
  基本目標  

「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章 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章 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章 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・情報提供

5 公共交通

6 自然保護

7 廃棄物処理

第４章 産業・仕事 1 農業

2 林業

3 商工業

4 観光

5 就労・雇用

第５章 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（人権尊重・男女共同参画）

6 結婚支援

第６章 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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１．子育て支援・児童福祉 
項目 現    状 課    題 

少子化 ・出生数が減少し、少子化が進行していま

す。平成 25年度には 365人いた就学児

童数（小中学生）は、平成 29 年度まで

に90人減少して275人となっています。 

・子育てにおける不安を軽減し、安心し

て子供を産み、育てられる環境や支援

体制の整備が必要です。 

・男性の育児参加等や地域で子育て世帯

を支える意識啓もうが必要です。 

保 育 所

等 

・平成28年度に「かわかみ保育園」（統合

保育所）を整備し、また、川上村子育て

支援センターを併設させて運営を開始

しています。相談会や教室等を開催し、

妊産婦支援や子育て世代間の交流を図

っています。 

・リフレッシュや緊急時に気軽に子供を

一時的に預けられる体制が必要とさ

れています。 

相 談 体

制・情報

発信 

・子育てに係る手続きや保健のこと、けが

や病気時の対応方法などを記載した子

育て応援 BOOK を、お子さんが生まれた

家庭へ配布しています。 

・子育て応援・生活情報アプリ「カプリ※」

を利用し、子育て支援に関する事業など

情報を配信しています。 

・赤ちゃんの健やかな成長とそのご家庭

を応援するため、保健師による訪問や検

診、助産師等による育児相談を行ってい

ます。 

・子育て支援に係る事業の情報が十分に

行き届いていないため、住民の方が必

要とする情報を取得しやすい環境の

整備が必要です。 

放 課 後

児 童 ク

ラブ 

・保護者の就労等の都合により、昼間家庭

にいない小学生の子どもたちに対し、家

庭に代わる適切な生活の場を提供する

ために、上地区、下地区それぞれ一カ所

で、放課後児童クラブを実施していま

す。 

・放課後児童クラブに従事するスタッフ

の不足や、場所の確保が課題となって

います。ニーズに対応するために、さ

らに内容の充実が求められています。 

医 療 費

助成 

・子どもたちに十分な医療が提供される

よう、生後から高校生までの医療費の自

己負担分の一部を助成しています。（福

祉医療費） 

・子育てにおいて、経済的な支援を必要

とする家庭も多くあり、実情に合った

支援制度の検討が必要です。 

 

 

主な取り組み 

〇 少子化対策 

・子どもを安心して産み、育てられる環境を整備するため、子育ての悩みや不安を軽減する体制

づくりや、地域での女性活躍に対する理解の促進と支援、男性の育児参加に関する意識啓もう

に努めます。 
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○子育てにおける相談体制の充実 

・子育て支援員による家庭における子育ての悩み相談や子育てに関する助言、指導に役立てるた

め、相談会の開催や各種イベントを開催します。 

・村ホームページに子育て支援に係る事業案内や児童手当などの情報等を掲載し、制度の理解促

進や、制度を活用しやすい環境を整えます。また、川上村子育て・生活情報アプリ「カプリ」を

積極的に活用し、情報を入手しやすい環境づくりに努めます。 

〇 子育て世代の交流・ネットワークづくり 

・世代間交流として、地域の女性たちが講師となり活動するイベントを開催します。また、子育

て家庭や子育てサークルが気軽に集える場として子育て支援センターを開放します。 

〇 保育サービス等の充実 

・保育所の利用者の意見等を的確に把握し、ニーズに沿った質の高い保育サービスを実施します。 

・リフレッシュや緊急時等における一時預かりサービスとして、ファミリーサポートセンターな

ど、会員同士の相互援助組織による体制づくりを検討します。 

・放課後児童クラブを引き続き実施します。期間や時間の見直しなど、ニーズに対応する運営に

努めます。 

〇 障がい児に対する支援体制・理解 

・障がいや発達に遅れのある児童に対し、状況に応じて適切な育成を図れるよう、関係機関との

連携を密に、切れ目ない支援に取り組みます。 

〇 児童虐待の防止 

・早期発見・早期対応のため、相談体制の強化及び通報時における関係機関との早急な連携を図

るべく整備に努めます。 

 

用語解説 

・ ファミリーサポートセンター 

子育ての手助けをしてほしい人、子育ての手助けができる人が会員登録をし、子育ての相互

援助活動を行うことにより、安心してゆとりある子育てができる環境づくりを目指す組織。 

例：買い物等による外出や緊急時の一時預かりなど 

 

関連する計画 ・川上村子ども・子育て支援事業計画 
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２．健康づくり 
項目 現    状 課    題 

村民の健

康 

・若い世代から肥満、高血糖・脂質異常・

高血圧が多く発生しています。 

・農作業などが原因で、腰痛やひざ痛に

悩む村民が増えています。 

・過酷な労働環境と不安定な経済環境な

どの原因により、うつ病などの精神疾

患が増加傾向にあります。 

・外食への依存、栄養過多の食生活、冬

の運動不足などが疾病の発症リスク

を上げています。若いころからの肥満

の増加により、身体のうちの部分と容

貌の部分に課題を感じる村民も多く

なってきており、食事や運動など生活

習慣の改善を進めていく必要があり

ます。 

・若年層での腰痛・ひざ痛の疾病が多い

傾向にあり、農作業時の身体の使い

方、ストレッチ、体力づくりなどの対

策が必要です。 

歯の健康 ・集団健診時のアンケートでは、若者の

歯科保健に関する意識が不足してい

ることが、分かっています。また、中

高年の歯の脱落が県平均と比較して

多い傾向にあります。 

・予防歯科対策として、１歳からのフッ

化物塗布、保育園児から中学３年まで

のフッ化物洗口を実施しています。 

・歯科に係る医療費が増加傾向で、これ

らが村の年間医療費を上昇させる一

因となっています。 

・全世代の予防歯科についての意識の高

揚と対策に取り組んでいく必要があ

ります。 

健康診査

の受診 

・村内実施の集団健診を消防団健診、一

般及び特定健診、おたっしゃ健診に区

別し、受診場所や送迎等受診のための

交通の確保など、受診率の向上に取り

組んでいます。これにより、特に若い

世代の受診率が上がっています。 

・個別健診では、５歳刻みの特定年齢を

設けて助成を行っており、40、45歳の

人間ドック受診が以前より増えてい

ます。 

・村民の健康づくりのため、受診率をさ

らに上げていく必要があります。 

・大腸がん肺がんの受診率の向上、女性

では乳がん子宮がん健診の向上に取

り組んでいく必要があります。 

・各種ガン検診の受診率は20％程度であ

り、国の目標の50％を大きく下回って

います。 

健康相談

の体制充

実 

・集団健診後の健康相談、集荷場での健

康相談も回数と場所を増やし、相談し

やすい環境の確保に努めています。 

・自殺予防対策としてカウンセリング・

専門医師による相談を実施していま

す。 

・健診後の特定保健指導の対象者が多

く、対応不十分な状況が続いていま

す。 

・特定保健指導対象者が健康相談や指導

を受けやすくなるよう体制を改善す

る必要があります。 

予防医療 ・生活習慣病の予防、重症化への対策と

して、村保健師と川上村診療所との定

期会議を行っています。 

・生活習慣病患者が受診を中断して重症

化し、結果として医療費が高騰するケ

ースが増えています。自分の体を知

り、いつまでも元気でやりたいことが

できるよう、予防医療の必要性を周知
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していく必要があります。 

ヘルシー

パーク構

想 

・ヘルシーパークかわかみを拠点とし

て、保健・福祉・地域医療が密接に連

携した、一体的な施策の展開、事業・

サービスの提供を実施しています。 

・ヘルシーパーク構想の創設から四半世

紀が経過し、人口構造や社会状況が移

り変わり、住民の意識や健康状況に変

化が起きています。時代の変遷に合わ

せた、ヘルシーパーク構想の進化が求

められています。 

 

 

主な取り組み 

○検診受診率の向上 

・ヘルススクリーニング、人間ドック、各種ガン検診の受診に対する助成を継続し、村民にとっ

て受けやすい健診となるよう受診方法を工夫し、受診率の向上を目指します。 

○健康増進・予防医療 

・保健補導員会およびＯＢ会、食生活改善推進協議会の活動を支援するとともに、公民館の各種

団体等を核として村民に対する川上村健康スローガンの周知と実践、健康知識の普及を図りま

す。 

・若者の肥満を解消するため民間企業と連携を図りながら、運動指導・食事指導などの事業を効

率的に進めます。また、事業参加者の意見、経験やノウハウを活用し、村民が気軽に参加でき

るような仕組み、村民に長く定着するような仕組みを検討していきます。 

・各種運動教室等の開催や、トレーニングルームを有効活用した事業を実践し、腰痛・ひざ痛の

予防に取り組んでいきます。 

・冬の運動不足解消と健康づくりのため、運動指導士による筋力アップ教室・ストレッチ教室を

開催し、トレーニングルームの利用の推進を図り、利用者の増加を目指します。 

・生活習慣病の重症化を防ぐために、患者が治療・受診を中断しないよう、医療機関と連携しな

がら、受信者への働きかけを行っていきます。 

○心の健康づくり 

・心身の健康づくり、自殺予防対策として、ゲートキーパー研修の開催、精神保健福祉相談やカ

ウンセラー相談、個別訪問などを実施し、精神保健の充実を図ります。 

○歯の健康づくり 

・乳幼児から中学3年生までの予防歯科事業を継続します。また、妊婦歯科健診及び中高年者を

対象とした歯周疾患健診に対する助成制度を開始します。加えて全世代へ健診や教室開催から

歯に対する正しい知識の普及と意識の高揚を図り、予防歯科を実践していきます。 

○ヘルシーパーク構想の進化 

・保健・福祉・地域医療の各部署や専門職が強力に連携し、村民の生涯を通じた効率的なマネジ

メントを実施します。社会状況の変化や疾病・健康状況のトレンドなどを分析しながら、必要

に応じてヘルシーパーク構想の見直しを行い、進化させていきます。 
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３．地域医療 
項目 現    状 課    題 

診療所の

運営 

 

・村内には、３つの医療機関（川上村診

療所・個人医院（整形外科・歯科））が

あります。限られた医療資源のなかで

地域の初期医療を担う機関として川

上村診療所は、佐久総合病院からの医

師派遣を受けて運営されており、毎月

延べ1000人程度の方が受診してます。 

・佐久総合病院と連携し、インターネッ

ト回線を利用した患者のカルテ等の

情報共有を行うシステムを構築して

います。これにより、スムーズな診療

及び引き継ぎを図っています。 

・胃カメラ健診、各種予防接種の推奨な

ど、住民ニーズに添った予防医療に重

点を置いた事業展開に努めています。 

・平成 27 年度から禁煙外来を開始して

います。 

・村内の整形外科医院の受診日の縮小に

より、川上村診療所が地域で担う役割

は、更に重要・複雑になっています。 

 

・川上村の住民は、高血圧、糖尿病、脂

質異常症などの生活習慣病の有病率

が高い傾向にあります。今後、脳血管

疾患、心疾患、認知症の予防に取り組

んでいく必要があります。 

救急患者

の対応 

・川上村診療所では、緊急患者に対応す

るための医療物品を整備し、初期医療

機関として緊急対応にあたっていま

す。 

・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

ります。村内で迅速な初期対応を行

い、搬送先の医療機関に引き継ぐため

の更なる技術強化が必要です。 

在宅医療 ・川上村診療所は、機能強化型在宅療養

支援診療所となり、佐久総合病院小海

分院や川上村訪問看護ステーション

と連携して、在宅医療に取り組んでい

ます。現在、約 60名の在宅登録患者が

あり、訪問診察を行っています。 

・ヘルシーパークでは、医療、介護サー

ビス関係者が毎日ミーティングを行

い、リアルタイムで情報を共有して、

質の高いサービスの提供に努めてい

ます。 

・医師不在時には、他の医療機関の医師

に対応を依頼している為、患者情報の

共有がスムーズに行える体制が必要

です。 

訪問看護

ステーシ

ョン 

・約100名の方が訪問看護の利用登録を

されており、24時間365日切れ目のない

緊急対応をしています。 

・看護師が不足している状況で、スタッ

フ一人一人の負担も大きくなってき

ています。現状の緊急体制を維持し、

適切なサービスを提供す為にも、早急

な人員確保が必要です。 

 

主な取り組み 
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○診療所の機能強化 

・村民が気軽に受診や相談が行えるよう、設備環境の充実や、応対・サービスの質の向上に努め

ます。 

・村民の声に耳を傾けたセルフケア支援及びケースマネージメント看護技術を提供していきま

す。 

○在宅医療・予防医療の推進 

・村民が人生の最後まで住み慣れた自宅で過ごせるよう、引き続き関連事業所や、他の医療機関

と連携して在宅医療の機能強化に努めます。 

・健康づくり施策と連携した予防医療に取り組みます。特に糖尿病患者への個別指導を強化し、

脳血管疾患、心疾患、認知症の予防に努めます。また、学校や保育所などでの感染症の流行を

防ぐために、予防活動に取り組みます。 

○人材の確保・育成 

・南佐久郡専門職人材バンクや人材確保プロジェクトを活用して、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します。 

・佐久総合病院と連携し、引き続き医師の確保を行います。また、山村での医療現場の研修の場

として、将来の地域医療を担う医師・看護師等の育成貢献に努めていきます。 

 

 

添付資料 

 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

訪問診察延べ件数 ３８８件 ４３５件 ４４８件 ４５９件 

訪問看護延べ件数 ２，３８１件 ２，１８９件 ２，０７９件 ２，２６６件 

自宅死亡率 ３６．４％ ２８．６％ ２１．６％ ３５．１％ 

全国自宅死亡率順位 

（全国市町村数） 

 １８位 

（１７４１） 

３４位 

（１７４１） 

６位 

（１７４１） 

※自宅死亡率（厚生労働省データ） 

 

用語の解説：機能強化型在宅療養支援診療所 

・訪問診察を行うのは、在宅療養支援診療所という届け出をしている医療機関で、訪問診察

に従事する常勤医師が３名以上おり、３６５日×２４時間、連絡がつく体制になっています。 

  

主な事業の実施予定   事業内容 実施予定年度 

・医療画像診断支援システム更新 平成30年度（2018年度） 

・レントゲン装置更新 平成31年度（2019年度） 
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４．高齢者福祉 
項目 現    状 課    題 

