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第１次筑北村総合計画後期基本計画検証結果 参考資料　№1

基本課題1.生涯現役の健康長寿の村づくり
後期基本計画実績

内　　容

●特定健康診査受診率を65％以上に
向上させ、糖尿病予備軍を25％削減

・特定健診受診率：Ｈ26年度 51.1％　Ｈ27年度 55％　Ｈ28年度 57％（見込み）
・特定保健指導実施率：Ｈ26年度 74.4％　Ｈ27年度 75％　Ｈ28年度 76％（見込み）

●生活習慣病予防対策事業の充実

糖尿病対策を重点課題とした特定健診のデータに基づく個別保健指導を実施をした。Ｈ26年度・27
年度は、コントロール不良の16人中13人に保健指導実施し、うち8人が改善傾向が認められた。二
次検査（糖負荷検査）の対象範囲を拡大し、健診データでは判断できない耐糖能異常者の発見につ
ながり早期の介入となった。

●がんに対する知識の普及、がん検
診の受診率の向上、女性特有がんや
大腸がん検診等の特定年齢を中心と
した受診率の向上

・乳房マンモ検診（Ｈ21年度～25年度）：5年間平均受診率32.8％　子宮頸がん検診（Ｈ21年度～
25年度）：5年間平均受診率20.4%
・大腸がん検診（Ｈ23年度～25年度）：3年間平均受診率22.8%（年々受診率が低下し、3年目は
15.9%）
・国庫補助縮小によりＨ26年度からがん検診推進事業は実施していない。

●高校生までの医療費負担の軽減
福祉医療費給付金の支給により実施
Ｈ24年度 9,007千円　Ｈ25年度 7,938千円　Ｈ26年度 7,015千円　Ｈ27年度 7,729千円

●健康館プールの加温による通年利
用の検討

バイオマスボイラーによる加温を検討したが、燃料（廃培地）の入手が困難なことにより見送っ
た。プール躯体の老朽化からプールの使用をＨ26年度で終了した。

●キラリ☆アクア健康教室の通年開
催

健康運動指導士の指導により、Ｈ27年度からは、3月までの通年開催（平均月2回）を実施した。

●サンサン体操の普及
地区組織、地区開催の学習会、地区サロン、村民運動会、各教室等において実施した。

●救急ヘリポート（40ｍ×40ｍ）の
設置

緊急時、災害時等の輸送手段の一つとして、ドクターヘリ及び消防防災ヘリ等が離着陸できるヘリ
ポートをＨ25年度・26年度坂井地域山崎地区に整備した。ヘリコプター着陸地帯（20ｍ×20ｍ）
ヘリポート用地1,944㎡

主要
方策

主要施策 実施具体策（目標）

健
康
寿
命
の
延
伸

◇健康は自分でつ
くり、自分で守る
◇健康館の活用と
健康増進ゾーンの
開発

第１次総合計画の評価
・健康づくり
　計画的な健康教室の開催や各地域おいて対策の普及に努めることができた一方、特定健診受診率については目標が達成できていません。
・がん検診
　受診率の低下がみられる費目があります。引き続き受診率向上に向け取り組み、住民には自らの健康を堅持できるような働きかけを行っていく必要があり
ます。
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後期基本計画実績
内　　容

●社会就労センターの整備
Ｈ27年度坂北柔剣道場を改修し移転した。

●障がい者グループホームの整備
Ｈ28年度実施主体を社会福祉協議会として整備（見込み）。村は補助金を交付する（見込み）。

●高齢者住宅の建設と改修補助

・高齢者住宅の建設：未実施
・住宅改修補助：Ｈ24年度 2件 410千円　Ｈ25年度 3件 1,334千円　Ｈ26年度 3件 1,362千円　Ｈ
27年度  6件 2,094千円

●介護予防事業・健康づくり事業の
充実

・介護予防事業：転倒予防のための運動教室を行ない、日常的な運動習慣に結び付けている。
・健康づくり事業：妊娠期から高齢期までのライフステージに合わせ各種健診・相談・教室等事業
を実施した。

●障がい者への一貫支援のための連
携強化

障害者自立支援センター等と連携し、障がい者が必要なサービスを受けられるよう個々のケースに
応じて相談支援体制を構築した。

●高齢者の有償サポーターによる坂
北荘の運営

サポーターの総数（歌の交流会を含む）は15名で、活動は定着している。

●有償ボランティア（サポーター）
制度を活用した活動の場の提供

配食弁当の調理を社会福祉協議会に委託、有償サポーターによる弁当作りや配達などの活動につな
げている。

●不妊治療費助成 申請件数：Ｈ24年度 1件　Ｈ平成25年度 1件　Ｈ26年度 4件　Ｈ27年度 3件

●母子保健健診・相談・感染症予防
事業

・健診・相談受診率
1歳6ヵ月健診：Ｈ24年度93.9％　Ｈ25年度・Ｈ26年度100％　Ｈ27年度100％
3歳児健診：Ｈ24年度・平成25年度100％　Ｈ26年度95.7％　Ｈ27年度100％
2歳児相談：Ｈ24年度96.7％　Ｈ25年度87.5％　Ｈ26年度96.3％　Ｈ27年度92.0％
・予防接種
８種（国の方針により１種は接種勧奨見合わせ中）の定期接種の接種率は80％以上を超えている。

●妊娠・出産・育児から子育ての一
貫支援

・妊婦健診：妊娠届出者全員が妊婦健診を受診
・新生児・乳児訪問：Ｈ23年度以降こんにちは赤ちゃん訪問事業として生後4か月以内の全戸訪問
実施

健
康
寿
命
の
延
伸

主要施策 実施具体策（目標）

◇高齢者・障がい
者の自立支援
◇出産・育児支援

第１次総合計画の評価
・社会就労センター
　移転改修により、職場環境の改善が図られました。
・高齢者住宅整備
　候補地の選定、財源などの検討に時間を要し、実施には至っていません。今後の需要等を調査する中で、さらに検討を進めていきます。
・介護予防や健康づくり
　ロコトレ教室などの開催により住民の健康に対する意識を高めることができました。
・不妊医療費助成
　治療を行うことで妊娠に結びつくなど一定の成果が現れ、引き続き支援を行っていきます。
・母子の支援
　訪問は対象者すべてに行うことができ、検診についても100％をめざし取り組んでいきます。
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基本課題２.活力ある人が集う村づくり
後期基本計画実績

