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コンセプトは「原点に戻る」 

 行政評価を導入したキッカケは、大きく２つ。 

  ①経営感覚の醸成 

計画を立て、実行し、検証し、改革改善をする。その結果を予算（実行）に反映させる。そして、今後

縮小していくと考えられる財源の中で、どのように事業を展開（優先度の決定等）していくか？ 

  ②組織内の権限委譲の促進 

理事者及び幹部層は町全体としての方針や目的を決定・明確にし、職員はその目的達成のための手段を

自ら考える。そのためには、予算をはじめ、ある程度の決定権を現場職員に下ろしていく。 

施策レベルの評価を重視 

上記の２点から H27 年度評価に関しては「政策」「施策」レベルの評価を重視し、事務事業評価については業

務を軽減した。すなわち、施策レベルの評価を実施することで、理事者・幹部層の方向性を明確にし、さらに庁内

での共有を進めることを第一の目的とし、それに基づいて担当職員がどのように事務事業を考えるか、を重視して

いる。 

事中評価（中間評価）の実施 

「直近の評価結果」→「課題の抽出（予算編成方針のネタとなるもの）」→「次年度への予算編成」という流れ

をスムーズにするため、予算編成前に「事中評価（中間評価）」の導入を試み、予算編成方針へ反映させることと

している。 

  



平成 28年度 施策評価        長野県高森町                            p.2 
 

 

施策ごとの評価結果一覧  

 

政策−施策体系 
時系列 

評価 

近隣水準 

比較 

政策 A 結び、つないで、みんなで動かすまちづくり   

 施策 A-1 人口減少・少子高齢化時代における、持続可能なまちづくり ↑ ↑ 

 施策 A-2 参画と協働による、まちづくり ↓ ↑ 

 施策 A-3 まちの良さを知り、伝えるまちづくり → ↓ 

政策 B 子どもが健やかに生き生きと育つまち   

 施策 B-1 子どもの育ちを家庭と地域で支えあう環境づくり ↑ ↑ 

政策 C 学びつながり集うまち   

 施策 C-1 学び合う環境づくり ↑ → 

 施策 C-2 生涯スポーツの充実 → → 

 施策 C-3 平和活動の推進 ↑ ↑ 

政策 D 健康いきいき、支えあいのまち   

 施策 D-1 健康づくりの推進 ↑ → 

 施策 D-2 安心して暮らせる福祉の推進 → → 

 施策 D-3 高齢者の自立の支援 → → 

 施策 D-4 障がい者にやさしいまち ↑ → 

政策 E 多彩な産業でつながる、活力と魅力あふれるまち   

 施策 E-1 魅力ある農業の振興 ↑ ↓ 

 施策 E-2 活力ある商業、工業の振興 ↑ ↑ 

 施策 E-3 安心て働き続けることのできる、雇用・労働環境の充実 ↑ → 

政策 F 自然と暮らしが調和し、美しい景観のまち   

 施策 F-1 適正な土地利用と景観の保全 ↑ ↑ 

 施策 F-2 環境にやさしい生活づくり → ↑ 

政策 G 安全に安心して、暮らせるまちへ   

 施策 G-1 災害に向き合い、備えるまちづくり ↑ → 

 施策 G-2 防犯と交通安全の推進 ↑ → 

 施策 G-3① 安全で潤いのある住環境の充実:道路 → ↑ 

 施策 G-3② 安全で潤いのある住環境の充実:上下水道 → → 

政策H 誠実で明るく、そして元気な行財政経営   

 施策H-1 行政サービスの向上 ↑ → 

 施策H-2 健全な行財政経営 ↑ ↓ 

 施策H-3 広域的な市町村連携の推進 → → 
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政 策 A 結び、つないで、みんなで動かすまちづくり 

 分 野 A：自治・協働 

 施 策 1：人口減少・少子高齢化時代における、持続可能なまちづくり 

 

 目  的 

施策の対象（誰、何が） 意図（どのようになることを目指すのか？） 

 町 町民と力を結集して、人口減少・少子高齢化の課題に挑む 

   

  重点施策 ● 理由 多くの施策に横断的に関わり、総力をあげて取り組むべき町の課題 

  担 当 課 経営企画室 関 係 課 全庁  

 