生きがい・

介護予防 

・当村の地域性を考慮し、国の推奨する

サロン作りの前に介護予防の拠点づ

くりとして、「おたっしゃクラブ」を平

成 27 年 4 月に開所しました。現在は

活動が活性化し利用者が増加してい

ます。また他地域に比べ男性利用者が

多いのが特徴です。 

・各地区の老人クラブでは、花壇の整備

やゲートボール、マレットゴルフ大会

などの活動を行ってます。年々会員が

減少しており、８地区のうち２地区の

老人クラブは休止状態で、全体の活動

も縮小傾向にあります。 

・高齢者の独り暮らしや、高齢者のみの

世帯が増加しています。高齢化率の上

昇に伴い認知症患者も増え、介護保険

の認定申請理由の第３位にもなって

います。 

・おたっしゃクラブは今後利用者の増加

が見込まれ、現在の施設の広さでは、

受け入れが難しくなります。今後は事

業の役割の見直しが必要になります。 

・一般高齢者向けの介護予防事業が少な

い状況です。支援が必要となる前の段

階から、予防事業や生きがいづくりな

どの取り組みを進める必要がありま

す。 

・老人クラブの会員が減少し、組織の弱

体化が進んでいます。高齢者の地域活

動の活性化を図るために、組織の在り

方を検討する必要があります。 

 

・認知症高齢者に対する支援の拡充や理

解の促進など、地域での暮らしを支え

る体制づくりが求められています。 

介護保険

サービス 

・平成 29年度（12月）の介護保険認定

者数は 220人、出現率は17.0％となっ

ています。 

・川上村社会福祉協議会が、村内唯一の

介護保険サービス事業者であり、限ら

れた人員の中で、デイサービス、訪問

介護サービスを提供しています。 

・平成 29 年 4 月からは、介護予防日常

生活支援総合事業を開始し、サービス

の多様化を図っています。 

・介護現場でのスタッフ不足が深刻な問

題となっており、既存の介護サービス

の運営に支障が出てきてます。サービ

スを継続していくには、人材の確保策

が急務となっています。 

・介護予防や日常生活の自立に向けたサ

ービスを総合的に提供するためには、

今後さらなる総合事業の周知が必要

となります。 

在宅福祉・

介護支援 

・独り暮らしなどの増加に伴って高齢者

を支えるキーパーソンが村内や近隣

にいないケースも増えてきており、農

繁期や冬季の施設入所者や有料老人

ホームを利用する方、またショートス

テイの利用者が増加しています。 

・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ます。 

・村では、在宅サービスを推奨していま

すが、従来通りの支援だけでは、在宅

生活を維持することが困難な家庭が

増えてきています。新たな在宅支援サ

ービスの取り組みが必要になります。 

 

人材確保 ・多様なサービスの充足に向けて、専門

職とともに、新たな介護の担い手とし

て平成 28 年 4 月より地域住民から募

集した生活・介護支援サポーターを養

・サービスの質の向上、拡充のためには、

専門職の確保と生活・介護支援サポー

ターの増員、スキルアップが必要で

す。 
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成し、サービスを提供しています。 

ヘルシー

パーク構

想 

・ヘルシーパークかわかみを拠点とし

て、保健・福祉・地域医療が密接に連

携した、一体的な施策の展開、事業・

サービスの提供を実施しています。 

・ヘルシーパーク構想の創設から四半世

紀が経過し、人口構造や社会状況が移

り変わり、住民の意識や福祉のニーズ

に変化が起きています。時代の変遷に

合わせた、ヘルシーパーク構想の進化

が求められています。 

 

主な取り組み 

○健康寿命を延ばす 

・高齢者の生きがいづくり活動を支援し、趣味活動、交流事業、地域貢献活動のさらなる充実

を図ります。 

・おたっしゃクラブを拠点とした住民参加型サロンの地域展開を図ります。老人クラブ活動の支

援をとおし可能な地区からのサロンの立ち上げを目指していきます。 

・生活・介護予防支援サポーターが主体となり、一般高齢者向けの新たな介護予防事業を開始

します。支援が必要となる前の段階からの取り組みを進め、村民の健康寿命を延ばします。 

○地域の支え合い 

・高齢者本人の希望を尊重しながら、地域住民と共同し、最後まで住み馴れた地域で暮らせる

地域を目指します。 

・専門職の関り強化や住民の共同による介護者の支援、地域づくりの中心となる住民や、生活

支援コーディネーターと一緒に地域の支え合いを推進していきます。 

・地域住民の交流の場の確保や、医療・福祉が連携して高齢者等が安心して暮らせる住宅を整

備します。 

○福祉・介護サービスの人材確保、資質の向上 

・村内の社会資源を有効に活用し、既存の事業・サービスの見直しも含め、新たな介護サービ

スの検討を行います。 

・介護サービス等に従事するスタッフの資格取得、研修会参加を推奨、支援していきます。 

・村内外から人材を募集して社会福祉士・看護師・介護福祉士などの専門職を確保し、適切な

サービスの提供に努めます。また、奨学金制度の導入や介護スタッフ向けの住宅を確保し、

介護現場へ就労しやすい環境の整備を進めます。 

○認知症への対応 

・H30年度より認知症初期支援チームの活動を開始し、認知症への早期対応や地域への広報活動

を行います。 

・認知症サポーターの要請をさらに進め、家庭介護者への支援や認知症に対する地域の理解を

深め、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを目指します。 

○ヘルシーパーク構想の進化 

・保健・福祉・地域医療の各部署や専門職が強力に連携し、村民の生涯を通じた効率的なマネ

ジメントを実施します。社会状況の変化や高齢化社会の進展に合わせて、必要に応じてヘル

シーパーク構想の見直しを行い、進化させていきます。 

 

 

関連する計画 ・川上村高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画・ 

主な事業の実施予定   事業内容 実施予定年度 

・高齢者・障がい者等見守り付き住宅の建設 平成31年度（2019年度） 



第 1章 子育て・健康・福祉 

9 

 

５．障がい者（児）福祉 
項目 現    状 課    題 

地域活動

支援セン

ター 

・地域活動支援センター事業を NPO法人

すみれ会に委託し、毎週火・木・土曜

日にヘルシーパークで実施していま

す。利用者は５名ほどです。 

・通所の声掛けを積極的に実施していま

すが、今後利用者が増加した場合に

は、創作活動の場としては場所が狭く

なってきている状況です。また、地域

住民への周知や理解が不十分です。障

がいについての住民理解を含めて、さ

らに広報、交流していくことが求めら

れています。 

相談支援

体制 

・福祉サービスを利用している方は、各

サービス事業所の相談支援専門員が

相談を受けていますが、サービス未利

用者は、村の保健師が主にその役割を

担っています。 

・緊急・夜間、また一時的な対応の体制

が不十分です。圏域での相談支援セン

ターの基幹化（24時間対応）を検討す

る必要があります。 

・障がい児支援の体制整備を構築してい

く必要があります。 

教育・就

労・社会活

動の機会

福祉 

・児童相談所や養護学校、相談支援セン

ターのコーディネーター、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支援体制

の構築を図っています。 

・障がい者の就労支援事業所への通所や

地域活動支援センターへの参加促進

を日常的に、また支援会議等で検討し

ています。 

・地域に障がい者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

して不安を抱えている親が多くいま

す。 

・生活圏の拡大や離れた医療機関への通

院、障がい者の移動範囲も広域化して

います。 

・佐久圏域には、就労移行支援事業所等

が少なく、養護学校生徒の卒業後の進

路や適正なケアの確保を行うのに十

分な環境ではありません。また、福祉

サービスを利用しない障がい者・児の

情報共有について、関係機関との連携

を強化していく必要があります。 

・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

必要です。 

人口規模や立地条件から考えて、民間

の障がい福祉サービス参入の期待は

難しい状況です。介護者等の人材確保

が大きな課題です。 

・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

と拡充が必要です。 

 

主な取り組み 

○障がい福祉サービスの充実 

・障がい者が生きがいと安心感を持って日常生活を送れる環境を整えるため、地域活動支援セン

ターの活動場所の拡充を図ります。 

・在宅で過ごす障がい者が緊急時に利用できる宿泊サービスの整備、また、医療・福祉が連携し

て高齢者や障がい者が安心して暮らせる住宅を整備します。 

・社会福祉協議会や民生児童委員等の関係機関と連携し、また、広域定なネットワークの活用を

進めながら、障がいのある方の財産の保全管理や権利を擁護する成年後見制度の利用促進を図

ります。 
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○社会参加の促進 

・生活行動範囲の拡大と社会参加の促進を図るため、村営バスの無料乗車券を引き続き交付しま

す。また、公共交通機関の利用が困難な方に対しては、医療機関への通院など対する移動支援

体制の充実を図ります。 

○理解の促進 

・学校、福祉関係者が連携を図りながら、障がいのある人に対する理解を深める福祉教室を推進

します。また、広報誌などを活用した啓発活動の充実を図り、障がいのある人もない人も共に

活動・活躍できる社会の構築を目指します。 

○障がい児に対する支援体制 

・障がいや発達に遅れのある児童に対し、状況に応じて適切な育成を図れるよう、関係機関との

連携を密に、切れ目ない支援に取り組みます。 

 

 

関連する計画 ・川上村障がい者福祉計画・川上村障がい福祉計画 

 

 

 

主な事業の実施予定   事業内容 実施予定年度 

・高齢者・障がい者等見守り付き住宅の建設 平成31年度（2019年度） 
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１．消防・防災・減災 
項目 現    状 課    題 

消防団 ・平成 29年 4月 1日現在、消防団員数

は 264 名であり、地域密着性、要員

動員力、即時対応力といった３つの

特性を活かしながら、消火活動等を

はじめとして、大規模災害時には住

民の避難誘導や災害防御を行ってい

ます。 

・消防団は、地域防災の中核的存在と

して、平常時においても地域に密着

した活動を展開しており、消防・防災

力の向上、コミュニティの活性化に

も大きな役割を果たしています。 

・一人暮らしの高齢者宅への防火訪

問や、心肺蘇生法等の応急手当の

指導、地域の防災訓練、各種防火

防災啓発などを通じて災害に強

い村づくりに更に取り組む必要

があります。 

・年々消防団員数は減少しており、

地域防災力の充実強化を図る必

要性を考えると、消防団員数の確

保は喫緊の課題です。 

自然災害 ・河川の随所が急な勾配になっている

ため、水流による縦横の浸食力が非

常に大きく、過去に台風、集中豪雨に

よって河川の氾濫等の被害を受けて

います。 

・平成 26年の長野県神城断層地震のよ

うな県内の活断層による地震や、南

海トラフ巨大地震及び首都直下型地

震など、最大震度５弱から６弱の非

常に強い揺れの地震が、近い将来発

生すると予測されています。 

・居住の分布が、川沿いの低地等に

及んでいるため、被災の心配があ

る地帯も多く存在します。 

・「南海トラフ地震防災対策推進地

域」及び「首都直下地震緊急対策

区域」に指定されており、更なる

防災対策の充実・強化に向けた取

組みを推進していく必要があり

ます。 

森林の荒

廃 

・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

大等による林野の伐開、工事等によ

る山肌の荒れ等が各地で見られま

す。 

・森林地帯の荒廃により土砂災害な

どの第二次被害の心配が高まっ

ており、これらは災害を拡大させ

る要因になりかねません。 

 

主な取り組み 

○消防体制の充実 

・消防団員を長期的に確保していくために、機能別団員制度の導入や拡大、女性・学生等

多様な住民の消防団への参加の検討、消防団員の処遇の改善、分団の定数制等組織の編

成など、組織・運営等の見直しを進めます。 

・情報通信機器、安全確保のための装備、救助活動用資機材等の消防団の装備の充実を図

ります。また、消防活動が迅速かつ的確に実施できるように、関係機関と協力して、総

合防災訓練、消防訓練、災害救助訓練、通信訓練、リーダー研修を実施します。 

○防災体制・防災拠点の強化 

・風水害の発生のおそれがある場合に、円滑な災害応急対策が実施できるように、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します。 

・県・周辺市町村、関係機関等を結ぶ情報収集・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ます。また、ハザードマップ、防災マップの作成、

全国瞬時警報システム（J-ALERT）の新型受信機の導入などにより、防災関連情報の収

集備蓄・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します。 

・土砂災害等の未然防止と被害を最小限にとどめるため、平常時から危険個所を把握し、
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土砂災害ハザードマップ等の作成を進め、防災パトロールの強化を図ります。 

・地域防災計画の点検と見直しを行い、職員の非常参集体制の整備、応急活動マニュア

ル・防災関係組織の整備、防災会議の設置等、発災時に迅速な対応が出来るよう防災体

制・防災対策の強化・向上を図ります。 

・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

の確保を図るため、役場庁舎等の公共施設、設備について計画的な更新を進めます。 

・平常時から防災関係機関と協議し、必要に応じて村内事業所及び団体等との相互応援

協定等を締結するとともに、防災関係機関による応援が円滑に行えるよう、防災拠点を

確保します。 

○災害発生時への対応・備え 

・災害時に対応するための資機材の整備、食料品などの備蓄を行います。 

・災害発生後の避難、救助をはじめ物資の輸送、諸施設の復旧など応急対策活動を実施す

るため、県が定める交通規制計画道路との整合を図り、「拠点ヘリポート」及び「物資

輸送拠点」との交通路を確保します。 

・被災情報の収集伝達、災害対策に必要な通信手段を確保するため緊急時用通信施設、機

器の警備及び運用体制の確立に努めます。移動系防災無線のデジタル化更新を行いま

す。 

・災害発生時に必要な情報収集・伝達・対処が迅速に行われるよう、村ホームページ等を

利用した情報発信を行います。また、公共施設や観光施設エリア等を中心に、無料公衆

無線 LAN（Wi-Fi）の利用エリアの拡大を図ります。 

・地理状況に不案内な観光客や、農繁期には外国人実習生が多数存在する状況にあるた

め、避難経路標識の簡明化、多言語化を図ります。 

○防災意識の高揚 

・災害文化の伝承や、体系的な教育により住民の防災意識の高揚を図るとともに、防災知

識の普及、徹底を図り、自主防災意識をもった災害に強い住民の育成、地域の総合的な

防災力の向上に努めます。 

 

 

関連する計画 ・川上村地域防災計画 

 

 

主な事業の実施予定   事業内容 実施予定年度 

・各消防分団の消防積載車更新 平成 31年度（2019年度）～ 

・移動系防災無線のデジタル化 平成 32年度（2020年度） 
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２．防犯・消費生活 
項目 現    状 課    題 

防犯 ・農耕車や農業機械等の盗難が発生

しています。また、留守宅を狙った

空き巣被害も発生しています。防

犯・盗難防止のため、平成 25 年度

には、主に村境の道路を監視するた

めに、６カ所に防犯カメラを設置し

ました。 

・犯罪等から住民を守るため、警察に

よる定期的なパトロールに加え、行

政においても青色防犯パトロール

を実施しています。 

・住宅地から離れた農業用倉庫にある

農業機械等の盗難については、所有

者や住民の目がとどきにくく、盗難

を防止するのが困難な状況です。 

・農繁期は留守になる時間が多く、空

き巣などの被害にあう危険度が増し

ています。 

 