内　　容

●健康館を中心とした健康増進ゾー
ンの開発と有効活用

トレーニング器具（ボディリペア）整備４台（コミュニティ助成事業）3,990千円
エアロバイク整備２台（元気づくり支援金）861千円

●トレッキングコースの整備
岩殿山のトレッキングコースの補修、とくら周辺・四阿屋山・岩殿山・冠着山の案内表示板の設置
及びトレッキングマップ（四阿屋山・岩殿山・冠着山）を作成した。

後期基本計画実績
内　　容

●インターネットを使った、観光・
特産品のＰＲ

村のホームページや松本広域連合、県観光協会などのホームページを利用し随時更新をしながらＰ
Ｒを実施

●広域農村体験型観光の促進（農
業・林業体験プログラム開発）

前期基本計画期間には曼陀羅の里を輝かす会主催により農業体験を中心としたツアーを実施した
が、後期期間内は実施していない。

●農村体験学習旅行の受入れを推進

毎年数校の生徒を学習旅行として受けれ農村の生活文化の体験を実施した。効果として耕作放棄に
至る可能性のある農地に播種を行ったり、受入家庭同士の交流を深めるなどの成果を得ることがで
きた。

●碧館（『とくら』併設の交流施
設）の耐震改修

Ｈ24年度耐震改修工事実施　設計監理費7,560千円　工事請負費103,425千円

●除間伐など森林ボランティア、住
民協働作業の推進

村内に林業事業体・林業グループなどがないことから、地域の森林づくりボランティア団体の立上
げが難しい状況にある。

●体験施設・里山トレッキングコー
スの整備

岩殿山のトレッキングコースの補修、とくら周辺・四阿屋山・岩殿山・冠着山の案内表示板の設置
及びトレッキングマップ（四阿屋山・岩殿山・冠着山）を作成した。

●空き農家・農地や公共施設を利用
した体験居住と交流の実施（滞在型
農村体験施設整備）

本城地域（岩戸）坂北地域（中村）の2棟を検討したが、改修費や管理運用方法等の問題から決定
に至っていない。

●田舎暮らし・筑北の地案内人の育
成

移住者による意見交換会を2回行い、移住者によるグループ立ち上げの動きは出ているが、案内人
の育成はできていない。

主要
方策

主要施策 実施具体策（目標）

交
流
人
口
の
増
加

◇魅力あるゾーン
開発（形成）

第１次総合計画の評価
・健康館
　ロビーには運動器具の整備を行いましたが、地理的条件や施設内の動線の悪さから利用率が低迷しています。また、プールは躯体の老朽化からＨ26年度で
使用中止とするなど、健康館を中心とするゾーン開発は再考する必要があります。
・トレッキングコース整備
　筑北３山のトレッキングマップの作成やコース整備を行い、登山者も増えています。さらなる情報発信により里山を観光資源のひとつとして充実させてい
く必要があります。

主要施策 実施具体策（目標）

◇体験・滞在型交
流の促進
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後期基本計画実績
内　　容

●若者を中心とした情報発信『信州
ちくほくＷｅｂツーリズム』の展開

信州ちくほくWebツーリズムが主催するコミュニティブログ「ち～ブロ」による村の情報発信

●見やすいホームページの充実

村ホームページ「イベント・観光」ページについて、筑北村の魅力をより強く伝え、移住・交流の
活発化を図るため、必要な情報の探しやすさやビジュアル的効果の向上を目的としたリニューアル
をＨ28年3月に行った。

●文字放送・映像配信デジタル化更
新事業

Ｈ27年3月31日にデジタル化への移行を行った。高速情報通信網関連機器の更改を行っている。

●広報等を利用した定期的な行財政
状況の公表

広報紙やホームページを活用して、毎年度の予算・決算の状況や人事行政の運営状況、行政改革大
綱集中改革プラン等についての公表を行っている。

交
流
人
口
の
増
加

第１次総合計画の評価
・農村体験学習旅行
　農村の祖父母世代と都会の孫世代の交流という新しい都市交流の実現に寄与することができました。
・森林ボランティア
　森林ボランティアなど森林所有者と地域住民が協働で森林整備が行える機会を設け、村内で山林資源を活用されることで地域経済の活性化につなげていく
必要があります。
・田舎暮らし案内人
　移住希望者の空き家見学の件数が増加しているため、筑北村の案内人は必要であり、組織作りを急ぐ必要があります。

主要施策 実施具体策（目標）

◇情報の発信

第１次総合計画の評価
・村ホームページの充実
　「イベント・観光」ページのリニューアルを行い、効果的な情報発信をするための新たな土台づくりは進めることができました。今後は、徐々にコンテン
ツを増やし、きめ細やかな情報更新を行っていくなど、閲覧者にとってより魅力的なページにしていくための運用が必要です。
・広報誌
行財政状況の定期的な掲載など有効に活用してきましたが、今後もタイムリーな話題を掲載し、多くの村民が読みたくなるような魅力ある内容にしていくこ
とが必要です。
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後期基本計画実績
内　　容

●妊娠・出産から子育ての一貫支援

・県外里帰り出産者への支援として、妊婦健診の償還払いと里帰り先の市町村委託による新生児訪
問を実施
　償還払い件数：Ｈ26年度 1件　Ｈ27年度 1件
　県外訪問委託：Ｈ24年度 奈良県1件　Ｈ26年度 岩手県1件
・県内への里帰り出産は、できる限り地区担当保健師が里帰り先まで出向き新生児訪問を行うか、
または里帰り先の市町村に訪問を依頼することで妊産婦の精神的フォローや出生児の異常の早期発
見等に努めている。
　新生児訪問：Ｈ24年度 2件　Ｈ25年度 1件　Ｈ26年度 2件　Ｈ27年度 1件

●母子保健健診・相談・感染症予防
事業への支援体制充実

前住所地での生育歴等に関する情報を得ることにし、転入後のスムーズな健診・相談事業への移行
と支援の継続に留意している。
Ｈ25年度の転入児10名中4名、Ｈ26年度の転入児9名中7名、Ｈ27年度の転入児8名中6名でそれぞれ
情報を収集した。
なお、情報収集にあたっては保護者の承諾が必要となるため、理解が得られる説明を行うことで全
数収集を目指す。

●すべての子ども達の育ちを支援す
るため、保護者をはじめ支援者との
情報の共有化を図ることを目的とし
た子どもサポートノートの作成

成長のステージごとに0歳～3歳（乳児・未就園児）、4歳～6歳（保育園児）、7歳～12歳（小学
生）、13歳～15歳（中学生）のサポートノートを作成し、各関係機関の役割分担の下、一人一人の
ニーズに対応した支援計画を作成した。
配布部数（Ｈ24年度～28年度）：資料編（分冊方式）1,100部　記録編720部

