

〇柔軟かつ機動的な組織づくり。 

〇懇談会等住民意見を聞く場を積極的に実施。意見の施策への反映を推進。 

〇広報活動を積極的に行い、行政除法の発信に努める。 

〇人事評価に基づいた職員体制・配置。 

〇職員の、官民への派遣・研修を拡大。 

〇職員提案制度等により、職員の能力開発・意識改革を図る。 

〇親しみやすい役場を目指す。 

〇将来をみとおし、健全な財政力指標を維持できる財政運営。 

〇職員全体で財政健全化意識を持つ。 

〇財政状況の住民への周知・公表。 

 

２『公共施設』 

【現状と課題】 

〇防災に対する意識が高まる中、庁舎等防災拠点としての機能が不足している部分あり。 

〇省エネ化、バリアフリー化等住民が使いやすい施設なるよう検討していく必要がある。 

〇人口減少傾向を念頭に、住民の利用形態にあった施設の統廃合検討していく。 

〇公民館等の公共施設の長寿命化が課題。 

【主な取組み】 

○各施設の耐震化、備蓄品の貯蔵、避難施設としての機能充実。公共施設へWi-Fi整備促進。 

〇新規施設では自然エネルギーの活用、省エネ化等を行う。 

 

３『広域連携・交流』 

【現状と課題】 

〇広域単位で運営する施設等については、施設までの距離、利便性が課題。 

〇豪雨災害、大規模地震に備える体制構築が求められている。 

〇佐久地域の参加市町村の連携が、実行ある取組に結び付く必要がある。 

〇外部からの観光客等の増加傾向を踏まえ、情報発信の強化や道路等の案内版の整備が必要。 

〇行政レベルでの交流（ただし一年に一回のサミットのみ）は拡大、民間レベルの交流を維持・拡大して

いくことは望まれる。 

〇災害協定は、具体的な支援内容・体制等を想定しておく必要がある。 

〇学術分野の連携・協力にあたっては、調査研究・専門知見等を政策展開に反映させることが望まれる。 

〇ワトソンビル市との交流等継続的な交流活動の推進体制を維持していく必要がある。 

【主な取組み】 

○地区広域連合等に参加、広域連携した地域づくりを推進。広域的に課題の調査を進める。 

〇佐久地域全体が利用可能なごみ処理施設の整備を推進。広域施設の計画提案については当村の利

便性を考慮した提案を行う。 

〇佐久地域定住自立圏全体の生活機能やネットワークを強化する。 
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〇友好都市主催イベントへの出店、アンテナショップをとおした特産品の PR。 

〇友好市町村等と連携し、民間レベルの交流事業（若者男女交流、スポーツ交流等）を発展させていく。 

〇ワトソンビル市との交流について、30周年の節目を迎え、新たな交流の形を検討。 

〇災害時の相互応援協定に関する行動計画の整備を行う。 

〇甲武信ユネスコエコパーク登録を目指す。 