 

消 費 生

活 

・県内や近隣市町村でも多種多様な

詐欺被害があり、村内では原野商法

による被害が発生しています。ま

た、高齢者をターゲットにした訪問

販売やメールやはがきによる架空

請求が増加しています。 

・消費生活センターの情報を基に防

災行政無線や文字放送で特殊詐欺

の注意喚起を行っています。 

・社会背景の変化とともに増加する消

費者問題に対応できるよう、老若男

女消費者知識を身につける必要があ

ります。 

・多重債務や詐欺被害に速やかに対応

できる相談の場が必要です。 

・高齢者が消費者トラブルに巻き込ま

れないようサポート体制を整える必

要があります。 

 

主な取り組み 

○防犯体制の強化 

・農耕車や農業機械などの村民の大切な財産を盗難などの犯罪から守るため、村内の防

犯カメラの増設を検討し、より効果的な防犯体制・環境の整備に努めます。 

・警察・関係機関や、地域住民団体等との連携を強化し、地域ぐるみの防犯活動を促進し

ます。また、行政による青色防犯パトロールを引き続き実施し、犯罪の予防及び抑止を

図ります。 

○防犯意識の高揚 

・犯罪の発生を未然に防ぐため、広報等を活用して必要な情報を地域で共有し、犯罪に対

する地域住民間で連帯意識の醸成、地域ぐるみでの防犯体制の構築・強化を推進しま

す。 

・高齢者による消費者トラブル・被害を防ぐため、福祉担当、民生児童委員、社会福祉協

議会などと連携した高齢者見守りネットワークの構築を図ります。 

・引き続き、消費生活センターや南佐久消費者の会から発信される情報を迅速に提供し

ます。また、各世帯に啓発資料の配布を行い、消費者知識の普及を図ります。 
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３．交通安全 
項目 現    状 課    題 

交通安全

環境 

・農繁期には、大型トラックやトラク

ターなどの交通量が多くなり、農作

業車が絡む交通事故が増加していま

す。 

・大型トラックや農耕車の交通量が

多い個所など、通学路の安全の確

保策を進める必要があります。 

交通安全

の意識 

・高齢者のドライバーや歩行者による

死亡事故が全国的に増えている中、

村内でも増加傾向にあります。 

・外国人農業実習生の人数が年々増加

しており（29年度約 900名）、農繁期

には、歩行者や自転車での走行が多

くなります。 

・村の交通安全協会では、各地区のカ

ーブミラーの清掃や、交通標識の点

検など維持管理を行っています。ま

た、村のイベントでの交通整理や交

通安全週間での啓発活動を佐久警察

署などと連携して行っています。 

・交通事故などによる被害者救済のた

めに「東信地区交通災害共済組合」へ

の加入を推進し、28年度には各地区

婦人会の協力により、93％の加入率

となっています。 

・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、啓発

活動をさらに進めていく必要が

あります。 

・夜間の歩行者の道路へのはみ出し

や、自転車での危険な走行なども

多く見られます。外国人農業実習

生への交通ルールの周知徹底や、

安全の確保が求められています。 

・大型化する農耕車と、普通車や歩

行者が共存するために譲り合い

の意識を持ち、加害者になること

が無いようそれぞれが注意を払

い、意識を高める必要がありま

す。 

 

主な取り組み 

○交通安全意識の高揚 

・佐久警察署や南佐久交通安全協会と連携し、村交通安全協会の主要活動として、交通事

故防止啓発活動や交通標識を増設していきます。 

・農耕車等の運転マナーの向上や、危険個所の認識、安全確保策など、広報などをとおし

て交通安全意識の啓発に努めます。 

・老人クラブや、高齢者対象の催しなどと連携し、交通安全講話などを行って、被害者に

も加害者にもならない交通安全意識の高揚を図ります。 

・保育所、小学校、中学校における交通安全教室の継続的な開催を推進します。 

・外国人農業実習生に日本の交通安全文化を学んでもらい、事故が起こることのないよ

う、既存の研修会等の場を利用するなどして、交通ルールの周知を図ります。 

○歩行者環境の向上 

・通学路を始めとする歩道の整備など、道路の改良事業の推進に努め、道路の安全ポール

やグリーンベルトの整備を検討し、子どもや高齢者にとって安全で安心できる歩行者環

境の確保を図ります。 
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１．道路・橋梁 
項目 現    状 課    題 

維持点検 ・異常気象による記録的な豪雨など

が各地で発生しており、道路、水路

の破損が多くみられます。 

・村内各地の道路・橋梁の老朽化が進

んでいます。農繁期に大型車両が多

く通行する路線に関しては、特に損

耗が進んでいる現状です。 

・道路、水路の修繕に関し、年度ごと

限られた整備量の中で、より住民

のニーズに対応する整備計画が望

まれます。また、自然災害発生時に

機能できるインフラ整備が必要で

す。 

・定期的な点検を実施していますが、

修繕対応をしていく優先度は精査

する必要があります。 

生活道路 ・農繁期における野菜搬出用大型車

両の交通量も増加し、通学路等を通

行する個所も点在することから、交

通安全に対する不安の声が寄せら

れています。 

・千曲川に面して東西に伸びる県道

梓山海ノ口線が本村の基幹道路と

なっており、そこに各地区の生活道

路が接続する形で、村内道路網が形

成されています。村の上地区と下地

区は、この基幹道路１本でつながれ

ています。 

・高原野菜生産量増加に比例して増

加する大型車両通行量に対し、歩

道の設置や、バイパス道整の備等

による安全対策が求められていま

す。 

・基幹道路がいくつかの橋梁を跨い

で伸びているため、災害による橋

梁の破損が生じた場合、孤立化す

る地区が発生してしいます。非常

時に備えてう回路の確保を行う必

要があります。 

村外への

アクセス 

・都市部や他市町村と繋がる幹線道

路は、国道 141号線のみとなってい

ます。通常時は、慢性的な交通量増

加となっているほか、災害発生時等

に通行止となった場合は物資輸送

が滞り、孤立化する恐れがありま

す。 

・都市部や他市町村とのアクセス向

上と、緊急時の代替ルート確保の

ため、幹線道路網の拡充が必要で

す。 

 

主な取り組み 

○橋梁長寿命化 

平成 29 年度までに村内の大小全ての橋梁の点検を実施しました。平成 30 年度から、橋

梁長寿命化計画に基づき順次橋梁の修繕工事を実施し、橋梁施設の長寿命化を図ります。 

○集落内道路の修繕・管理 

・村道パトロールや地区住民からの情報・要望などを通して、現場の状況を的確に把握

し、効率的な道路の維持修繕に努めます。 

・村内の安全確保のため、危険個所を把握し、通学路を始めとする歩道の整備など、道路

の改良事業の推進に努め、道路の安全ポールやグリーンベルトの整備を検討し、子ども

や高齢者にとって安全で安心できる歩行者環境の確保を図ります。冬季間においても、

基幹道路の除雪・融雪を徹底し通行の安全性を確保します。 

○千曲川左岸道路建設 

・居倉地区から大深山地区までの千曲川左岸を通る新規バイパス道路建設を、引き続き

実施します。平成 35年度開通へ向けて計画的に整備を進めます。 

○中部横断自動車道建設促進 

・中部横断自動車道の建設は、高原野菜の運搬や、住民生活の利便性向上にとっても重要

な役割を果たすことが期待されます。引き続き要望活動を行い、平成 30年３月開通予
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定の佐久南 IC～佐久穂高原 ICから、さらに先の区間の早期開通を推進します。 

 

 

関連する計画 ・川上村橋梁長寿命化修繕計画 

※橋梁長寿命化修繕計画：橋梁の長寿命化ならびに橋梁の修繕および架け替えに係る費用

の縮減に関する事項を定めた計画。 

 

 

  

主な事業の実施予定   事業内容 実施予定年度 

・千曲川左岸道路建設工事 継続 
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２．住宅 
項目 現    状 課    題 

村営住宅 ・村営住宅は、秋山地区、御所平地

区に５箇所の一般村民向け住宅

がありますが、老朽化による修繕

費が年々増加しています。 

・平成 26 年度には、居倉地区に新

婚者を対象とした若年層向け住

宅を建設しましたが、常に入居希

望者がおり、入居待ちの状態で

す。 

・昭和 50年代に建設された本郷・きわ

だ坂団地をはじめ、各村営住宅の老

朽化が進み、修繕が必要な箇所が増

えてきています。将来的な人口減が

予想される中、住宅需要のバランス

やニーズを考慮し、住宅の新設・古

い住宅の統廃合や建て替えを考えて

いく必要があります。 

・一般の方が入居できるような賃貸住

宅等が不足しており、Ｕターン者や

Ｉターン者の居住・就労環境が整っ

ていません。 

個人住宅 ・一般住宅において、将来発生が危

惧されている大規模地震等の災

害に対し、必要な対策が行われて

いない家屋が多い状況です。耐震

診断は、国・県の補助制度があり

ますが、実施できる戸数に限りが

あります。・高齢者の一人世帯が

増えてきています。住宅のバリア

フリー化や管理が行き届かない

世帯も増えています。 

・地震等災害に対する一般住宅の対策

として、耐震診断や、改修が必要な

場合の補助制度などが求められてい

ます。また、耐震診断や必要に応じ

た改修等の必要性を広く周知する必

要があります。 

・地域が一体となって一人暮らしの方

や高齢者世帯等を見守り出来る体制

の構築が求められており、高齢者等

が地域で安心して暮らせる環境づく

りが必要です。 

空き家の

増加 

・他方、個人住宅では、転居・後継

者不在などにより空き家が増加

しています。農繁期には、外国人

農業実習生などの宿舎として活

用されている家屋も多くありま

す。 

・適切な維持管理がされていない空き

家の増加により、そのまま放置し続

けると倒壊や防犯上危険となる可能

性があります。空き家を把握し、適

正な管理をしていく必要がありま

す。 

 

主な取り組み 

○村営住宅の維持管理 

・川上村公営住宅等長寿命化計画（平成 25年度作成）により、計画的な住宅の維持管理

と修繕を引き続き実施していきます。 

○住宅の整備・確保 

・若者が結婚して新たな生活を開始する際に、村内で良好な住環境が確保できるよう、新

婚者が一時的に居住できる賃貸住宅を原地区に整備します。 

・移住や帰村希望者が村内でスムーズに就労できるよう、村内就労希望者向けの賃貸住

宅の整備を検討します。 

・民間による賃貸住宅の整備に対する優遇措置を検討し、村内の住宅数の確保を推進し

ます。 

○高齢者・障がい者見守り付き住宅の整備 

・地域住民の交流の場や医療・介護・福祉・住宅が連携し高齢者や障がいを持つ方々が安

心して暮らせる福祉サービスと連動した住宅の整備を進めます。 
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○耐震化の推進 

・耐震診断診断士派遣事業（昭和 56年以前も木造住宅が対象）について広く周知し、実

施を促進します。 

・地震等の災害に備えて、一般住宅に必要な耐震改修工事を行う場合に、費用の一部を助

成します。 

○空き家住宅の管理・活用 

・空き家住宅の台帳整備を行い、状況の把握や、適正な管理を進めるとともに、村の社会

資源としてあらゆる分野での有効活用を推進していきます。 

・各地区の団体や組織と連携して、空き家住宅の荒廃を防ぎ、適切な管理を促進します。 

 

 

資    料 

村営住宅の状況 

 本郷（昭和 50.51年度建設・6戸） 

 きわだ坂（昭和 53年度建設・4戸） 

 室屋（平成 3年度建設・6戸） 

 男坂一戸建て（平成 4年度建設・6戸） 

 男坂Ａ棟（平成 5年度建設・18戸） 

 男坂Ｂ棟（平成 8年度建設・18戸） 

 居倉地区新婚者住宅（平成 26年度建設・8戸） 

 

  

主な事業の実施予定   事業内容 実施予定年度 

・若年層向け村営住宅の建設 平成 30年度（2018年度） 

・高齢者・障がい者等見守り付き住宅の建設 平成 31年度（2019年度） 
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３．生活基盤 
項目 現    状 課    題 

上水道の

管理 

・施設、設備の点検、維持管理を行

い、適正な上水道の維持管理を進

めています。 

・普段から、安定した水量を確保し、安

全、安心な水道水を供給するために

施設等の計画的な整備と持続可能な

運営体制が必要です。 

下水道の

管理 

・現在村内には５カ所（川端下地区、

秋山地区、居倉地区、大深山地区、

樋沢地区）の村営の下水処理施設

が整備されており、農業集落排水

事業、特定環境保全公共下水道、

合併浄化槽事業により適正な汚

水処理を実施しています。 

・村内全地区の住宅街には、細かく

下水道網が整備されていますが、

下水道への接続率（水洗化率）は

〇〇％です。（Ｈ29年度） 

・人口や世帯数の減少が進行している

こと、また、公共下水道施設、農業集

落排水施設の老朽化が進んでいるこ

とに伴い、施設の統合等将来を見据

えた整備計画の作成と運用が必要で

す。 

公園の管

理 

・各地区の公園にある遊具の老朽化

が進んでいます。また、遊具の安

全点検等が行われていない箇所

もあります。 

・各地区で公園管理は行ってはいます

が、遊具の適切な安全点検や老朽化

対策が不十分な箇所が存在していま

す。 

 

主な取り組み 

○上下水道施設の適正管理・運営 

・老朽化した大深山農業集落排水と特定環境保全下水道の事業統合を進めます。 

・千曲川源流の村として水質汚濁を防止し、快適で衛生的な生活環境を実現するため、汲

み取り家庭などの下水道未接続世帯への繋ぎ込みを促し、水洗化を引き続き進めます。 

・生活環境の改善や、水質保全の観点から、下水道施設の適正な維持管理と計画的な施

設、機器の更新による設備の機能強化を図ります。 

・安心安全な水道水の安定供給を確保するための維持管理と施設整備を進めます。 

・公営企業会計による健全な運営を継続するため、使用料金の請求方法等の見直しを行

うなど、適正な経営管理に努めます。 

○公園の適正管理 

・公園遊具の安全点検や維持修繕を適切に行うとともに、危険な遊具を撤去するなど、子

どもたちにとって安心で楽しい遊び場を確保します。 

 

主な事業の実施予定   事業内容 実施予定年度 

・上地区簡易水道整備事業 平成 30～32年度 

（2018～2020年度） 
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４．情報通信・情報提供 
項目 現    状 課    題 