●子ども教育相談窓口、巡回子ども
教育相談、電話相談などによる支援
体制の充実

児童･生徒･保護者の悩みや相談等に、巡回子ども保育･教育相談や電話相談等で継続的な指導・助
言がなされ、教員や保護者からのニ－ズが高くなってきている。

●保育料の軽減、長時間保育の時間
延長、一時保育の充実、保育体制の
拡充

3歳以上児保育料無料、多子世帯保育料軽減（3歳未満児第2子半額、第3子保育料無料、延長保育料
11時間標準時間内無料、一時保育（里帰り出産など）受け入れを実施した。

●未就園児から保育園児の身体をつ
くるための「運動あそび」の実施
（各園 年１１回、未就園 年３回、
計　年３６回）

柳沢運動プログラムにより、全身の運動機能の発達を促し、運動に対しての苦手意識が少なくな
り、意欲的に運動ができるようになった。また、集中して話を最後まで聞く力をつくなどの効果も
あった。

●保育園児からの外国語活動（英語
とともだち）など特色ある教育環境
の充実(各園年11回　計　年33回)

英語と触れ合う遊びを通して異国の言葉や文化に触れ、英語に興味を持つ土台つくりをした。英語
の先生と、触れ合うことにより、様々な人との関わり方を知り、豊かな人間関係が築けるように
なった。

人
口
増
加
対
策

◇特色ある子ども
支援

主要
方策

主要施策 実施具体策（目標）
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●子育て支援施設と受入れ体制の充
実

・子育て支援センター
　旧本城保育園を会場に、9時30分～16時に時間延長したことにより毎日平均16名前後の未就園親
子が利用している。ペアレントトレーニングを実施し、母親の子どもへの的確な対応方法（しつけ
方）の学習支援、子どもとの愛着形成を促すための子育て講習会、特に配慮の必要な母子への療育
保育を実施した。母親の育児力の向上と子どもの成長を促す一助となった。
・児童館
　登録制度の見直しを行い、利用方法を明確化した。未就園への対応は、週１回から、平日の9時
30分～12時まで毎日開放とした。
・放課後児童クラブ
　学校統合に伴い、本城・坂北児童クラブを統合し、筑北児童クラブとなった。指導員の研修を毎
月行い、子ども達への対応方法について、質の向上を図っている。危機管理マニュアルを作成し、
緊急時対応の体制を整えた。申込み登録児童数は80名を越え、増加している。

●地域性を活かした学習活動・体験
を通じた教育の推進

　社会福祉団体と連携しながら、児童生徒の成長過程に応じた体験活動を福祉･ボランティア教育
に取り入れている。

●地域の教育力の積極的な活用を図
る施策の推進

 住民が学校支援を一体的・持続的にできる「信州型コミュニティスク－ル」を組織し、具体的な
活動を始めている。

●小学校児童、中学校生徒の外国語
活動（英語）の充実

　小学校｢外国語活動｣･中学校｢英語｣を通して、体験的に理解を深め、コミュニケ－ション能力の
育成を図っている。

人
口
増
加
対
策

◇特色ある子ども
支援

第１次総合計画の評価
・妊娠や出産の支援
　相談等必要な支援を行うことは実施できていますが、個人情報の提供について理解を得ることの難しさも浮き彫りになっています。
・保育体制の充実
　保育料の無料化、延長保育の実施により保育体制の充実が図られました。まち・ひと・しごと創生総合戦略でも「子育て・教育環境が充実している村づく
り」を基本目標のひとつとしました。
・子どもサポートノート
　一人一人の育ちに対する一貫性のある支援を目的に子どもサポートノートを作成し、医療や教育等の関係諸機関との相談や支援内容を記録することにより
保護者と支援者との情報の共有化を図ることができました。
・子ども教育相談
　定期的な巡回子ども保育・教育相談を、専門的な知識を有する教育相談員や子どもソ－シャルワ－カ－・子ども支援総合専門員等で実施し、育児相談への
対応や支援会議等を通して、早期発見・早期治療に務めることができました。しかし、貧困・虐待・不和・家族の精神疾患等の家庭的な問題も発生してきて
いるため、複数の専門機関と連携して支援する必要が生まれてきています。
・子ども支援プロジェクト
　乳幼児から義務教育終了までの子ども一人一人の「育ち」に対する一貫性のある支援を目指した〈子ども支援プロジェクト〉を立ち上げ、「母子保健事業
の充実」、「運動プログラムの推進」、「相談体制の整備」、「子どもサポ－トノ－トの活用」、「基本的な生活習慣の育成」、「外国語活動の推進」、
「筑北クロ－バ－プランの推進」、「保小連携や小中連携、学社連携」、「いじめない心・いじめを許さない心の育成」、「児童虐待の具体策づくり」、
「相談体制の整備」を庁内横断的に連携を取りながら、持続的・定期的に事業を展開し成果を上げることができました。
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後期基本計画実績
内　　容

●村営住宅等の建設【20戸】
建設実績2戸　Ｈ28年度若者定住住宅1戸建設（見込み）

●水道送配水管布設替え【３地区】
工事実績2地区

●排水処理施設の管理と合併浄化槽
の設置【２６基】

設置実績29基

●国道４０３号の改良促進、新矢越
トンネルの早期完成と安曇野市側の
道路改良についての要望活動の展開

同盟会により県・国に対して要望活動を毎年実施

●移住希望者のための総合相談窓口
の設置

企画財政課企画係（26年度までは村づくり推進室）によるワンストップの移住相談窓口を設置し
た。

●空き家情報登録制度（空き家バン
ク）の設立

登録物件数（28年3月時点）は62件で、27年度からは新たな空き家バンクシステムを導入した。

●空き家住宅改修、空き家の家財整
理に対する助成

・空き家バンク契約成立時の家財整理（上限20万円）26件（28年3月時点）
・空き家改修補助金27年5月要綱制定

●空き家活用受入れ数１０世帯
空き家バンク契約件数：24年度 5件　25年度 7件　26年度 9件　27年度 5件

●定住を目的とした新築、増改築、
空き家取得及び住宅用地取得に対す
る助成（年齢制限有り）

助成件数：新築 21件　増改築 5件　宅地取得 6件　中古住宅取得 6件（28年3月時点）

●結婚支援のため、出会いのイベン
トを定期的に開催

年２回のイベントを開催し、これまでに村内関係者の３組がイベントを通じて知り合い結婚した。
また、結婚推進員の仲介による婚姻も１組成立

●企業誘致の環境（用地・条件）整
備についての検討･推進

平坦な土地は宅地と農地に占められている地理的条件や農地法などの制約から企業を誘致できるま
とまった用地の確保は困難である。企業誘致には村全体の土地利用計画を策定し検討していく必要
がある。