1.基本計画期間中の重点的な取組み 

人口減少・少子高齢化問題は、全政策に関係した重点課題とし、本施策を重点施策とするだけではなく、各施策

において「人口減少」「少子化」「高齢化」に対する具体的な取組み方針を明記したうえで取組む。さらに「成

果指標」が設定できる取組みについては「目標値」を定めて取り組む。また第 6 次まちづくりプランの 1 年目で

ある平成 27 年度中に新たなプロジェクトームを立ち上げ、人口の将来展望について検討する。役場内の部署を超

えて横断的に取り組む。 

直 結 す る 

事 務 事 業 名 
※全施策のうち、本施策の目的に直結する事務事業すべて 

 

2.目的達成のためにどのように取り組んだのか（昨年度の実績及びその分析） 

A 

●求める成果の具体的な内容 

全町的なプロジェクトの企画立案に対する実施数 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
－ 

－ 1 1 1    1 

実績値 － －       

分析 
「日本一のしあわせタウン総合戦略」を策定し H28、3 月に公表。Ｈ28 から実施する計画のため、

成果の計測は H28 度より。 

B 

●求める成果の具体的な内容 

各施策の「６．人口減少・少子高齢化に対する取組み」において、数値で計ることができる成果指標（全 25）

のうち、成果が達成された指標の数 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
施策 

－ 9 11 13    21 

実績値 － －       

分析 
「日本一のしあわせタウン総合戦略」を策定し H28、3 月に公表。Ｈ28 から実施する計画のため、

成果の計測は H28 度より。 

C 

●求める成果の具体的な内容 

町民に対する周知の回数 → 広報誌、CATV（2ヵ月に 1回） 広報内容：地区別高齢化率など 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
回 

－ 6 6 6    6 

実績値 － 7       

分析 
「日本一のしあわせタウン総合戦略有識者委員会」の議事録については、町ホームページで公開。

内容についてもＣＡＴＶにて放映。意見募集結果は 18 名 107 件。 
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■施策評価 

3.第 5 次計画時と比較して、この施策分野の成果は向上しているか？（時系列比較） 

☑成果は向上した ■成果は変わらない ■成果は低下している 

人口減少に対する議論は、日本創生会議による消滅自治体リスト公表以前の H25 より庁内人口減少プロジェクト

においてスタート。いち早い取組みから内容を精査し、H27 年度「日本一のしあわせタウン総合戦略」を公表。

また、第 6 次まちづくりプランにおいても重点施策と位置付けることで、全施策において地方創生の視点を持つ

ことを意識づけるなど、活動内容、広報などは充実した。 

 

4.近隣町村と比較して、この施策分野は高い水準か？（近隣比較、広域的な視点） 

☑高い水準である ■近隣と横並びである ■水準は低い 

第 5 次計画時代から、子育て施策を重点施策と位置付け取組みを充実してきている。また前記のとおり、地方創

生についても、他自治体に先駆けて人口問題プロジェクト等を立ち上げ事業等を展開してきた。総合戦略策定に

あたっては、外部事業者へ委託するのではなく、町内に関係した有識者委員を中心にまとめを実施し、議事録の

公表、意見募集の実施など、町民に対する情報公開なども含め、他治体の取組みより水準は高い。 

 
■地方創生の取組について 
5.地方創生の視点から、具体的にどのような取組を行ったか？ 

H27 度については事業実施、評価というよりも、「日本一のしあわせタウン総合戦略」策定を行った。 

 
■今後の方針について 
6.現状では、この施策はどこが主導しているか？  

☑町が主導している ■民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

 

7.今後、この施策はどこが主導していくべきか？ 

■町が主導する ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

計画やマネージメントは町が主導し、事業実施については民間活力の活用を推進する。 

 

8.今までの議論を振り返り、今後どのように進めるか 

☑既存事業の充実 ■新規事業の立ち上げ ■既存事業の縮小・廃止 

※該当する事務事業など 

高森町では、これまでの経過も踏まえ『子育て支援』の充実を地方創生の柱として展開して行く。全ての事務事

業において、子育ての視点を持ち事業内容の改善などを実施していく。一方、地方創生の鍵は働く場所の確保で

あり、子育ての視点と併せて、町内企業の働き方改革などのマネージメントも必要。こうした新たに出てくる課

題を精査し、総合戦略へ反映を行う。 

 