ケーブル

テレビ・

村内放送 

・村内全域に光ファイバー回線が敷

設されています。これにより、各家

庭へテレビ放送の電波を供給して

います。 

・村内全世帯に防災行政無線（デジタ

ル式）の戸別受信機を設置していま

す。また、全地区の公民館等（全 23

局）に放送局設備が整備されてお

り、住宅街や農地エリアなど含めて

村内全域（全 67 局）に屋外スピー

カーを設置しています。 

・放送関係機器や通信設備の老朽化

により、市況速報の情報更新が停

滞してしまう等のトラブルが発生

する場合が指摘されています。 

・４K放送等将来的な情報通信への需

要の高まり等、将来を見据えた通

信基盤の整備を計画的に進めてい

くことが必要です。 

・防災行政無線屋外拡声器からの音

声が、設置場所や周囲の建物など

により聞こえにくい個所もあり、

改善が必要な設備があります。 

公衆無線

LAN（Wi-

Fi） 

・村民や観光客などに対して、災害時

における迅速な情報提供や、日常の

情報確保などの利便性の向上のた

め、ヘルシーパークかわかみ、中央

公民館及び各地区公民館に Wi-Fi

アクセスポイントを整備し無料で

開放しています。（平成 29年度） 

・公共施設だけでなく、人が集まる観

光地での無料 Wi-Fi の環境整備が

求められています。 

・無料 Wi-Fi への接続方法や利用制

限の見直しなど、住民にとって使

いやすい仕組みを構築する必要が

あります。 

広報・情報

提供 

・川上村公式ホームページでは、行政

手続きの方法、イベント・観光情報

などを発信しています。 

・川上村ケーブルビジョン（KCV）を

通じて、村内行事や学校行事など自

主制作番組の放送や文字放送、野菜

出荷時期の市況速報の放送を行っ

ています。 

・広報誌を年４回（４月、７月、１０

月、１月）発行し、村内行事や行政

勧告をお知らせしています。 

・スマートフォン向けの川上村専用

のアプリ『カプリ』（子育て・生活

情報アプリ）により、子育てや健康、

文化活動などに係るお知らせやイ

ベントなどの情報を発信していま

す。 

・公式ホームページには、各種行政手

続きをはじめ、村民にとって有用

な行政情報や、観光客の方向けの

最新の観光情報等の掲載が求めら

れています。 

・広報誌や公民館のお知らせ等各種

広報媒体の特徴に応じて、村民が

求めている情報を適切かつ的確に

伝達することが求められていま

す。。 

・より多くの村民に『カプリ』をダウ

ンロードしてもらい、活用が進む

体制を整備する必要があります。 

 

 

主な取り組み 

○通信基盤の整備 

・本村における重要な情報資産である光ファイバー網や防災行政無線設備の適切な維持、

管理及び更新を行い村民への情報提供の停滞を招かぬよう努めます。また、4K 放送に

対応した設備の整備を検討していきます。 

・災害時などに備え、必要な情報を村民が迅速に取得できるようケーブルテレビを利用

したデータ放送の導入を検討します。 

・音声が聞き取りにくい個所の解消に向け、防災行政無線の設備の改善と設置場所の見

直しを検討します。 
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・登山道入口などの観光地における無料公衆 Wi-Fi アクセスポイントの整備を検討しま

す。 

○インターネット情報 

・インターネットの普及に伴い、情報送受信の形態が多様化してきていることから、スマ

ートフォンやタブレット端末などに対応した技術の導入を進め、情報提供の多角化を

図ります。また、広報誌等への掲載をとおして、誰でもインターネットの情報を享受で

きるような体制を整備していきます。 

・産業面、医療・福祉面、教育面、行政運営面等の各分野で IoT（モノのインターネット）

を活用した行政サービスの効率化を図っていきます。 

○広報活動の充実 

・公民館のお知らせの編集委員との連携を強化し、広報誌掲載情報の整理、合理化を図り

ます。 

・村民への情報提供手法の在り方、内容、方法等を検討し、より村民に親しまれる広報誌、

自主番組（ＫＣＶ）の作成に努めます。 

・カプリの利便性を向上させ多くの村民に情報提供できるよう、掲載情報の充実を図り

利用価値を高めていきます。 

 

用語の解説 

Wi-Fi（ワイファイ） 

・パソコンやスマホ、ゲーム機などのネットワーク接続に対応した機器を、無線でインタ

ーネットなどに接続する技術。 

IoT（アイオーティー） 

・Internet of Things(モノのインターネット)の略。身の回りにある様々な「モノ（物）」

がインターネットに繋がって相互通信を行うこと。 
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５．公共交通 
項目 現    状 課    題 

ＪＲ小海

線 

・本村には、JR 小海線の信濃川上駅

があり、佐久方面や山梨方面への通

勤、通学等に重要な役割を果たして

います。他方、小海線は利用者が

年々減少し、赤字路線となっていま

す。 

・信濃川上駅は無人駅であり、村がＪ

Ｒ東日本から切符販売を受託して

臨時職員を配置しています。 

・小海線のダイヤの影響により、一部

小海線と村営バスが接続できなく

なっており、高校生の通学に不便

が生じています。 

・信濃川上駅以外の駅や列車内で切

符等を購入する人が増加すること

で、信濃川上駅に臨時職員を配置

する経費が増加傾向にあります。 

村営バス ・各集落を結び信濃川上駅へと接続

する村営バスは、住民の身近な足と

して欠かすことのできない公共交

通となっています。 

 

 

・近年、外国人の観光客や外国人実習

生が村営バスを利用する機会が増

えています。 

・自家用車の普及により、村営バスの

利用者が減少傾向にあり、収入を

上回る運行経費については、一般

会計から補てんしています。しか

しながら、村内唯一の公共交通を

守り、維持していく必要がありま

す。 

・バス停や車内案内について、外国人

向けの表記を加えるなどの対応が

必要となっています。 

通学バス ・スクールバスを含めた総合管理に

より、車両の有効活用を行うととも

に、高齢者や学生等利用者の経済負

担の軽減を図っています。 

・小・中学校の児童・生徒数が減少す

る中、将来の状況をしっかり見通

し、バスの役割・機能・規模などを

的確に判断して、適切な車両を確

保する必要があります。 

 

主な取り組み 

○ＪＲ小海線の利便性向上 

・ＪＲ東日本に対して、村営バスの接続を考慮したダイヤ編成やサービス向上等運営面

の改善を求めていきます。また、村営バスの運行体制の効率化を図り、高校生の通学に

最大限配慮した運行を検討します。 

・信濃川上駅の利便性向上のため、引き続き臨時職員を配置します。なお、広報に掲載す

るなどして、信濃川上駅での切符の購入を呼びかけます。 

○村営バスの利用促進 

・村営バスの利用は、安全かる運送効率や環境保護の面からも優れていることをＰＲし、

村民の公共交通利用を促進します。また、比較的利用者数の少ない時間帯に合わせたデ

マンド交通等の導入を検討します。 

・多言語の表記で分かりやすいバス停表示に更新するなどして外国人のバス利用者を増

やします。普段自転車や徒歩などで移動している外国人実習生のバス利用を促進し、併

せて村内道路の安全確保を目指します。 

・バスの劣化状況等を勘案しながら適切な時期にニーズに対応した車両更新を実施しま

す。また、高齢者や学生等への助成を継続し、利用者負担を軽減しながら乗車人数の増

加を図ります。 

 

主な事業の実施予定   事業内容 実施予定年度 

・スクールバス車両購入（２台） 平成 30年度（2018年度） 

・路線バス車両購入（１台） 平成 34年度（2022年度） 
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６ 自然環境・景観 
現    状 課    題 

自然環境 

・本村では、多種多様な動植物が生息して

います。甲虫類の中にはここでしか見られ

ない貴重種もいます。 

 

・秩父多摩甲斐国立公園に指定され、金峰

山、甲武信ケ岳など関東山地の主峰が連な

り、高山、亜高山帯の森林の一部は、特別地

域として保護されています。 

 

・貴重な自然環境と、人々の営み・文化が共

生する貴重なコミュニティが存在します。 

 

・手つかずの自然を守るとともに、地域の

豊かな自然を利用して経済・社会の発展を

目指すため、関係自治体と連携した広域的

な生態系保全の取組が必要です。 

 

・外国資本等による水源地の買収や森林の

乱開発を防止するため、条例による規制と

広域的な連携によって、水資源を保全、保

護する必要があります。 

環境保全 

・自然と共生する村づくりをめざして、地

球温暖化対策として太陽光発電などの自然

エネルギーの導入を進めています。 

・低炭素社会を目指し、日本国内では次世

代自動車の導入が求められています。しか

しながら本村では、それら車両の導入を促

す設備が整備されていません。 

 

・公共施設での低消費電力の活用と自然エ

ネルギーの導入を推進する必要がありま

す。 

・環境に配慮した次世代自動車の普及のた

め充電スタンドの整備について検討する必

要があります。 

・公共施設以外の施設等でも自然エネルギ

ーの導入等を促進する必要があります。 

環境美化 

花いっぱい運動等により、村内各所に植え

られ、景観美化に役立っています。 

 

沿道における花いっぱい運動の活動は各種

団体が行っています。しかしながら、活動

母体への参加者が減少傾向にある為、今後

の継続的な取り組みについて不安が生じて

います。 

 

主な取り組み 

自然エネルギー導入補助金・・・・・・継続（毎年） 

花いっぱい運動・・・・・継続（毎年） 

甲武信ユネスコエコパーク登録・・・・・平成３０年度～ 

自然環境 

・自然保護環境保全条例の適用などにより、開墾等による林地開発を抑制し、豊かで美し

い自然環境を維持するとともに、自然と共生した快適な環境づくり、自然を活かしたうる

おいのあるむらづくりを進めていきます。 

・水源地保全のため、関係市町村と広域的に連携を行います。 

・秩父多摩甲斐国立公園内に位置する関係自治体と連携し、甲武信ユネスコエコパーク

登録にむけて取り組みます。 

環境保護 

・太陽光や木質バイオマスの利用など環境にやさしい自然エネルギーの普及促進を図る

ため、引き続き導入補助金を交付します。 

・公共施設への自然エネルギーを活用したシステムの導入やＬＥＤ電球化を普及します。 

・公用車の低公害車・ＥＶ車両の導入及び検討を行います。 

・公共施設において充電スタンドの設置を検討します。 

・民間住宅への自然エネルギーの導入に関する補助制度等を検討していきます。 
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環境美化 

・村内各地区・各種団体と協力して、ゴミ拾いや草刈りなど村内の環境美化に努めます。 

・農作業による土の流出を最小限に防ぐため、農協や生産者と協力して防止策を講じま

す。 

・環境美化の啓発を図るとともに引き続き花いっぱい運動などの住民活動を支援します。 

 

 

用語解説 

※ユネスコエコパーク・・・・・地域の豊かな生態系や生物多様性を保全し、自然に学ぶと

共に、文化的にも経済的にも持続可能な発展を目指す取り組み。 
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７．廃棄物処理 
項目 現    状 課    題 

クリーン

センター 

・川上村クリーンセンターでは、南牧

村と共同で焼却施設を設置し、可燃

ごみ、災害廃棄物の処理及び不燃物

の埋め立て処理を行っています。現

在の焼却炉は、稼働から 15 年以上

が経過しており、修繕や部品交換を

繰り返しながら稼働を維持してい

ます。 

・年稼働を続けてきた焼却炉は老朽

化が著しく進み、設備は、寿命の時

期を迎えつつあります。人口減少

や処分量の推移などを勘案して、

効率的な処理体制を構築する必要

があります。 

ごみの分

別 

・各地区の住宅地を中心に、それぞれ

複数のごみステーションを設置し

ており、地元の公民館で清掃、管理

などを行っています。 

・ごみ分別表・ごみ収集カレンダーを

作成し、全戸配布を行っています

が、ごみの不分別や指定日以外の

ごみ出しが目立っています。農繁

期には、外国人実習生が増えるこ

とから、外国語での解説や地域住

民への説明など、適正な分別に繋

がる啓発を強化していく必要があ

ります。 

・家庭ごみの野焼きや山林への不法

投棄などが後を絶ちません。パト

ロールの実施や指導の在り方を検

討する必要があります。 

 

主な取り組み 

○新クリーンセンターの整備 

・家庭ごみの処理体制は、広域処理による施設の集約化及び効率化を図り、既存のごみ処

理体制を統合整理して、可燃ごみの処理体制を新クリーンセンターに一本化します。佐

久地域の市町村と共同で、佐久市に新たな廃棄物処理施設を整備します。 

・生ごみ処理器の購入に対する助成を、引き続き実施します。 

○ごみ分別の適正化 

・村内放送や広報誌を活用して積極的に情報提供を行い、家庭ごみの正しい分別が徹底

されるよう、地域住民にわかりやすい啓発活動に努めます。 

・引き続きごみ分別表・ごみ収集カレンダーを作成し、全戸配布を行います。外国人実習

生にもごみ分別等の理解が進むよう、説明会の実施や、分別表とカレンダーの多言語化

によって情報提供を強化し、ごみステーションの環境改善を図ります。 

・ごみ袋の形状や大きさ・販売方法など、ニーズを反映して利便性の良い環境を整えま

す。 

・環境パトロールの強化や、警察などの関係機関、地区住民と連携し、家庭ごみの野焼き

と不法投棄の根絶に努めます。 

 

主な事業の実施予定  事業内容 実施予定年度 

・新クリーンセンターの建設（佐久市） 平成 31年度（2019年度） 

 

関連する計画 ・一般廃棄物処理基本計画（平成 21年 9月） 

・第 8期分別収集計画 
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１．農業 
項目 現    状 課    題 

生産基盤

の整備 

・安定した農業生産に必要な基盤を

構築するため、各地区で畑地灌がい

や農業用排水路の整備を進めてい

ます。また、大型化している農業機

械の影響で傷んだ農道を計画的に

修繕しています。 

・多面的機能支払交付金を活用し、農

用地・水路・農道施設の管理、点検、

修繕、農道の草刈り、ニホンジカの

侵入を防ぐ鳥獣防護柵の修繕等に

対して支援を行っています。 

・整備した集出荷施設、農道、排水路

等のインフラ施設の老朽化が進ん

でいます。また、予冷施設において

平成 32年より現在冷媒として使用

されているフロン類の製造が中止

されることから、施設の計画的な

改良整備が必要です。 

・経年経過のため鳥獣防護柵が老朽

化し、破損している箇所が増えて

います。 

販売戦略 ・野菜の消費拡大や他産地との差別

化を図るため、川上村野菜のブラン

ド化や各種ＰＲ活動等の消費拡大

事業を行っています。 

 

 

 