●創業者・起業者支援制度の確立
創業・起業に対する相談及び問合せは少なく、現在ある制度で対応しており積極的な実施には至っ
ていない。

人
口
増
加
対
策

主要施策 実施具体策（目標）

◇村営住宅建設に
よる定住促進
◇空き家登録・紹
介制度
◇住宅新築に対す
る補助
◇結婚支援
◇企業誘致
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人
口
増
加
対
策

第１次総合計画の評価
・村営住宅の建設
　Ｈ24年度坂北地域昭和町に２戸、Ｈ28年度本城地域竹之下に1戸（見込み）住宅を建設しましたが、既存の住宅に空き部屋が多いため、新規建設が進まず
目標戸数の建設は達成できませんでした。
・簡易水道排水管布設替え
　坂井地域1地区と本城地域1地区については、財政的に有利な国庫補助事業により完了しました。計画しました坂井地域の別の1地区は、事業費が多額であ
るため、占用申請等や国庫補助事業採択に向け協議調整が必要であることから未着手となりましたが、各所の改良事業により有収率を高めることができまし
た。
・空き家バンク
　空き家を活用した移住促進施策は後期5か年間で定着しました。移住希望者は年々増加しているため、今後は優良な登録物件数をどのように増やしていく
かが課題です。
・結婚支援
　婚活イベントの開催などで、結婚が成立するなど一定の成果が現れています。
・創業者・起業者支援制度の確立
　今後、商工会等の関係機関と協議をし創業支援事業計画を策定し、支援制度の確立に努めます。
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基本課題３．地域の産業が栄える村づくり
後期基本計画実績

内　　容

●加工施設の有効活用と担い手の育
成・支援

坂北農産物加工施設、坂井農産物加工施設、高萩農産物加工施設では6次産業の加工商品が製造販
売され、村の特産品として広く浸透し、有効な利用ができている。一方で一部の加工施設では特定
時期での利用実績しかない施設や一般利用者の高齢化などにより利用者数の減少も見られることか
ら、長野県農村生活マイスター協会筑北村協議会による「かあちゃん塾」を各加工施設で年4回開
催し、加工施設の利用促進と地産地消活動を実施している。
　※坂北農産物加工施設：もえぎ会「もえぎ豆腐」
　　坂井農産物加工施設：坂井郷土食研究会「おやき・やしょうま」
　　高萩農産物加工施設：味のさかい「おかき・みそ」　みずならの会「しょうゆ漬け」

●こだわりの商品開発と製造・販売
体制の確立

各加工団体を主役とした活動を目指して、筑北村開発公社への専門職員の配置や食品コンサルタン
トとの契約のほか、総務省事業や農水省事業、地域おこし協力隊による支援活動などあらゆる角度
より団体支援を実施したが、具体的な商品開発や販売体制の確立が達成できなかった。

●ゆうきセンターを核とした有機農
業の推進

・畜糞、廃オガ及び村内の工場からの汚泥を原料としてゆうき堆肥を製造した。
・有機農業実施者へ環境保全型農業直接支払交付金事業の取組みを推進した。

●農作業受託組織・生産組織の育成
強化

新規集落営農組織（生産組織）1団体設立

●農地の賃貸借の促進
農地中間管理事業等を活用して、賃貸借契約を結び担い手への農地の集積を実施した。

●有害鳥獣対策の充実（防止柵設
置・捕獲の助成）

・大野田・下安坂・別所・東山の各地区で防護柵を設置しシカ・イノシシ等による被害対策を行っ
た。
・筑北村猟友会員へイノシシ・シカ・ハクビシンの捕獲助成として委託料を支出した。

●営農に支障をきたしている水路等
の計画的整備

小規模な工区は村単事業、工事費が大きい工区は、各種補助事業を活用し工事を実施した。
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施事業（Ｈ25年度～27年度）水路10工区、農道1工区、
頭首工1工区、計12工区、事業費72,600千円

主要
方策

主要施策 実施具体策（目標）

地
域
の
産
業
の
振
興

◇農林業６次産業
化
◇農業の担い手・
農地対策

第１次総合計画の評価
・加工施設の有効利用と担い手の育成・支援
　利用率の低下が課題ですが、農村生活マイスターなど村民による啓発活動が発足するなど動きもあり、官民一体となった仕組みを構築することができまし
た。
・こだわりの商品開発と製造・販売体制の確立
　成果を上げることはできませんでしたが、今後も加工施設の利用促進・地産地消活動を通じて、意欲ある住民や団体の取り組みを引き続き支援していきま
す。
・鳥獣被害対策
　防止柵を設置した地区では農作物被害は減少しましたが、ニホンジカ等の個体数は増えています。筑北村猟友会へ通年有害駆除を委託した結果、捕獲頭数
が増え一定の効果があがっています。今後も継続して実施していきます。
・水路等の計画的整備
　大型補助事業を導入して計画的に更新を進めることはできましたが、ほ場整備等の基盤整備から30年以上経過している地区が多いため、未更新地区がまだ
多くあります。今後、施設の維持管理や更新等を効率的・効果的に行うストックマネジメントサイクルを確立し、施設の長寿命化に向けて官民一体となって
取り組みます。
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後期基本計画実績
内　　容

●松枯損木の早期伐倒処理の推進と
松くい虫被害防止対策の推進

松くい虫被害から守るべき松林と緩衝帯とすべき松林を区分けし、被害が軽微な地域においては伐
倒燻蒸を行った。緩衝帯の松林のうち、被害が激害化している地域では更新伐を開始した。

●民有林の除間伐・森林手入れの協
働作業（住民・作業体験）の促進

・林所有者や地域住民による積極的な森林整備を行った。
・森の里親、社会福祉法人等による森林整備を通じて、村外者の作業体験や、村外へ薪やチップ等
の木質バイオマスエネルギーの販売・供給を行った。

後期基本計画実績
内　　容

●企業誘致の環境（用地･条件）整備
についての検討･推進

平坦な土地は宅地と農地に占められている地理的条件や農地法などの制約から企業を誘致できるま
とまった用地の確保は困難である。企業誘致には村全体の土地利用計画を策定し検討していく必要
がある。