9.総括（その他の検討・懸案事項、理事者からの具体的な指示等） 

● 民間との連携を、どう取り組んでいくのか、対象事業の精査や公募など明確にする。 

● 成果指標が活動指標になっているため、移住された方、転出された方への理由調査（高森町に選択する理由、

離れる原因の把握）し指標に反映するなど、該当者から直接のご意見を事業展開に出来るように検討。 

● 人口減少への歯止めは重要だが、人口が減っても維持していける、持続可能なまちづくりこそが大切。 

● お金だけの支援だけではなく、町の持続可能性のために必要な支援とは何かを有識者委員会等で検討を。 

● この施策としあわせタウン総合戦略をどう位置付けるか（同じにするとわかりやすいか？） 

● 高森町が目指す「持続可能なまちづくり」「しあわせ」と定義をあきらかに。 
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政 策 A 結び、つないで、みんなで動かすまちづくり 

 分 野 A：自治・協働・コミュニティ 

 施 策 2：参画と協働による、まちづくり 

 

 目  的 

施策の対象（誰、何が） 意図（どのようになることを目指すのか？） 

 ①町民 地域の課題解決に取組む 

 ②自治組織 地域自治のあり方を研究し、自治力を高める 

 ③多様なコミュニティ まちづくりの新たな担い手となる 

  重点施策  理由  

  担 当 課 経営企画室 関 係 課 ― ― 

 

1.基本計画期間中の重点的な取組み 

①まちづくり基本条例により、町民主役の認識を広報するとともに、参画の機会を設ける。②加入しやすく、加

入し続けられる自治組織の経営に向けて、町も一緒に工夫や改善等を促進する。③女性や若者も参画しやすいコ

ミュニティ組織の育成や活動を支援。一方で横断的な連携や自治組織等との連携を深める活動を促す。④男女共

同参画に向けて行動計画を策定するとともに、男女共同参画条例の検討を開始する。 

直 結 す る 

事 務 事 業 名 

0750 自治組織運営支援事業 男女協働参画事業 

0770 元気もりもりチャレンジ支援金事業  

 

2.目的達成のためにどのように取り組んだのか（昨年度の実績及びその分析） 

A 

●求める成果の具体的な内容 

自治組織あり方検討委員会による解決策の提案数 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
－ 

3 3 3    3 － 

実績値 － －       

分析 
「自治組織あり方検討委員会」については、会議の方法など区長会等でも検討（2 回）。当面未

加入者から直接意見を聞く機会を持つことが大切ということで、未加入者に個別通知をし未加入

者の皆さんとの意見交換会を実施した。（1 回） 

B 

●求める成果の具体的な内容 

自治組織の加入率（加入率＝加入世帯／加入世帯＋未加入世帯） 

※賃貸住宅（公営含む）、福祉施設への入居世帯除く 

賃貸住宅等を除く理由として、賃貸住宅入居者であっても町内にある実家の方で自治会活動を行っている町民も多く存在

し、一概に「賃貸住宅入居＝未加入世帯」とはいえず、正確な数値の把握が困難であるため。 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

87.05 87.5 88.0 88.5    90.0 

実績値 
 

85.4       

分析 
二世帯住宅など世帯分離が進み、若い世帯の未加入者が増加している。また、高齢者のみの世帯

も増加し脱退者が増加。アパートを含めた総世帯数からみた加入率も 77.28％→75.63％と減少。 

C 

●求める成果の具体的な内容 

自主的にまちづくり活動を行っている町民の割合 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

34.0 36.0 38.0 40.0    6 

実績値  25.3       

分析 
「忙しい」という方が増えている。個人的な活動や趣味のグループ活動に時間を割く方が増え、

「忙しくてまちづくり活動に参加する時間がない」という町民が増加している。18 歳～30 代の

回答者割合が5％増えており、この方たちの活動していないと回答した割合が増えている。 
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D 

●求める成果の具体的な内容 

「住みよい地域づくりのために、自治組織の仕組みや活動は必要」だと思っている町民の割合 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