・「農産物等直売所 森の駅マルシェ

かわかみ」を中心として商品の開

発、話題性のあるイベントを行うた

め、「６次産業化マイスター」を育

成しています。 

 

 

・新規需要の開拓のため台湾へ輸出

を開始してから 10年が経過しまし

た。輸出検疫において日本と台湾の

基準の違いから、日本において合格

となっても台湾で不合格となって

しまうことがあります。 

・小売店で販売されている川上村産

の野菜も「長野県産」と表示される

等、一般消費者の認知度は決して

高くありません。また、競合他産地

や、近年急速に普及が進んでいる

植物工場産の葉物野菜との差別化

が急務となっており、より一層の

ブランド化を推進する必要があり

ます。 

・季節や天候に左右されない商品の

開発や、収益の多角化のため、６次

産業化をさらに推進する必要があ

ります。・また、川上村農業の収益

性を高めるために加工場等の整備

が求められています。 

・輸出の 10年間の成果や課題を整理

し、輸出事業の収益向上を図るた

め、品目、生産方法、輸送方法等を

再検討していく必要があります。 

農業経営 ・レタス・白菜が川上村の農業生産額

の７割を占めており、レタスの生産

量は、常に日本一を誇っています。 

・機械化・技術力の向上になどによ

り、一戸当たりの経営耕地面積が大

規模化し、生産力が安定する一方、

需要は低迷しているため、生産過剰

となり出荷調整を行う時期があり

ます。 

 

 

 

 

 

・主力産品であるレタス・白菜等の国

内需要は、将来的な人口減少に伴

って縮小していくことが予想され

ます。 

・川上村の農業は、生産量に収益性を

大きく依存する生産構造となって

おり、市場価格が安定せず、農家間

での格差が生じています。 

・レタスや白菜に生産が集中するこ

とにより、過剰生産や連作障害が

起こりやすくなります。レタス・白

菜以外への品目転換を推進し、多

品目化を進める必要があります。 

・「食の安全性」を消費者・市場から
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・農業センサスによると、過去５年間

で農業経営個数が６０戸余り減少

しています。 

 

 

 

 

・外国人実習制度により、中国人やベ

トナム人など多くの外国人実習生

が毎年、来村しています。 

・ベトナム・タイグエン農林大学と技

術交流協定を締結し、同大学生をイ

ンターンとして農家で技能実習を

行っています。 

 

求められていることから、農業生

産工程管理（GAP）の導入を推進す

る必要があります。 

・後継者へ農業経営の円滑な継承が

重要です。また、後継者のいない農

家においては離農していく方も増

えており、農地の一極集中が加速

しています。第三者継承を含め、持

続可能な農業生産体系を維持する

継承手法の検討が必要です。 

・農作業の他に家事や育児をしなけ

ればならない女性の負担が大きく

なっています。 

・多国籍の外国人実習生を受け入れ

ていることから、実習生間でトラ

ブルが多発しています。 

・外国人実習制度の改正の影響から

実習生雇用は要件が厳格化してお

り、雇用が出来なくなった場合の

労働力確保対策を早急に検討して

いく必要があります。 

栽 培 技

術・環境

保護 

・レタス根腐病をはじめとした連作

障害に強い品種の検討や、環境に配

慮した土づくりの促進のため、緑肥

作物の作付け奨励をしています。 

 

 

 

・農繁期の出荷作業時間帯には、圃場

と集荷場の間を、大型の農耕車が頻

繁に行き来しています。 

・長年の連作により、根こぶ病や根腐

れ病等の土壌病害及びセンチュウ

等による根部被害が多くなってい

ます。 

・堆肥や緑肥等の有機物供給不足の

ため、腐植の少ない畑が散見され、

土壌物理性の低下が懸念されま

す。 

・農耕車が圃場から持ち出す土が周

囲の農道に散らばって、一般車両

の汚れの原因や、スリップ事故の

誘発などにつながり、道路の衛生

と安全確保に支障をきたしていま

す。 

 

主な取り組み 

○生産基盤安定の整備 

・国、県の補助事業等を活用して、農道や用排水路の改良等、基盤整備の継続及び修繕、

老朽化した集出荷施設等の計画的な更新を進めます。 

・ニホンジカの農業被害を防ぐため多面的機能支払交付金事業を利用し老朽化により破

損した防護柵の修繕に取り組みます。 

・川上村農業技術者連絡協議会を中心に、村と生産者団体と協力して土壌診断を実施す

るとともに継続して連作障害に強い品種の検討を進めます。 

・緑肥作物や連作障害対策誘導品目（そば等）の作付けを奨励し、化学肥料の減少に努め、

環境に配慮した農業体系の確立を目指すとともに、そばの作付けを奨励し、川上そばの

振興を図ります。 

○販売戦略 
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・地理的表示保護制度（ＧＩ）を活用した「川上レタス」の登録を推進し、村の主力産品

であるレタスのさらなるブランド化につなげます。 

・SNSを利用したＰＲ事業の展開や「マルシェかわかみ」と協力し物産展などを実施し、

川上村野菜の消費拡大につなげます。 

・６次産業化を進めていくために補助制度を活用し加工場整備に支援します。 

・海外輸出を積極的に支援し、新規需要の拡大を図ります。 

○農業経営 

・生産過剰を抑制しつつ、収益性を高める生産構造を目指すための基本計画を検討して

いきます。 

・山林の開墾行為については、必要な手続きや届け出の徹底を図り、地元の林野保護組合

などと連携しながら、土砂や雨水流出の被害を防止するよう指導・調整していきます。 

・IoTを利用した農業の実証実験等を進め、最先端のテクノロジーを活用した川上村農業

の生産性向上施策を積極的に推進します。 

・村独自の野菜安定基金を継続して行い、指定品目（ブロッコリー、グリーンボール等 16

品目）に対し価格補償を行い、生産者の経営安定を図るとともに、産地の多品目を目指

します。 

・野菜の収量減少や価格低下に備えた収入保険制度の説明会を行うとともに保険料の一

部を補助することを検討します。 

・農産物に対する消費者からの信頼を高め、需要拡大につなげるため、農業改良普及セン

ターや農業団体と連携し、農産物の安全性の確保をはじめ環境保全、労働保全に有効な

方法である GAPの導入を推進します。 

・第三者継承の為の補助制度である「農業経営継承事業」についての説明会を行います。 

・安定した農業労働力の確保のために川上村農業国際交流協会と協力し、ベトナムイン

ターンシップ事業の拡大を推進します。 

・長野県とも協力し、国家戦略特別区域による外国人農業実習生受け入れ制度について

検討と認定に向けての取組みを進めて行きます。 

○農道の衛生・安全確保 

・農耕車が圃場から土を持ち出すのを防ぐため、各圃場に農作業用マットを敷くなどの

対策を講じ、道路の衛生と安全性の向上を図ります。 

 

用語の解説 

・農業生産工程管理（GAP）：農業生産工程管理（GAP：Good Agricultural Practice）と

は、農業生産活動を行う上で必要な関係法令等の内容に則して定められる点検項目に

沿って、農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検および評価を行うことによる

持続的な改善活動なこと。 

・外国人実習制度：技能実習制度は、最長３年の期間において、技能実習生が雇用関係の

もと、日本の産業・職業上の技能等の習得・習熟をすることを目的とした制度。近年、

川上村では、この制度を利用し実習生が 800 名来村している。制度改正により監理団

体の許可制や技能実習計画の認定制度が新たに導入された。 

・SNS：ソーシャル・ネットワーキング・システム（SNS）とは Facebookや LINEなど Web

上で社会的ネットワーク（ソーシャル・ネットワーク）を構築可能にするサービスのこ

と。 

・６次産業化：農林事業者（１次産業）が加工（２次産業）、流通や販売（３次産業）に

取り組み農林水産業を活性化させ、農山漁村の雇用確保や所得の向上を目指すこと。 

・地理的表示保護制度（GI）：産品の名称を知的財産として保護する制度。産地名などを

含んだ特産物の名称を国が地域ブランドとして登録することにより、生産者の利益と

消費者の信頼の増進を図るもの。 

・IoT：Internet of Things(モノのインターネット)の略。身の回りにある様々な「モノ
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（物）」がインターネットに繋がって相互通信を行うこと。 

・土壌物理性：土の硬さやこなれ易さ（耕しやすさ）、水はけや水もちの程度、土の重さ、

空気の通り易さ等を言う。 

 

※IoTを活用して圃場のモニタリング等を行い、生産性や品質の向上、省力化などを目指

す取組み。 

 

 

 

  

主な事業の実施予定   事業内容 実施予定年度 

・スマートアグリ実証事業 平成 30～32年度（2018～2010年度） 
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２．林業 
項目 現    状 課    題 

森林保全 ・これまで間伐を中心に森林整備を

実施してきましたが、カラマツを中

心とした 50 年以上の人工林は成熟

期を迎え、伐って利用する時期とな

っています。 

 

 

 

・昭和 40年代の外国産材の輸入量増

加に加え、国産木材の需要量の減少

などにより、木材価格が長期的に低

迷している中、造林や保育、伐採等

には多くの費用がかかります。 

・ニホンジカの増加により、モミ、イ

チイ、などの人工林やミズナラ、ヤ

マザクラなどの落葉広葉樹に剥皮、

食害被害が発生しています。 

・林業生産活動の停滞による林業従

事者の減少、森林所有者の継承に

よる管理放棄森林の増加、ニホン

ジカによる食害などから、森林の

保全、木材の安定的な供給に影響

を及ぼす懸念があります。 

・村有林と民有林の現状を把握でき

る技術者が不足しています。 

・民有林の齢級分布をみると高齢林

に偏り、若齢林が著しく低い状況、

林業を次世代に継承するため、森

林の更新を図る必要があります。 

 

・ニホンジカの捕獲に従事する狩猟

者が激減していることにより、後

継者の育成が求められています。 

木材の活

用 

・近年カラマツ材は、環境・循環資源

として集成材への利用や、国産材に

よる合板版製造等により需要が高

まりつつあります。 

・千曲川の源流域の環境・冷涼な気候

地形を利用したキャンプ場や別荘

などの施設が整備され、森林を共生

林として活用されています。 

・材木ブランドの差別化を図るため、

佐久管内の市町村と共同で森林認

証を取得しました。 

・森林の大切さの普及を図るために、

緑の少年団事業を通した植樹祭開

催や、小学生を対象とした木育授業

を実施しています。 

・村内外を問わず、カラマツ材の有用

性をＰＲし、カラマツ材の利用促

進を図っていく必要があります。 

・川上村の認証材活用を推進するた

めに、普及活動や認証森林の適正

な管理が求められます。 

・子供たちに向けた木育活動に加え、

信濃川の源流地域として、中下流

域に暮らす人々に対しても、生活

の中での森林づくりが担う重要性

について理解を促進してもらうこ

とが求められています。 

 

主な取り組み 

○森林の保全・森林更新 

・川上村のカラマツは成熟期を迎えており、循環資源として利用を図るとともに、法正林

化をめざし、補助制度を活用しながら植栽・下刈り・間伐を計画的に行います。 

・森林の更新を実施する際には、伐採と植樹同時に行う施業方法やコンテナ苗を活用す

るなど、森林整備の低コスト化を図ります。 

・効率的かつ安定的な林業経営を推進するために、既存林道の改良や林業専用道を中心

とした林道網の整備を継続的に行います。 

・森林の造林や保育、林業従事者の育成対策に森林税を活用することで、森林整備の活性

化を図ります。 

・県内林業関係団体等との連携を図り、適切な森林計画を定めていきます。 



第４章 産業・仕事 

 

〇木材の利用促進・ブランド化 

・今後建設される村有施設において、「川上村公共建築物・公共土木工事等における木材

利用促進方針」に沿い、可能な限り木材を使用した方法を採用し、村産材や県産材を積

極的に活用します。 

・他市町村や森林組合等と連携を図り、認証材の利用拡大に向けた新規販路の開拓や、Ｐ

Ｒ事業などによりブランド化の推進を行います。 

・小学生を対象にした木育授業を実施していますが、森林や木に対する親しみや理解を

深めてもらうため、さらに乳幼児期から木材玩具に触れ合うような機会・環境を作って

いきます。 

〇多面的機能の発揮 

・景観や災害に強いなど多面的な機能を有する、多様性のある森林づくりに努めます。 

・村の豊富な木材資源を利用して、バイオマス発電への活用を検討します。 

 

用語解説 

・法正林：毎年の成長量に見合う分の立木を伐採、植林することで、持続的な森林経営を

実現させる山林。 
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３．商工業 
項目 現    状 課    題 

村内の商

店 

・村外大型店舗の利用のほか、消費者

の動向として利便性を重視する傾

向にあり、テレビやラジオの通信販

売、インターネットやスマートフォ

ン等を利用したネットショッピン

グが急増しています。 

・低価格化、品揃え、利便性など、消

費者動向への対応が難しい小規模

商店や、設備投資に対する資金の捻

出が難しい事業所が点在していま

す。 

・事業者の高齢化・後継者不足が進ん

でおり、商店数が減少し消費者の

利便性の低下が懸念されます。 

・経営規模が小さい商店・事業所が多

く、村外への消費者の流出が目立

ちます。 

・将来的に空き店舗となる可能性が

あります。 

・高齢者など自身での移動が困難な

「買い物難民」が今以上に増える

可能性があります。 

村の特産

品 

・高原野菜、そば、カラマツなどの特

産品や、豊かな自然、川上犬などの

自然の資源を活かした商工振興に

取り組んでいます。 

・加工向けの特産品が乏しく、他の地

域と差別化が難しい状況です。 

村内のサ

ービス業 

・宿泊業・飲食業・修理業・美理容業・

洗濯業などが営まれていますが、事

業者の高齢化や後継者不足により、

事業者数の減少が進んでいます。 

・それぞれの業種で時期により利用

者数の増減があります。 

・事業者の高齢化・後継者不足により

経営が難しくなると、空き店舗と

なる可能性もあり地区住民の利便

性が低下していく恐れがありま

す。 

 

主な取り組み 

〇顧客増に向けた取り組み 

・県や他市町村との連携、振興公社やマルシェかわかみと協力した村の新たな特産物開

発に取り組み、川上ブランドとしてアンテナショップ等を活用した情報発信を行い、他

地域との差別化を図ります。 

・観光キャンペーンへの参加、東京オリンピック・パラリンピック開催に伴い盛り上がり

を見せるスポーツ合宿などの誘致などにより、村外からの利用客の増加を図ります。 

〇経営支援 

・経営指導や講習会の開催など、商工会が行う事業に対し引き続き費用の助成を行いま

す。 

・農業や観光など他産業との連携による新規事業の創出や商品開発、買い物難民に対応

した販売サービスなどを行う事業者の積極的な事業展開を支援します。 

・商工会と協力し、事業所等の自助努力を促すとともに村内で経済の循環が起こる仕組

みづくりを進めます。 

・空き家・空き店舗の把握に努め、新たに創業する際に活用できる仕組みを検討します。 

 