●村内外の人脈を通じた支援組織・
担当部署の確立

未実施

●創業者・起業者支援制度の確立
創業・起業に対する相談及び問合せは少なく、現在ある制度で対応しており積極的な実施には至っ
ていない。

後期基本計画実績
内　　容

●商工振興事業補助
商工業振興対策事業補助（事業所設置事業等）及びＨ21年度からの商工業経営安定資金融資利子補
給を実施した。

●村内産業振興連携組織の確立
商工会を中心に商工会員（個人・企業）の中では連携組織が作られ活動しているが、商工会未加入
の企業等を含めた村内全ての中小企業の連携は確立できなかった。

●地域ブランド確立をめざす製造販
売力の強化

製造に関しては、県等の専門員等による指導、販売については商工会経営指導員等による指導やイ
ンターネット等を使った方法などを活用している。

主要施策 実施具体策（目標）

◇企業誘致

第１次総合計画の評価
・企業誘致関係
　条件が整わなかった等により未実施です。今後、外へ向けての情報発信や誘致活動の他、村全体の土地利用計画等を策定し検討していく必要があります。
・創業、起業者支援制度
　未実施です。商工会等の関係機関と協議し、創業支援事業計画を策定し、国の認定を受け実施していく予定です。

主要施策 実施具体策（目標）

地
域
の
産
業
の
振
興

主要施策 実施具体策（目標）

◇森林資源の有効
活用

第１次総合計画の評価
・松くい虫対策
　被害が激甚化しており、当初予定していた守るべき松林と緩衝帯とすべき松林についての見直し、高標高地域での更新伐の開始、土地の集約化による団地
化を行い一体的な森林整備を行いました。また、今後松くい虫による枯損が見込まれる地域も含めて、更新伐の対象地を広げることができました。
・森林所有者や地域住民による森林整備
　施業に係る経費の一部補助、緑化木の配布、緑の募金、みどりの少年団の活動等の推進し、森の里親事業では、損保ジャパンとの協働で西条とくら周辺の
山林整備の森の里親事業等を実施しました。Ｈ28年度からは、まち・ひと・しごと創生の加速化交付金を活用し、社会福祉法人による木質バイオマスの推進
事業を展開します。今後の課題としては、村内外にむけて、更なる木質バイオマスエネルギーの消費促進、生産量の増加、販路の拡大等があげられます。

◇商工業者等の育
成・支援
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地
域
の
産
業
の
振
興

第１次総合計画の評価
・商工振興事業
　補助金交付や利子補給等により、村内の商工業者の振興に寄与することができました。
・村内産業振興連携組織の確立
　商工会員内の連携は図られていますが、さらに幅広く連携できる体制を検討していく必要があります。
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基本課題４．行革で力を生み出す村づくり
後期基本計画実績

内　　容

●公共施設・設備の整理統合及び既
存施設・設備の有効活用

・分庁総合支所方式から本庁方式への移行
・本城小学校と坂北小学校の統合（筑北小学校）
・本城保育園と坂北保育園の統合（ひまわり保育園）
・坂北庁舎を活用した図書館の開館
・就労センターの坂北社会体育館柔剣道場への移転
・本城小学校校舎へのウェルネス高校の誘致
・Ｈ27年度公共施設等総合管理計画案を策定

●施設別評価と整理のための検討組
織（公共施設等利活用検討組織）の
立上げ

Ｈ28年度以降に実施予定

●温泉施設の『とくら』・『冠着
荘』の指定管理者等による経営改善

Ｈ25年度公募による指定管理者制度を導入した。管理運営状況をモニタリング委員会で評価し、公
表を行っている。

後期基本計画実績
内　　容

●第２次行政改革大綱集中改革プラ
ンに基づく職員定数の適正化

・Ｈ23年度職員適正化計画を策定し実施中
・退職者補充率を20％を維持
　Ｈ23年度職員数 111名　Ｈ28年度末見込み 93名

●定期的な職員研修を効果的に実施
長野県市町村研修センターでの計画的な受講及び村独自研修会を開催し、職員研修を効果的に行っ
た。

●人事評価制度の導入
・人事評価については試行を継続しており、地方公務員法の改正に伴いＨ28年度以降導入を行う。
・Ｈ27年度において研修会を開催したが、導入に向けての研修会を引き続き実施する予定である。

◇職員定数の適正
化

主要
方策

主要施策 実施具体策（目標）

行
財
政
改
革

◇保有施設の集約
整理
◇温泉施設等の経
営改善

第１次総合計画の評価
・公共施設の統廃合
　ある程度の施設の統合は実施できましたが、人口規模に見合ったさらなる統廃合が求められています。策定しました公共施設等総合管理計画案に基づき、
今後具体的な施設の統廃合及び長寿命化について素案をまとめ、パブリックコメント等を実施して住民合意の上の集約整理を行っていく必要があります。ま
た人口減少などに対応した定期的な見直しを有識者を加えた組織横断的プロジェクトチームにより実施していきます。
・温泉施設の指定管理
　指定管理者制度導入により一般会計からの繰出金（指定管理料）は大幅に減額され財政上の効果は上がりましたが、冠着荘で利用者が年々減少するなどの
課題もあります。次回の指定管理者の選定について村の方向性を早急に出していく必要があります。

主要施策 実施具体策（目標）

12



13

後期基本計画実績
内　　容

●今後５年間の財政シミュレーショ
ンの策定と財政指標の将来推計値を
算出、将来的な財政状況の把握

Ｈ27年10月時点の実施計画をもとに20年間の財政シミュレーションを作成し、職員への説明会の実
施と、村議会への資料提供を行った。Ｈ28年8月までに一部の公表を行う。

●可能な範囲で地方債の繰上償還を
実施し、後年度負担を軽減するなど
の健全化に向けた計画的な財政運営

繰上償還額：Ｈ24年度～26年度 421,744千円　Ｈ27年度 0円　Ｈ28年度 実施予定（6月補正）

●公債費や人件費、物件費などの歳
出の抑制や税収の確保、使用料の適
正化、国・県支出金等の活用

歳出の抑制と歳入の確保を目的に統一した補助金・使用料等の見直し方法の構築と具体的な歳出削
減に着手した。

●予算編成では、特色ある地域づく
りを目指し、村民の要望を十分配慮
した上で各事業を重点化

総合計画に沿った予算編成を実施

●新たに創設した地域振興基金を活
用し、ソフト事業に重点を置いた効
率的・効果的な施策の展開を推進

Ｈ27年度は合併10年関連事業に活用した。（5,144千円）
Ｈ28年度以降は区・常会交付金等これまで一般財源を使っていた事業にも積極的に活用する。（Ｈ
28年度当初予算額33,384千円）

●村財政の状況の公表及び周知を住
民に対し、積極的かつ定期的に実施

村広報誌に予算及び決算を掲載

第１次総合計画の評価
・職員定数の適正化
　計画に基づき合併時の133人から93人（Ｈ28年度末見込み）と40人減少しましたが、同規模の類似団体と比較すると、人口千人当たりの職員数はまだ多
く、事務事業の見直し等により定員規模の適正化を着実に実行していく必要があります。
・定期的な職員研修
　研修会へ計画的に参加することにより、職員の資質向上に一定の効果がありました。また、職員の健康（こころと身体）管理と相談体制を充実させるた
め、産業医・保健師・カウンセラーの導入を行いました。

主要施策 実施具体策（目標）

◇財政運営効率化

行
財
政
改
革
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第１次総合計画の評価
・財政シミュレーション
　普通交付税の合併算定の縮減と、Ｈ33年度からの一本算定に向けて財政シミュレーションを策定し、情報の共有が図られました。今後、住民への説明を行
い、持続可能な行財政運営基盤確立のための合意形成を図る必要があります。
・歳出の削減と歳入の確保
　Ｈ22年度～26年度の集中改革プランでは、経費削減、歳入確保について検討はしたものの具体的な成果を上げることはできませんでした。Ｈ28年度は歳出
の具体的な見直しと受益者負担の原則に基づいた使用料等の見直しに着手しました。

行
財
政
改
革
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基本課題．５　活力ある村の土台づくり
後期基本計画実績

内　　容

●保護者をはじめ支援者との情報の
共有化を図ることを目的とした子ど
もサポートノートの作成（６００冊
記録編・資料編）

成長のステージごとに0歳～3歳（乳児・未就園児）、4歳～6歳（保育園児）、7歳～12歳（小学
生）、13歳～15歳（中学生）のサポートノートを作成し、各関係機関の役割分担の下、一人一人の
ニーズに対応した支援計画を作成した。
配布部数（Ｈ24年度～28年度）：資料編（分冊方式）1,100部　記録編720部

●子ども教育相談窓口、巡回子ども
教育相談、電話相談などによる支援
体制の充実

・巡回教育相談：Ｈ24年度 21回　Ｈ25年度 21回　Ｈ26年度 18回　Ｈ27年度 15回
・教育相談：Ｈ24年度 3件　Ｈ25年度 17件　Ｈ26年度 15件　Ｈ27年度 22件
・電話相談：Ｈ24年度 3件　Ｈ25年度 8件　Ｈ26年度 48件　Ｈ27年度 103件

●子ども支援プロジェクトの充実
0歳～15歳までの子ども一人一人の「育ち」に対する一貫性のある支援が、10の事業項目で構築さ
れてきている。

後期基本計画実績
内　　容

●統合具体策を基に小中学校等の統
合を推進

・Ｈ27年４月本城小学校と坂北小学校が統合
・坂井小学校については、Ｈ27年８月に筑北村教育等検討会議を立ち上げ、検討中。Ｈ28年秋ごろ
提言書が提出される。

●保育園については統合を視野に、
安心して子どもを預けて働くことが
できる環境を整備

Ｈ26年3月本城保育園、坂北保育園が統合。本城保育園は子育て支援センターとして活用

●空校舎の利用について検討委員会
による具体的な検討

空き校舎となった本城小学校には日本ウェルネス高等学校を誘致し、Ｈ27年10月信州筑北キャンパ
スとして開校

●体育館、校庭など学校施設を地域
へ開放

・地域の体育祭、ソフトボールリーグ、グラウンドゴルフ、ジュニアサッカー、ジュニア野球など
に学校施設を開放し、子どもから大人までの健康増進と交流が図られた。
・元本城小学校のプールをＨ27度から一般開放した。

●交流拠点としての公共施設の整備
と活用

庁舎統合後の支所の空きスペースを地域の交流拠点として整備する計画であったが、坂井支所は教
育委員会事務室、坂北支所は図書館として活用した。

主要
方策

主要施策 実施具体策（目標）

１
０
０
年
の
計
に
立
つ
教
育

◇育ちに応じた一
貫性を持った（0～
15歳）教育の実施

第１次総合計画の評価
・子どもサポートノート
　一人一人の育ちに対する一貫性のある支援を目的に子どもサポートノートを作成し、医療や教育等の関係諸機関との相談や支援内容を記録することにより
保護者と支援者との情報の共有化を図ることができました。
・教育相談窓口の支援体制の充実
　定期的な巡回子ども保育・教育相談を、専門的な知識を有する教育相談員や子どもソ－シャルワ－カ－・子ども支援総合専門員等で実施し、育児相談への
対応や支援会議等を通して、早期発見・早期治療に務めることができました。しかし、貧困・虐待・不和・家族の精神疾患等の家庭的な問題も発生してきて
いるため、複数の専門機関と連携して支援する必要が生まれてきています。
・子ども支援プロジェクト
　乳幼児から義務教育終了までの子ども一人一人の「育ち」に対する一貫性のある支援を目指した〈子ども支援プロジェクト〉を立ち上げ、「母子保健事業
の充実」、「運動プログラムの推進」、「相談体制の整備」、「子どもサポ－トノ－トの活用」、「基本的な生活習慣の育成」、「外国語活動の推進」、
「筑北クロ－バ－プランの推進」、「保小連携や小中連携、学社連携」、「いじめない心・いじめを許さない心の育成」、「児童虐待の具体策づくり」、
「相談体制の整備」を庁内横断的に連携を取りながら、持続的・定期的に事業を展開し成果を上げることができました。

主要施策 実施具体策（目標）

◇学校等の統廃合
と後利用

15
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後期基本計画実績
内　　容

●分館運営・活動補助事業の推進

分館活動補助金を継続することで、各分館において体育部・文化部の活動が積極的に行われ健康増
進や文化継承が行われた。また、村の公民館事業に対しても分館からの協力や参加があり、地域の
交流も図られている。

●青少年育成事業の推進
社会体育のクラブ活動等を通して、マナ－やル－ル等の公正さを身に付けさせ、健全な心身の発達
を促すなど青少年育成に資することができた。

●社会人権教育の推進
関係機関・団体と連携し啓発活動を行った。村広報誌「心の伝言板」へ身近な人権問題について掲
載したり、講演会を実施したりすることで「人権尊重の村づくり」の意識を高めることができた。

●図書システムを活用した内容の充
実・利用の促進（年3,000人の利用・
年7,000冊の貸し出し）

図書システムを活用し、麻績村や学校図書室との連携を図ることで、利用者の要望に応えることが
できた。システム利用団体による運営協議会を開催し、意見交換を行い情報の共有化を図った。
Ｈ26年度：利用者2,700人　図書貸出 9,100冊　Ｈ27年度（1月～3月閉館）：利用者2,437人　図書
貸出5,708冊