資    料 

工業統計 

商業統計調査 
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４．観光 
項目 現    状 課    題 

村の観光

資源 

・観光資源は、千曲川の源流、甲武信

ヶ岳・金峰山などの登山、自然景観、

キャンプ、トレッキング、ロックク

ライミング、スキーなどが中心で

す。 

・廻り目平は村を代表する観光拠点

となっています。 

・高原野菜、そば、カラマツなどの特

産品や、豊かな自然、川上犬などの

自然の資源を活かした観光振興に

取り組んでいます。 

・廻り目平周辺の観光施設の老朽化

が進んでおり、観光旅行者のニー

ズに応じた設備の確保等、計画的

な修繕・整備を検討する必要があ

ります。 

・観光資源を活かした観光形態にな

っておらずマネタイズ(収益化）で

きていません。 

・国立公園に囲まれた手付かずの

山々や、豊かな自然環境、特殊な地

形・気候など、村の特徴を利用した

観光開発の可能性・資源を、十分に

活かしきれていない状況です。 

観光ＰＲ ・村の総合パンフレット、トレッキン

グガイド、村営バスマップなど、用

途別の観光パンフレットを製作し

ています。 

・村内各所に観光案内版を設置、村の

ホームページに観光情報、交通案内

等を掲載しています。 

・マスコットキャラクター「レタ助」

を活用した観光のＰＲを行ってい

ます。 

・長野県の観光キャンペーンへの参

加の他、小海線沿線地域活性化協議

会などで広域的な観光キャンペー

ンを行っています。 

・日帰りのトレッキング客などが多

く、観光客等が村内でお金を消費

するような仕組みを検討する必要

があります。 

・近隣町村との同種の観光資源にお

いて、観光客の取り合いが起きて

いる可能性があります。 

 

 

主な取り組み 

○観光拠点の強化・開発 

・廻り目平を中心に老朽化した施設を見直し、観光客のニーズ・時流に合わせた整備を行

うと共に、東京オリンピック・パラリンピックでも新たな種目として注目されているク

ライミングを軸に観光拠点としての機能を強化します。 

・自然を中心とした観光ガイドの育成や、スポーツ観光促進のためのインストラクター

などの人材育成・活用を推進します。 

・周辺自治体と連携し、新たな観光資源・特産品（お土産品）の発掘、体験型・滞在型観

光プランの提案など、収益化につながる取り組みを広域的に推進します。年間を通じて

収益があがるよう、特に冬季の観光プランの開発に注力します。 

・マルシェかわかみを一つの軸とした観光事業を検討し、マルシェかわかみを有効に活

用して観光拠点のひとつとなるような仕組みを検討します。 

○観光ＰＲ活動の促進 

・観光協会事業に協力してくれる住民を募集するなどし、SNSによる情報発信や、観光マ

ップ作成などにより、より効果的なＰＲ活動を展開します。 

・同種の観光資源を持つ近隣市町村との連携を視野に入れた広域観光の可能性を探りま

す。 
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・マスコットキャラクター「レタ助」を活用したお土産品等は増加傾向にありますが、引

き続きキャラクターを活用したＰＲ活動を展開します。 

 

【資料】   観光地利用者統計     川上村一人当たり観光消費額 3,938円 
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５ 就労・雇用 
項目 現    状 課    題 

村の主産

業 

・村では、農業に就業している人口の

割合が極端に多く、全体の７割弱を

占めています。 

・夏季は、農業に従事する人、またそ

こでの雇用が多く発生しますが、農

業以外の産業が少ないことから、農

閑期の就労の場がほとんど無く、冬

季には、農業者の多くは、村外に仕

事を求めています。 

・農業以外の産業に乏しく、移住や帰

村希望者のための就労の場が大変

少ない状況であり、新たな雇用の

場の確保が求められています。 

・年間を通じて就労の場を確保でき

るような、新たな産業の開発が求

められています。 

農業の就

労環境 

・高原野菜栽培のピークを迎える夏

季には、早朝からの出荷作業に追わ

れ、休暇を取る余裕の無い農家が多

く存在し、身体的な負担が大きくな

っています。 

・農繁期に仕事が集中し、長時間の過

酷な農作業など、農家の身体的な

負担が多くなっています。また、夏

季のみに労働時間が極端に集中す

る傾向で、年間を通じた労働時間

のバランスが悪い状態です。特に

夏季における仕事と家事・育児な

どの両立に支障をきたす家庭も多

くあります。 

人材不足 ・村内には、大きな民間企業などは無

く、農業以外の主な就職先は、医療・

福祉関係の事業所、農協、行政関係

の組織が中心となっています。 

・少子化、人口減少の進行に伴い、医

療・福祉分野では、人材の不足が深

刻な問題となっています。 

・村への就労を希望しても、住宅が不

足していることで人材の確保が円

滑に進んでいません。 

 

主な取り組み 

○就業の創出と態勢の整備 

・農業や観光など、他産業との連携による新規事業の創出や商品開発などを行う事業者

の積極的な事業展開を支援し、人材の育成を進めます。 

・本村の自然条件や立地条件、土地利用などの利点を活かして、企業などを誘致するため

の態勢の整備を検討します。 

・移住や帰村希望者が村内でスムーズに就労できるよう、村内での就労希望者向けの住

宅の整備を検討し、村内就労の受け入れ態勢の向上と、人材の確保に努めます。 

○就労機会・人材の確保 

・行政関係の雇用については、村内に広く募集を周知することとし、資格・能力に応じた

公平な雇用の実施に努めます。 

・特に資格を必要とする職種については、近隣市町村の状況も勘案して雇用条件を決定

するなどし、安定した人材確保に努めます。 
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１ 学校教育 
項目 現    状 課    題 

児童・生

徒 数 の

減少 

・平成 29 年度の小中学校の児童・生

徒数は、277 人（第１小 89 人、第

２小 73人、中学 115人）で、年々

減少を続けています。 

・第一小学校と第二小学校の交流活

動を行  っています。自然教室や

遠足、社会見学などを合同で実施し

ている学年があります。 

 

 

 

 

 

 

・スケート教室やスキー教室など、地

域スポーツを授業に取り入れてい

ます。 

・児童数の減少が進む中、今後の小学

校運営について、統合も含み様々な

視点から学校のあり方を検討する必

要があります。 

・児童・生徒数の減少に伴って、専科

教員の配置が困難になってきていま

す。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

生じます。 

・男女比の偏りにより、グループ学習

や体育科の球技、音楽科の合唱・合

奏などに制約が生じています。また、

団体競技の部活動運営にも支障をき

たしています。 

・暖冬の影響があることや、児童数の

減少に伴って保護者の数も減るため

に、校庭スケートリンクの設営が難

しくなってきています。 

教 育 内

容 の 充

実 

・時代の変化によって、「個」を尊重

する社会的意識が醸成されたこと

に加え、グローバル化によって求め

られる知識の質が変化してきてい

ます。これにより、教育ニーズも多

様化・複雑化しています。 

・地域の方々を講師にした源流学習

や総合的な学習に取り組んでいま

す。 

・「郷育運営委員会」及びコミュニテ

ィスクールの運営委員会を設置し、

地域との連携や、地域に開かれた学

校運営について検討、推進していま

す。 

・交通事故や犯罪予防に向けて、地域

全体で子どもたちの見守りを進め

ています。 

・暗記先行の知識教育だけでなく、課

題を発見し、解決策を考える応用力

を身に着けることが求められていま

す。 

・自立心や自己表現力など、時代の変

化に対応する「個」を育成する教育

が求められています。 

・源流教室や総合学習をとおして、地

域の文化、伝統等を子供達に伝えて

いく「郷育」を推進していくために

は、地域の方々の参加・協力が不可

欠です。 

・保護者や地域住民など、誰もが学校

運営に参加できる運営体制を整備す

る必要があります。 

・登下校時の見守りは、地域の方々と

の連携が必要ですが、見守り隊員が

不足している状況です。 

特 別 な

支援 

・特別な支援を必要とする児童生徒

の割合が増加しています。 

・支援員の増員や、障がいを持つ児童

生徒が平等に教育を受けられるよ

う、施設のバリアフリー化を行うな

ど、学びの環境を整備しています。 

・特別支援連絡会を開催し、教育委員

会、保育園、学校、保健師などが連

携し、切れ目のない支援に取り組ん

・児童・生徒や保護者などが、障がいへ

の理解を深めるととともに、障がい

の種類や程度に応じた教育環境の整

備が求められています。 

・特別支援学校や通級指導教室などへ

の通学、通級に対する保護者負担の

軽減が求められています。 
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でいます。 

教 育 施

設・設備 

・第一小学校は建設から３８年、第二

小学校は建設から３４年が経ち、校

舎だけでなく設備等も老朽化が進

んでいます。 

・教育内容の充実や時代のニーズに

対応し たＩＣＴ利用の授業を推進

するため、必要な機器整備を行って

います。 

・学校施設・設備、一部の教職員住宅な

どは、老朽化により修繕を必要とす

る個所が、多数発生しています。児

童・生徒数の動向を見つつ、小学校

のあり方の検討を踏まえ、計画的に

修繕・整備を進める必要があります。 

・ＩＣＴ利用が円滑に進むよう、機器

や設備の整備だけではなく、教える

側の理解や指導方法など、教員に対

するサポートが求められています。 

経 済 的

支援 

・村内には、学校が中学校までしかあ

りません。高校、大学などに就学す

ると、長距離通学、寮生活などで、

経済的負担も大きくなります。経済

的な理由で就学が困難にならない

よう、村独自の奨学金制度を設けて

います。 

・奨学金制度の認知が低く、活用が限

られている状況です。対象家庭への

周知を徹底すると共に、利用のしや

すさを向上させる必要があります。 

 

主な取り組み 

○児童数・生徒数減少への対応 

・児童数の減少が進む中、小学校の今後の運営については、統合を含めた様々な視点か

ら、最も適切な教育環境のあり方が実現できるよう検討を進めます。また、校庭スケ

ートリンクの設営には、保護者一人一人の負担が大きくならないよう、その運営方法

の見直しを検討します。 

・部員数の減少により運営が難しい部活動は、南牧中学校等と合同での活動が出来るよ

う調整していきます。 

○教育内容の充実・学力の向上 

・従来の講義的な授業だけではなく、子どもたちが自ら課題を見つけ、主体的・対話的に

解決する力を養い、学習内容を深く理解できるよう取り組みます。 

・小学校では「生活ふり返りノート」を活用し、家庭学習の定着や、児童自ら時間の管理

ができるよう取り組みます。 

・職業体験や「夢の教室」を通して、様々な職業への興味・関心を高め、必要となる自立

性や社会性を育てます。 

・外国語活動を通して、言語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケーションを

図れる児童生徒の育成に取り組みます。 

・法政大学のまちづくりチャレンジ入試制度を活用し、平成 29年に 1名入学、平成 30年

にも 1 名が入学予定です。今後もこの制度を周知し、将来の村づくりを担う人材の育

成に取り組みます。 

〇ふるさとを愛する心を育む 

・学校支援ボランティアを地域の方から募集し、学校運営に参加していただけるよう呼

び掛けていきます。 

・コミュニティスクールの推進など、教育の在り方や学校運営について、保護者、地域住

民、行政等が一丸となって取り組む体制の構築を引き続き進めます。 

・村の農産物の学校給食への利用を推進し、地産地消を実行するとともに、栄養バランス

の整った安全で安心な給食を提供します。 
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○特別支援学級への支援の充実 

・特別支援教育について、講演会や研究会などで地域全体での理解を深めます。 

・関係機関が連携した切れ目のない特別教育支援員の増員や、基礎的な学びの環境を整

備します。 

・特別支援教育就学奨励費を検討します。 

○教育施設の充実 

・修繕が必要な施設や設備の整備を行います。 

・小学校校舎や一部教職員住宅のあり方について検討し、計画的に整備を進めます。 

・平成 18年度に購入したスクールバスが更新時期を迎えたため、新たに購入します。 

・小・中学校にＩＣＴ環境を整備し、川上村に適したＩＣＴ授業を進めます。また教員

がＩＣＴを効率的に利用できるように研修を行います。 

・奨学金制度の利用促進のため、広報による周知徹底をはかるとともに、村民ニーズを踏

まえ、奨学金制度の制度改変を必要に応じて検討していきます。 

 

資    料 

児童・生徒数の推移 

 

【用語解説】 

・通級指導教室 

学習障がいや注意欠如多動性障がい、自閉症スペクトラム障がいなどの、障がいの状態が

異なる子どもたちに対して、個別指導を中心とした特別な指導を、週に数時間単位程度で

提供する教室。 

・特別支援教育就学奨励費 

特別支援学校や特別支援学級などで学ぶ際に保護者が負担する通学費などを、家庭の経

済状況などに応じて補助する制度。 

・ＩＣＴ教育 

 情報通信技術を活用した教育。インターネットやタブレット、デジタルコンテンツなどの

デジタル技術を使用し、情報活用能力を育成する。 

・郷育運営委員会 

学校と地域住民が継続的に連携し、共に子どもたちを育てていく取り組み。 

・夢の教室 

（財）日本サッカー協会がトップアスリートを夢先生として小・中学校に派遣し、夢を持

つことや仲間と協力することの素晴らしさを伝える事業。 
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２．社会教育（生涯学習・青少年健全育成） 
項目 現    状 課    題 

図書館の

運営 

・村図書館（文化センター）では 60,000

冊の図書のほか、DVDや CDも所蔵し

ています。 

・24時間利用できる図書貸出しコーナ

ーや、図書館に来館することが困難

な方々を対象とした、本の出張貸出

しサービス「本の宅配便」を行ってい

ます。 

・ボランティアによる本の読み聞かせ

や、実体験を通じて学ぶ「バードウォ

ッチングの集い」を年３回行ってい

ます。 

・新刊だけでなく、資料となる過去

の書籍の充実など、多様化する利

用者のニーズに対応できる図書

や DVD、CDを揃えておく必要があ

ります。 

学習機会

の提供 

・生涯学習教室を毎年開講しており、

参加人数は増加しています。平成 29

年度には 29教室を開講し、532名の

方が参加しています。 

・男性の参加が少ない傾向にありま

す。また、参加者が固定されてい

る傾向にあり、参加したことのな

い住民に参加を促していく必要

があります。 

学習環境

の整備・

確保 

・文化センターや中央公民館は、主に

生涯学習教室の会場、文化芸術団体

の活動場所として利用されていま

す。 

・図書館２階の学習室は、村民が個々

に学習できる空間として利用されて

います。 

・中央公民館は老朽化が進んでお

り、改修が必要です。 

・文化センターや図書館は部分的に

改修が必要です。 

青少年健

全育成 

・学年や地域を越えた交流を目的とし

年に一度、少年少女球技大会を開催

しています。 

 

 

・近年は、小・中学生の時期から携帯電

話やスマートフォンなどを所持し始

めています。LINE や Facebook など

の SNS 上でのトラブルが全国的に増

加しています。 

 

・小学校の児童数の減少により、団

体競技の運営が難しくなってき

ており、また、ニーズの多様化に

より、従来までの球技大会の運営

が難しくなってきています。 

・青少年健全育成に係る地域、家庭

との連携が弱くなってきていま

す。犯罪に巻き込まれないよう、

インターネットや SNSの利用方法

や危険性・ネットモラルについ

て、地域全体に広めていく必要が

あります。 

 

主な取り組み 

○図書館の充実 

・多くの人が図書館を利用できるよう、利用者のニーズに応じた図書や CD、DVD の入れ替

えを行い、内容の充実を図ります。 

・図書館の利用者を増やし、家庭などで読書の機会が広がるよう、新刊の案内や、図書館

まつり、お話し会などのイベントを開催します。 



第５章 教育・文化・ライフスタイル 

 

5 

 

○学習機会の提供 

・生涯学習教室が、生涯を通して学べる場となり、住民同士の交流が進んで活気のあふれ

る学習の場となるよう環境の整備に努めます。 

・村民の要望に対応できるよう、毎年生涯学習教室の内容を見直し、また、男性向けの教

室の開講を検討するなどして、男女を問わず多くの村民に参加してもらえるよう、内容

の充実を図ります。 

○学習環境の整備・確保 

・中央公民館、文化センターを計画的に改修し、施設の長寿命化及び住民の利便性向上を

図ります。 

○青少年健全育成運動の推進 

・学校・地域・家庭と協力し、青少年の非行や犯罪防止に取り組みます。また近年増えて

いる、インターネット犯罪等のネットトラブルに巻き込まれないよう、ネットモラルや

利用方法について、広報等での啓発や、各学校で講演会を行います。 

・引き続き少年少女球技大会、柔道・剣道教室を開催します。また、学校外で行われる文

化・スポーツ等の活動を支援し、世代を超えた連帯意識の向上を図ります。 
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３．公民館活動・生活改善 
項目 現    状 課    題 

各地区の

公民館施

設 

・各地区の公民館は、行事や会議、

法要などで、多くの地域住民に利

用されています。また、災害時の

避難所に指定されています。 

・施設や備品の老朽化が進んで修繕が

必要な個所も多く発生し、利用の際

に不具合が生じることもあります。

また、避難所としては、広さや立地

条件など機能が不十分な公民館があ

ります。 

公民館活

動 

・村民運動会や歩け歩けのつどい、

マレットゴルフ大会など、住民同

士の交流の場となるイベントを

開催しています。 

・人口の減少や参加意欲の低下などに

より、公民館活動への参加者が減少

しています。 

各地区の

住民団体 

・各地区にそれぞれ老人クラブ、婦

人会、若妻会、青年会があり、地

区ごとでの活動や、村全体での活

動に参加しています。 

・人口の減少に伴って、各会の会員数

が減少しており、活動を休止しさせ

ている団体や、団体での活動に支障

をきたす地区も発生しています。 

生活改善 ・生活改善委員会を開催し、各地区

の現状や各世代からの意見を聞

き、今後の生活改善のあり方を検

討しています。 

・村民同士のお祝いやお見舞いなど

に対するお返しには、生活改善委

員会が推奨する返礼用はがきが

活用されています。 

・冠婚葬祭の行事やご祝儀、香典等の

金額は、個人の意思によるところが

大きいことから、生活改善の申し合

わせ事項についての徹底が進まず、

改善されにくい状況にあります。 

 

主な取り組み 

○公民館分館施設の環境改善 

・老朽化した各地区の公民館施設を、各分館が修繕・改修工事等を実施する場合は、その

費用の一部について、引き続き補助金を交付します。 

○つながりを意識した公民館活動の実施 

・分館の活動を支援していきます。 

・人口の減少により、今後は住民同士の強いつながりが求められます。そのため、公民館

行事を通して住民同士を結び付け、その後の交流のきっかけとなるよう、行事を企画し

ていきます。 

・運動会などの分館対抗で行われるスポーツ行事は、各地区の人数などを考慮して、内容

の見直しを検討していきます。 

・各地区の住民団体の会員数や活動内容等の状況把握に努め、充実した活動を行えるよ

う、きめ細やかなサポートを行います。 

・若妻会・婦人会は、各地区の会員が減少傾向にあることから、入会を促進するとともに、

少人数でも活動しやすい環境づくりを行っていきます。 

○生活改善の推進 

・生活改善のあり方の検討を続け、冠婚葬祭等の簡素化など、改善の意識が浸透するよう

啓発活動を続けていきます。 
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４．文化・芸術・スポーツ 
項目 現    状 課    題 

文化・芸

術活動 

・個人や各グループで、芸術作品の作

成やダンス、コーラスなど様々な文

化的創作活動が行われており、公民

館まつりなどの機会をとおして発

表されています。 

・文化活動の発表や展示、学習活動な

どの拠点として、文化センターが多

くの村民に利用されています。 

・芸術の分野については、団体として

の活動から、個人での活動が増え

ています。ニーズも多様化してき

ており、それぞれに応じた支援や、

施設・設備の利便性向上が求めら

れています。 

 

文化財保

護 

・国・県・村指定による文化財は、村

内に 31 件あり、保存と活用を図っ

ています。 

・現在村内には 57か所の埋蔵文化財

（遺跡）が確認されており、文化財

保護法に基づいて保護されていま

す。 

・文化財保護委員を中心に村の文化

財について研究を行い、保護に努め

ています。 

・各地区の道祖神行事や食文化など、

無形の文化も守られています。 

・学べることができる大切な財産と

して文化財を守るため、学習など

で活用する機械を設けるなど、そ

の価値を多くの村民に知ってもら

う必要があります。 

・特に無形文化財は、保存・保護活動

の担い手の減少が進んでいます。 

スポーツ

施設 

・平成 26年度に大深山運動公園グラ

ウンドの芝生化を実施しました。天

然芝を利用して野球やサッカーな

ど広く村民に利用されています。 

・体育施設の損傷や備品の老朽化が

みられ修繕等が必要な部分が多く

存在します。多様化した村民ニー

ズに沿った施設の整備が求められ

ています。 

スポーツ

を通じた

交流・普

及 

・東日本少女サッカー交流大会（レタ

スカップ）を開催しています。県内

外から多くのチームが参加してい

ますが、平成 29 年度には初めて川

上村のチームが大会に出場しまし

た。 

・川上スケート大会を開催していま

す。県内外から毎年多くの小学生が

参加して、技術を競い合っていま

す。 

・公民館主催のマレットゴルフ、ゲー

トボール、軽スポーツ、村民運動会

等のスポーツ大会を開催していま

す。 

・小学生のスポーツ活動には、野球、

サッカー、柔道、スピードスケート

などの教室やクラブがあり、各種大

会等へ出場しています。 

・人口減少・少子化に伴い、子どもの

競技人口が頭打ちになっていま

す。 

 

 

 

・各種スポーツ大会を開催していま

すが、村民がスポーツに親しみを

持って気軽に参加できるよう、行

事・大会運営等に工夫が求められ

ています。 

 

・少子化に伴って児童・生徒数が減少

し、スポーツチームの編成が困難

となっているものもあります。指

導者も不足しており、指導者の確

保・育成が求められています。 

 

主な取り組み 
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○文化・芸術活動の支援 

・公民館と連携を図り、文化・芸術活動への参加のきっかけ作りや発表の場を設けるな

ど、村民の自主的な活動の場の確保と支援を充実させていきます。 

・発表や活動の場となる文化センターを中心に設備の充実を図り、多様な活動を支援する

体制を整えます。 

○文化財の保護 

・文化財の正確な価値を調査し、的確な保存活用計画を作成して、保存と活用を図りま

す。 

・新たな指定に向け、村内の資料について調査し、各種の成果を報告書やパンフレットに

より、周知します。 

・道祖神行事や伝統食など伝統文化や無形文化財の保存活動を支援し、次世代の担い手づ

くりを推進します。 

○スポーツ活動の推進 

・村民のスポーツ活動を支援し、様々なスポーツに対応できるよう体育館や運動場の設備

や備品の充実を図ります。 

・スポーツ活動の多世代への普及を推進し、健康の増進や村民同士の交流、生きがいづく

りに繋げます。また、スポーツ活動への取り組みに対する費用の助成やスポーツ団体の

活動に対する支援を行い、競技人口の増加や団体の強化を図ります。 

・村民が新たにスポーツ団体をつくる際には、指導者の確保や広報活動等の支援を行いま

す。 

・スポーツ大会や教室などへの参加方法を見直し、参加者の増加を図ります。 

・ニュースポーツ（※１）を導入し、気軽に取り組めるスポーツの普及を図るとともに、

村民の交流につながるスポーツ環境をつくります。 

・村内出身の指導者による社会体育の指導を推進します。また、指導に必要な費用の助成

や、指導者に対する講習会や研修への参加の支援を行います。 

 

用語説明 

※１【ニュースポーツ】競うことよりも楽しむことを主とし、だれもがいくつからでも気軽

にできるスポーツ。 
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５．共生社会（人権尊重・男女共同参画） 
項目 現    状 課    題 

人権尊重 ・川上村人権を守り差別をなくす村

民大会を開催し、児童・生徒や、住

民の参加により、人権問題等に関す

る意識の高揚を図っています。 

・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おり、

子どもから大人までそれぞれの意

識啓発が必要です。 

外国人 ・農繁期には、外国人農業実習生が毎

年 900人以上入村してきます。村の

主産業の担い手として、また、川上

村民の一員として多くの外国人の

方々が村内で生活をしています。 

・外国の言語や文化の違いの受入れ・

理解がスムーズに出来ず、コミュ

ニケーション不足から不要なトラ

ブルが発生することがあります。

各国の異なる文化の理解や、それ

を受け入れる意識の高揚が求めら

れています。 

相談体制 ・村の人権担当の係が分かれおり、政

策の意図や内容の統一が図りづら

くなっています。 

・相談窓口が分かりにくい状況です。 

・全国的に増加している児童虐待や

ＤＶの問題に対して、本村でも支

援体制を明確にしておく必要があ

ります。 

男女共同

参画 

・村の各種委員会や意思決定機関の

構成員のほとんどを男性が占めて

います。 

・平成 29年度には、これまで男性の

みで構成されていた農業委員会に、

女性委員が２名任命されました。 

・保育園行事や学校行事に男性が積

極的に参加している姿が多くなり

ましたが、依然として育児や介護が

女性の役割となっていることが多

く見受けられます。 

・女性目線の発想や価値観が認めら

れにくく、女性の意見が反映され

にくい状況です。 

・女性が自ら参加意思を示した活動

については、環境を整えることが

必要です。 

・女性の家庭外での活動、活躍が制約

されており、男女格差は解消され

たとは言い切れません。 

・男性の育児への参加の促進と、それ

に対する支援が求められていま

す。 

 

主な取り組み 

○人権啓発・相談体制 

・家庭や職場、地域等のあらゆる場面において人権に対する正しい理解を促進するため、

専門家による講演等を行い、意識啓発に努めます。 

・国際交流事業などを通して、外国の文化を理解する柔軟な心を持ち、互いを尊重し合え

る人権意識を養います。 

・役場での相談窓口や人権に係る政策の整理を行い、効率的な施策運営の実現と、住民の

利便性が向上するよう体制の見直しを行います。 

○男女共同参画 

・基本目標や施策を盛り込んだ男女共同参画計画を策定します。その中で、数値目標を設

定し、各種委員会や審議会の委員に女性の登用を進めます。 

・男性の育児参加は、以前に比べると進んでいますが、今後は、さらに若い年代のうちか

ら女性が社会に参画できるきっかけづくりを促進するため、各種団体への様々な支援

を強化します。 

・子育て支援センターを中心とした、家事や子育てに対する柔軟なサポート体制づくりに

取り組みます。 
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・男女の役割分担意識にとらわれることなく、個人が様々な活動に参加できるよう社会全

体で子育てや介護を支える環境づくりを引き続き進めます 
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６．結婚支援 
項目 現  状 課    題 

非婚率の

増加 

・川上村の男性の40歳代の非婚率は、

近年では約 30％まで上昇し、全国

平均、長野県平均を上回っていま

す。さらに結婚適齢期といわれる

30 歳代における非婚率は 50％近く

あります。少子化、人口減少化の要

因にもつながると考えられます。 

・農家では、後継者の確保は進んでい

るものの、その一方で配偶者不足

が深刻な課題となっています。近

年は、農繁期が長くなってきてい

ることもあり、出会いの場も少な

くなっています。 

・非婚男性の年齢層が広くなってき

ており、各年代別での適切な支援

策が求められます。 

新婚住宅 ・平成 26年度に居倉地区に若年層向

け村営住宅（新婚住宅）の建設を行

いました。若者が結婚して新たな生

活を始める際の住居として利用さ

れています。 

・入居を希望する者が多く、住宅は常

に満室状態で、供給が追い付いて

いません。新たな住宅の確保が求

められています。 

婚活支援

事業 

・村主催で、村内男性と首都圏の女性

との出会いの場を作るための婚活

イベントを行っていますが、女性参

加者の確保が難しくなってきてい

ます。 

・川上村や農業に対してのイメージ

アップを図り、女性参加者を増加

させる必要があります。 

・ホテルやイベント会社、民間企業と

提携し、女性参加者を増加させる

必要があります。 

・これまで関東圏を中心として参加

女性の募集を行っていましたが、

長野県内、山梨県など近県の女性

に向けての募集など、アプローチ

対象者を広げて成果の上がる企画

を検討する必要があります。 

 

主な取り組み 

○婚活イベントの開催 

・ホテルや民間会社などと連携し、専門的な分析やアプローチによる効果的な婚活イベン

トを開催します。 

・役場内に婚活におけるプロジェクトチームを置き、中長期的な取組みを検討しながら婚

活を支援します。 

・インターネットを活用し、年間を通じて女性参加者を募ります。 

・結婚相談員を増員し、多方面から婚活を支援するシステムを構築します。 

・役場内に専門的部署を設け、年間を通じて相談のできる体制を整えます。 

○住環境の整備 

・若者が結婚して新たな生活を開始する際に、村内で良好な住環境が確保できるよう、新

婚者が一時的に居住できる賃貸住宅を整備します。 

 

 