●生涯学習推進会議の開催
H23年度に生涯基本構想（10年計画）の後期5年計画を作成した。毎年、社会教育、社会体育事業に
ついて事業内容の精査、評価を行い事業推進に努めてきた。

●教育ボランティアの養成（年30
人）

・生涯学習ボランティア実践講座を子ども活動支援Ｇ、文化財案内Ｇ、資料館充実Ｇの3つのグ
ループに分かれ年10回開催した。
　Ｈ27年度会員数26名
・生涯学習指導者名簿は、学校のコミュニティースクール活動で活用してもらい成果を上げてい
る。

●生涯学習センター施設・図書館施
設改修事業

本庁方式により空きスペースとなった坂北庁舎に図書館を移転し、Ｈ28年4月リニューアルオープ
ンした。生涯学習の拠点としても活用する。

●幸せはこぶ「クローバープラン」
の作成及び普及

公共施設へのポスターの張り出しや生活カレンダーへの掲載により、村内での定着を図った。

主要施策 実施具体策（目標）

◇生涯学習の充実

１
０
０
年
の
計
に
立
つ
教
育

第１次総合計画の評価
　年々児童、生徒数が減少しており、子どもにとって平等な教育環境を維持していくためには、保育園、学校の統合が求められています。Ｈ26年3月に本城
保育園と坂北保育園の統合、Ｈ27年4月には本城小学校と坂北小学校の統合が完了し、教育環境の整備に努めています。施設の後利用として、本城保育園は
子育て支援センターとして利用し、本城小学校は日本ウェルネス高等学校が信州筑北キャンパスを誘致して空き施設の有効利用が図られました。村には２保
育園、２小学校が存在するため、子どもにとって平等な教育環境を維持するために多くの課題を早急に解決していくことが必要となっています。今後の財政
状況を考慮する中で、統合した場合の施設の後利用についても検討していきます。

16
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第１次総合計画の評価
・分館運営・活動補助事業の推進
　交付金は、地域独自の生涯学習活動に適正に活用されており、今後も継続していく必要があります。
・社会人権教育の推進
　青少年育成や人権教育を行ってきましたが、今後さらに効果的な事業が必要となっています。
・図書館のリニューアル
　移転改修により、子どもから高齢者までが集える生涯学習の拠点としての活用が期待されています。子育て支援センターや読み聞かせグループや生涯学習
ボランティア等連携し、今まで以上の運営の充実が必要です。
・教育ボランティアの養成
　生涯学習ボランティアによる支援活動が盛んになってきています。今後もボランティアの育成、確保を図っていきます。
・クローバープラン
　「あいさつをしよう」「汗を流そう」「本を読もう」「対話をしよう」をキャッチフレーズにＨ24年度から取り組み、保育園、小中学校では基本的な生活
習慣の育成に取り組んでいます。

１
０
０
年
の
計
に
立
つ
教
育
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内　　容

●住民が主体的に取り組む地域づく
りを支援するため、住民と行政が協
働する職員集落担当制の充実

各地区ごとに全職員（3～5人）を配し、担当地区への事業等の説明を行った。
自主防災組織の立ち上げや地区敬老会開催への支援等を行った。

●集落担当職員による情報収集・発
信

実施基本方針として毎年重点的統一課題について情報の提供を行った。

後期基本計画実績
内　　容

●集落の統合の検討 坂井地域で2常会、坂北地域で2常会が地域住民の話合いで統合した。

●集落支援員の設置について検討 未実施

後期基本計画実績
内　　容

●歴史民俗資料館（坂井）・考古資
料館（坂北）の資料の充実及び収蔵
庫（本城）の整備

施設や資料の整備が途中の状況である。生涯学習ボランティア等が関わる中で、整備の充実を図る
ための検討を行っている。

●文化財保護の推進、伝統文化継承
についての支援

・文化財調査保護委員により、必要に応じ文化財の指定や保護を行った。また、地域の要望を受け
文化財保護の補助金交付を行った。
・生涯学習ボランティアの育成により文化財案内の充実が図られた。

●体育施設整備事業

・施設の維持管理、老朽化や破損による修繕を計画的に行い長寿命化を図ったが、費用対効果や財
政面から更新などできない施設もある。
・特定地区公園整備事業としてＨ28年度より防災機能を備えたサッカー場建設工事に着手する。利
用者増加につながるための管理方法や運営方法について検討を重ねている。

●分館対抗スポーツ事業推進

スポーツ推進員、体育協会などの協力により各地域で開催し、参加者は健康増進と地域の交流を深
めることができた。近年は選手集めに苦慮している分館があり、地域によっては断念した事業もあ
る。
分館対抗実施内容
　本城地域：体育祭　ソフトボール大会　ソフトバレーボール大会　ふるさと野球大会
　坂北地域：体育祭　ソフトボール大会　ソフトバレーボール大会　盆野球大会
　坂井地域：体育祭　ソフトボール大会　盆野球大会（Ｈ27年度は参加者不足により中止）

主要
方策

主要施策 実施具体策（目標）

全
員
野
球
を
実
現
す
る
「

協
働
」

に
よ
る
村
づ
く
り

◇職員集落担当制

第１次総合計画の評価
　職員と区とのつながりが徐々に進み、職員集落担当制度が定着しつつあります。集落役員の高齢化が進む中で、集落の自主性を基に、担当職員としてどこ
までサポートを行っていくかが課題となっています。区からの情報収集については十分とは言えないため、担当職員と区との連絡体制の構築が必要になって
います。

主要施策 実施具体策（目標）

◇集落の維持

第１次総合計画の評価
　職員の集落担当制度、協働事業支援金制度で区等への支援をおこないました。常会等の統合にあたっても集落役員に情報提供などの支援を行いましたが、
少子高齢化が進み、地区の役員のなり手がいないなどの状況が進んでいます。また、役員ができないという理由から常会の解散や脱退するケースも出てお
り、今後の支援について検討を進めていきます。

主要施策 実施具体策（目標）

◇住民が支えあう
地域づくり
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●新たな村民体育教室事業の推進
（年２教室）

・バレーボール、ショートテニス、ストレッチなどの講習や教室を行った。参加者数を増やすた
め、魅力ある教室の開催に向け検討を行った。
・運動の機会を増やすため総合型地域スポーツクラブを設立した。社会体育の他、社会教育、福祉
など住民のニーズに対応するものとした。