主な事業の実施予定   事業内容 実施予定年度 

・若年層向け村営住宅の建設 平成 30年度（2018年度） 
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１．行財政 
項目 現    状 課    題 

行政運営 ・平成 19 年度より職員提案制度を

導入し、職員自らの提案に基づく

業務改善および能率向上を図っ

ています。また、平成 28 年度よ

り職員の能力向上と着実な業務

遂行を図るため、人事評価制度を

導入しています。 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 27 年にマイナンバー制度が

導入されました。戸籍や税務業務

で活用を開始しています。 

 

・計画策定時などに、住民アンケー

ト等により住民ニーズの把握に

努めています。 

・多様化・複雑化する村民のニーズを

的確に捉えて、厳しい地域間競争を

勝ち抜くために、職員には専門的知

識の習得や、政策形成能力、法務能

力が強く求められています。 

・集中改革プランによる職員定数の削

減から、縦割りによらない組織一丸

となった執行体制の確立や情報化社

会への的確な対応など、時代に即し

た行政改革が常に求められていま

す。 

・人事評価制度の適切な稼働を推進

し、職員の昇給・昇格への反映を検

討するなど、積極的な活用が求めら

れます。 

・マイナンバー制度普及促進や制度導

入に伴う個人情報の適正管理の徹底

が求められています。 

・アンケートなどで聴取された住民ニ

ーズが、施策に反映されていないと

感じている方もいます。 

財政運営 ・村の現在の財政運営は、税収は少

なく、収入の割合の多くを地方交

付税に依存する形となっていま

す。限りある財源を有効に活用す

るため、事業をゼロベースで見直

し、村民の求める事業実施が進む

よう節約と財源確保に努めてい

ます。 

・公平公正な納税の確保のために、

納税相談や滞納処分、長野県地方

税滞納整理機構との連携による

滞納整理など、村税の徴収率向上

に努めています。 

・経常経費については、経費削減の

徹底に努め、職員の意識改革を図

っています。 

・将来の財政需要を見通しながら、

基金への積み立てを行っていま

す。 

・交付税措置のある有利な起債(辺

地債)を活用し、繰上償還を毎年

行うなど適正な起債管理に努め

ています。 

・平成 28 年度決算の実質公債費比

・今後も大規模事業が計画されてお

り、相当な財政負担が見込まれます。

社会保障費の増加、公共施設などの

維持管理費等が財政を圧迫する恐れ

があります。 

・地方交付税に頼った財政運営が続い

ています。常に国政の動向に留意す

るとともに、財政力を向上させるこ

とが必要です。また、住民が求める

事業への投資は、向上させる必要が

ありますが、バランスを見極めた運

営を行っていく必要があります。 

・自主財源の根幹をなす村税につい

て、未申告者の調査や、滞納整理の

徹底など、さらなる徴収率向上対策

について検討する必要があります。 
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率は 2.6％で、年々数値は向上し

ています。県内市町村と比較して

も優良な財政指標を示しており、

健全な財政状況にあると言えま

す。 

・公会計への対応にむけて、行政財

産の正確な把握を行っています。 

 

 

・公会計移行にあたっては、職員全体

で取り組む必要があります。 

 

主な取り組み 

〇行政運営の効率化 

・社会状況の変化や村民ニーズの多様化に対して柔軟に対応するために、より効率的で

機能的な組織づくりに取り組みます。 

・人物を重視した計画的な職員採用と、人事評価に基づいた効率的な職員体制・配置を行

います。 

・住民懇談会の開催など広聴活動を積極的に実施し、さらに村民が日ごろから気軽に意

見や要望を提案できる仕組みを構築して、住民意見の行政施策への反映に努めます。ま

た、パブリックコメントの実施等により、開かれた行政を心がけます。 

・KCVや広報、ホームページ、SNSなどを積極的に活用し、きめ細やかな行政情報の発信

に努めます。 

〇職員資質の向上・能力強化 

・多様化・高度化していく行政課題に対して的確に対処できる組織を作るために、多様な

職員研修を実施し、職員個々の能力の向上を図り、組織としての実行力・対応力の強化

に努めます。 

・業務に関する知識習得・意識改革のため一般的な職員研修のほか、長野県庁、他市町村

や民間への派遣・研修を検討し、広い視野を持って行政需要に対応できる職員を育てま

す。 

・職員提案制度等を積極的に活用し、職員の能力開発や。職員の自主性を高める仕組みづ

くりに取り組みます。 

・公正な村政運営を行うために、職員一人ひとりがコンプライアンスへの意識を持って

業務を行っていくよう研修を実施し、各業務に関するマニュアルや指針の策定を行う

など、適切な事務処理が徹底される組織の構築に努めます。 

・村民の目線に立った対応に心がけ、村民から親しみを持ってもらえるような役場を作

っていきます。 

○将来を見据えた財政運営 

・既存の事業については、PDCAサイクルに基づく事業の直しや改善の実施を進めるなど、

変化する地域課題や社会状況に対応するために、将来を見据えた安定的な財政運営に

努めます。 

・税負担の公平性と自主財源確保のために、課税客体の的確な把握に努めるとともに、関

係機関と連携した滞納整理の実施を行い、納税者の納税意識の高揚と徴収率の向上を

図ります。 

・新しい公会計制度に基づいた財務処理を着実に実行していくために、職員の研修会等

を実施し、個々の理解を深めていきます。また、村の資産や債務の正確な把握と管理、

村民への財務情報の分かりやすい開示に努め、予算編成・決算分析、行政評価などに活

用して、効率的な財政運営に努めます。 
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２．公共施設 
項目 現    状 課    題 

施設の維

持管理 

・公民館分館施設、消防分団詰所など

の公共施設を、地区ごとにそれぞれ

設置しています。 

・平成 28年度に建設した統合保育所

には、地下熱を利用した冷暖房設備

や太陽光発電を、設備を採用し、環

境に配慮した公共施設整備を推進

しています。 

・成 28 年度には、本村の既存の公共

施設について、総合的にマネジメン

トしていくための基本方針を示し

た「公共施設等総合管理計画」を策

定し、計画に基づいた取り組みを進

めています。 

・役場庁舎、中央公民館については、

施設の老朽化や村民の利便性を考

慮し、今後の施設のあり方を検討し

ています 

・主要公共施設（役場、文化センター、

ヘルシーパーク）には、防災用備蓄

品倉庫を設置し、緊急時の対応に備

えています。 

・各地区の街路灯建設・改修時には

LED照明への移行を推奨しており、

多くの個所で導入が進んできてい

ます。 

・防災に対する意識が高まる中、災害

時の避難所としての機能は必要不

可欠であり、更なる防災のための

備えを進める必要があります。 

・現在の役場庁舎は、防災拠点として

の機能が不足している部分もあり

ます。また、住民の窓口利用や事務

スペースの効率化、省エネ対策や

高齢者・障がい者の方にも利用さ

れやすいようなバリアフリー化な

ど、住民が真に使いやすい施設の

あり方が求められています。 

・公共施設（各地区公民館含む）の長

寿命化が課題です。 

公共施設

の利用 

・農繁期・農閑期などの時期によって

差はあるものの、公民館、ヘルシー

パーク、文化センターなどの公共施

設は、多くの村民に利用されていま

す。 

・ヘルシーパークかわかみ、中央公民

館及び各地区公民館に Wi-Fi アク

セスポイントを整備し、村民や観光

客などに無料で開放しています。 

・住民の利用状況、人口構造や社会情

勢の変化を考慮して、施設の利用

形態を検証し、統廃合や複合化な

ど、公共施設の適正な配置を図る

必要があります。 

・無料 Wi-Fi への接続方法や利用制

限の見直しなど、住民にとって使

いやすい仕組みを構築する必要が

あります。 

 

主な取り組み 

○施設の維持管理の適正化 

・災害対応や行政ニーズの変化等を踏まえ、公共施設の在り方を抜本的に検討し、必要に

応じて、整備・修繕等を計画的に実施していきます。 

・各施設の耐震化をおこない、備蓄品を貯蔵するなど、避難施設としての機能を充実させ

ます。また、役場庁舎を含め公共施設への Wi—fi環境整備を推進していきます。 
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○環境に配慮した公共施設 

・新規建設の公共施設については、太陽光発電や雨水利用設備など自然エネルギーの活

用や、LED照明の設置など環境に配慮した取り組みを率先しておこないます。 

・村内各地区の街路灯への LED照明の普及を促進させるため、街路灯建設・改修時の LED

照明の導入に係る補助金を創設します。 

 

主な事業の実施予定   事業内容 実施予定年度 

・公共施設長寿命化計画の策定 平成 31年度（2019年度） 

・LED街路灯導入補助金の創設 平成 31年度（2019年度） 

 

関連する計画 ・川上村公共施設等総合管理計画 
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３．広域連携・交流 
項目 現    状 課    題 

佐久行政

の推進 

 

・佐久圏域の 11 市町村で組織する佐

久広域連合では、社会福祉施設、消

防施設、火葬場などの運営を行って

います。平成 28 年度より佐久平斎

場が稼働しています。 

・南部消防署建設移転や佐久広域消

防本部における消防指令センター

構築など、広域観点からの合理的か

つ効果的な消防設備の配備を進め

ています。 

・市町村単位では維持管理が困難な

施設は広域単位で運営していくこ

とが望まれるが施設建設の計画に

あたっては、施設までの距離など

利便性を考慮する必要がありま

す。 

・近年の豪雨災害など災害形態の複

雑多様化や、高齢者の増加による

救急出動件数の増加が予想される

中で、これらに対応し得る体制の

構築が必要です。 

佐久地域

定住自立

圏の形成 

 

・佐久市を中心市とする佐久地域定

住自立圏を形成しており、定住人口

の確保と観光を含む地域の活性化

など、圏域市町村が相互に連携・協

力し、圏域全体の生活機能の強化等

に取り組んでいます。 

・中部横断自動車道の延伸や外国人

旅行者の増加傾向を踏まえ、情報

発信の強化や道路等の案内板の整

備が必要となります。 

・本村は佐久地域の東端に位置して

おり、中心市からは地理的に離れ

ている状況であり、これを踏まえ

ての関係市町村との連携・協力を

進める必要があります。 

友好都市 

 

・本村に保健休養施設を有する東京

都武蔵野市、町田市、三鷹市、埼玉

県蕨市からは、キャンプやスキーな

どで小中学生をはじめ多くの市民

が訪れています。また、本村からも

友好都市に赴き特産品の販売、ＰＲ

活動を実施しています。 

・武蔵野市交流市町村協議会に参加

し、相互の交流や災害時の相互応援

などにも取り組んでいます。 

・平成 28年度には、これまでにも交

流を続けてきた沖縄県恩納村と友

好都市提携、災害時相互応援協定を

締結しました。 

・行政が主体となった交流をおこな

っていますが、民間レベルの交流

など、より広い範囲での持続的な

交流を進めることが望まれます。 

・災害協定については、具体的な支援

内容、体制等を予め想定し、有事に

備えておくことが必要です。 

 

自然を通

じた交流 

 

・千曲川源流の村として、「甲武信源

流サミット」「全国源流の郷協議会」

「全国川サミット連絡協議会」に参

加しています。甲武信源流サミット

の３市村（山梨市、秩父市）では、

平成 29 年度に災害等発生時相互応

援協定を締結しています。 

・根羽村、大桑村との３村で森林トラ

イアングル構想として森林を通じ

た交流をおこなっており、お互いの

植樹祭に参加しています。 

・交流自体がサミット・会議等への参

加のみが主となっているものもあ

り、これらの組織を活かした事業

や施策への展開が求められていま

す。 

・隣接する地域同士の相互応援協定

は、具体的な応援内容を予め想定

しておく必要があるとともに、常

日頃から相互の密接な連絡等が必

要となります。 
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・平成 29年 8月に信州大学、南牧村

の３者で包括的連携に関する協定

を締結し、それぞれが有する知的、

人的、物的資源の活用や事業の共同

実施について連携・協力していくこ

ととしました。 

・学術分野との連携・協力にあたって

のテーマを選定し、調査研究・専門

的知見等を政策展開に効果的に反

映させる仕組みの検討が必要で

す。 

国際交流

事業 

・米国ワトソンビル市と 1990年に姉

妹都市提携を結び、毎年中学生のホ

ームステイによる相互交流を実施

しています。これまで本村からは

400 名近い村民がワトソンビル市

を訪れています。 

・姉妹都市提携当時に関わった人々

が高齢化している中で、若い世代

同士の交流を拡大を検討し、継続

的な交流活動の推進体制を維持し

ていく必要があります。他方で、姉

妹都市締結から約 30年を迎え、今

後の交流の在り方を未来志向で検

討していく必要もあります。 

 

主な取り組み 

〇広域行政の取組み 

・佐久広域での行政課題や社会情勢の変化に的確に対処するため、構成市町村との連携を

強化しながら、それぞれのエリアの特性と役割に応じた効率的な施策の展開を図りま

す。 

・広域単位の施設の建設等にあたっては、本村の位置や環境、特性を考慮して、村民の利

便性を踏まえながらの計画提案をおこなっていきます。 

・家庭ごみの処理体制は、広域処理による施設の集約化及び効率化を図り、既存のごみ処

理体制を統合整理して、可燃ごみの処理体制を新クリーンセンターに一本化します。佐

久地域の市町村と共同で、佐久市に新たな廃棄物処理施設を整備します。 

・中部横断道の建設等により発展が見込める地域として、圏域全体の生活機能やネットワ

ークの強化を推進し、さらなる発展を目指していきます。 

〇地域間交流の推進 

・友好都市主催イベントへの出展やアンテナショップを通じた特産品のＰＲ活動を行い、

他地域との情報交換・連携を図りながら、川上村の魅力を県内外へ発信していきます。

また、普段の交流が、今後の政策の共通化や、民間レベルの交流拡大へと繋がるよう、

交流事業を引き続き推進していきます。 

・行政による一過性の交流ではなく、友好市町村等と連携した民間レベルの交流事業（若

者男女交流・子供達の交流・スポーツ交流など）に発展させていきます。 

・特に、甲武信源流の郷協議会を構成する山梨県山梨市、埼玉県秩父市とは、平成２９年

８月に締結した災害時の相互応援協定等の締結後の具体的な行動計画の整備を進めて

いきます。 

・秩父多摩甲斐国立公園を共有する関係自治体と計画練度の熟成をすすめ、甲武信ユネ

スコパークの登録を目指します。 

〇国際交流事業 

・引き続きワトソンビル市からの使節団を受け入れ、川上村使節団をワトソンビル市へ

派遣します。またワトソンビル市との今後の交流の在り方についても、未来志向で検討

を進めていきます。 

 

主な事業の実施予定  事業内容 実施予定年度 

・新クリーンセンターの建設（佐久市） 平成 31年度（2019年度） 

 