●各種スポーツ団体育成事業の推進

・補助金を交付することにより、様々なスポーツ団体の運営・活動が維持できている。
・村の目指す健康増進（長寿）のためには定期的な運動やスポーツが必要であるため、総合型地域
スポーツクラブや体育協会等との連携について検討した。

●地域防災計画の見直し
県の急傾斜地等の見直しが終了し、それを受けてＨ26年度から27年度にかけて地域防災計画の見直
しを行った。

●自主防災組織の普及支援
Ｈ28年2月末現在で、20地区で自主防災組織を結成。Ｈ28年度中には職員集落担当制等の協力を得
て、全地区での自主防災組織結成を目標とする。

●避難施設の耐震化
Ｈ28年度実施予定

●区内緊急連絡用トランシーバー整
備

村⇔区、区⇔常会の連絡用トランシーバーを配備し、防災訓練等で通信訓練を実施している。

●防災倉庫設置
11カ所（集会所等含む）を備蓄倉庫として、非常用の飲食品等を備蓄している。今後も、地域の実
情を踏まえ整備の検討を行っていく。

●協働事業支援金の普及充実 交付実績Ｈ24年度～27年度　49件　

●ＮＰＯ法人・ボランティア団体の
育成

茶の間、社会福祉協議会等への支援、協力を実施。社協の推進する福祉ボランティアの協力内容等
打合せを実施。

●環境教育などの総合的な環境施策
推進

使用済み小型家電の回収を各支所入口及び集団回収日を設け実施した。
回収量：Ｈ26年度 1,900㎏

●太陽光発電システム設置を支援

住宅用太陽光発電システムの設置補助を実施した。（1kw当たり25千円、最大4kw100千円までを補
助）
補助金交付額：Ｈ24年度 13件 1,22４千円  Ｈ25年度 14件 1,351千円  Ｈ26年度 7件 645千円
Ｈ27年度 6件 468千円

●間伐材などを活用した木質バイオ
マス*注）エネルギー 導入について
の取り組み

村内で木質バイオマスエネルギーの利用を図るため、森林整備に伴い発生する間伐材や、松くい虫
被害木のチップ化及び素材としての供給を行った。木質バイオマスエネルギー等の導入に係る補助
制度を村民に周知し、地域で森林整備を進めた。
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◇住民が支えあう
地域づくり
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第１次総合計画の評価
・文化財保護
　文化財調査保護委員や生涯学習ボランティアが行っていますが、村の文化財や歴史文化は地域の貴重な財産であるといった理解、興味を持ってもらえる学
習の機会を設けることができませんでした。今後地域住民を対象とした事業展開が求められています。
・社会体育
　施設整備を含めたスポーツの推進は、村民の健康増進を図るために重要です。総合型地域スポーツクラブの設立により幅広い年齢層に対応できる効果的な
事業の展開が期待できます。特定地区公園整備事業は、利用頻度の少ない体育施設及び周辺一帯を村の防災拠点とし災害に備え、通常時は施設の有効活用を
図るためスポーツ施設としてスポーツ合宿や大会を誘致することにより村内の経済効果が期待できます。
・防災
　災害への対応として、隣近所で助け合う「共助」を呼びかけ、自主防災組織がほとんどの区等で結成されました。今後は訓練活動の実施を呼びかけ、非常
時の行動がスムーズに行われるよう、自主防災組織の活性化を図っていきます。
・協働事業支援金
　制度はかなり周知され申請件数も増えていますが、当初の目的である協働とは異なる事業の申請も見受けられます。交付対象について見直しが必要です。
・木質バイオマスエネルギーの導入
　松の枯損木の有効活用について協議し、木質バイオマスエネルギー施設へ材料としての供給を行いました。森林経営計画を策定することにより産業廃棄物
として処理される伐採木を、FIT対応の資源として売却、有効活用できました。松くい虫未被害木、その他の広・針葉樹等についても、更新伐に伴う作業道
の整備等を通じ森林整備を行いやすい環境を作りました。
・環境教育
　不要物の回収により再利用の意識を高めることができました。また、自宅での生ごみ処理に必要な経費の一部を助成することにより自然エネルギーへの関
心を高めることができました。
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後期基本計画実績
内　　容

●ＪＲの複線化、通勤通学時間帯の
増便等の利便性確保のための要望活
動の推進

篠ノ井線活性化協議会が発足し、関係市村と協力し要望活動を進めている。今後も引き続き活動を
進め、利便性の向上に努める。

●住民や児童・生徒・園児が利用し
やすい形態（公共交通のあり方）に
ついての検討と実施

Ｈ25年から公共交通検討委員会を10回開催し検討を重ねてきた。住民要望に基づき経路の変更やバ
ス停の増設を行ったほか、保育園や小学校の統合に伴う児童・園児の送迎のため、村営バスの空き
時間を活用して路線を増設するなど一定の成果は得られたが、利用者数の低迷を踏まえると大きな
改革が必要。平成28年3月に公共交通検討委員会からなされた提言をもとに、タクシー事業者等と
も調整しながら低コストで利便性の高い新たな公共交通体系を導入していくことが課題である。

後期基本計画実績
内　　容

●新矢越トンネルの早期完成と安曇
野市側の道路改良についての要望活
動の展開

同盟会により県・国に対して要望活動を毎年実施

●主要地方道大町麻績インター千曲
線差切峡地籍のトンネル化について
要望活動を推進

同盟会により県に対して要望活動を毎年実施

●村道宮ノ前線の改良
物件移転補償4件、用地買収10筆、詳細設計、用地測量、補償算定及び再算定、土質調査

第１次総合計画の評価
・新矢越トンネル
　要望活動等により、事業化、工事着手となりＨ27年度新矢越トンネルが貫通しました。Ｈ29年3月には長年の悲願であります道路改良が完了する予定で
す。
・差切峡
　同盟会等により要望活動を実施することにより、橋梁修繕、法面保護など安全な通行が確保されました。
・宮ノ前線
　道路線形を決定し、支障となる物件の移転及び用地買収を進め、狭隘区間の解消に向けた事前業務を完了することができました。

主要
方策

主要施策 実施具体策（目標）

地
域
交
通
網
の
確
立
・
整
備

◇公共交通体系の
整備

第１次総合計画の評価
新交通体制に向けての先進地視察や協議を重ね、公共交通検討委員会から提言書が提出されましたが、具体的な施策は展開することはできませんでした。今
後はこの提言書を実効性のあるものとしていく必要があります。

主要施策 実施具体策（目標）

◇国道４０３号な
ど基幹道路の整備
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