82.2（仮） 83.0 84.0 85.0    89.0 

実績値 － 76.7       

分析 
自治会活動の、特に作業や役員などが押し付けと感じる不満が、この指標の結果に表れている。

30 代で「あまりそう思わない」と回答した方が、圧倒的に増加。一方で、隣近所の助け合いはあ

る程度必要だとは感じている。世代交代を迎え、世代間で軋轢を感じる方が増えている。 

 
■施策評価 
3.第 5 次計画時と比較して、この施策分野の成果は向上しているか？（時系列比較） 

■成果は向上した ■成果は変わらない ☑成果は低下している 

転入・転居世帯の自治会役員への情報提供や自治会未加入世帯との懇談会開催など、取り組みは進めているが、

高齢化や町民の意識の変化もあり、成果に結びついていない。 

 
4.近隣町村と比較して、この施策分野は高い水準か？（近隣比較、広域的な視点） 

☑高い水準である ■近隣と横並びである ■水準は低い 

H27 施行のまちづくり基本条例など、町民の自治、協働、参画など前向きな取組みを行っている。自治組織

未加入に対しても、自治会紹介シートなどの配布、窓口対応も含め取組みを充実してきており、近隣町村よ

りも、施策に対する考え方、事務事業の展開など水準は高い。但し、施策が結果に結びついてはいない。 

 
■地方創生の取組について 

5.地方創生の視点から、具体的にどのような取組を行ったか？ 

リニア中央新幹線開通などによる町の環境変化や世代間ギャプなど、地域自治に対する町民の考え方の変化に、

自治組織やまちづくり団体などが対応していくことが必要。人口が減少しても持続可能なまちづくりの視点の中

核を担う施策として、H27 策定の総合戦略では、地域自治の充実、協働、参画を重点項目と位置付けた。 

 
■今後の方針について 
6.現状では、この施策はどこが主導しているか？  

☑町が主導している ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

 
7.今後、この施策はどこが主導していくべきか？ 

☑町が主導している ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

自治組織などのあり方については、町と自治組織と両輪で主導していくべき。 

 
8.今までの議論を振り返り、今後どのように進めるか 

☑既存事業の充実 ■新規事業の立ち上げ ■既存事業の縮小・廃止 

これまでの地域に住む人が地域の作業をするという考え方は、生活形態の変更などにより受け入れられなくなっ

てきている。町や自治組織が行っている事業の棚卸を行い、負担軽減などについて検討すべき。チャレンジ支援

金については、資金援助を終えても活動が継続できる職員のかかわりなど検討を実施。 

 
9.総括（その他の検討・懸案事項、理事者からの具体的な指示等） 

● まちづくり活動の定義があやふやで、指標取得の項目としては不適切なアンケートになっている。 

● 次期自治組織の形態とも言われている「地域協議会」について、町の方向性など区長会等で各区の現状を把

握し、慎重に検討をしていく。 
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政 策 A 結び、つないで、みんなで動かすまちづくり 

 分 野 A：タウンプロモーション・定住 

 施 策 3：まちの良さを知り、伝えるまちづくり 

 

 目  的 

施策の対象（誰、何が） 意図（どのようになることを目指すのか？） 

 ①町民 町に関心を持ち、町の魅力を発信し、多くの来訪者を惹きつける 

 ②都市部に住む人 UI ターンにより高森町に定住する 

  重点施策  理由  

  担 当 課 経営企画室 関 係 課 産業課 総務課 

 
1.基本計画期間中の重点的な取組み 

①町を知る取組みとして、CATV・広報誌等の町民に対する情報発信の取組みを強化。／②高森町の PR として、

分かりやすいホームページの作成、SNS の活用を促進。／③政策 E と連携し、生産者や事業者と協働し、町の特

産品を PR し産業の活性化を図る。／④高森町で育った人がふるさとに対し愛着を感じてもらえる素地（ふるさ

と教育）を充実。（政策 B2）／⑤高森町で生活できる基盤や若者への支援を充実させる。  

直 結 す る 

事 務 事 業 名 

0760 タウンプロモーション事業 7030 自主放送番組制作事業(CATV 

ふるさと元気づくり寄付推進事業 【新規】若者の定住促進事業 

 
2.目的達成のためにどのように取り組んだのか（昨年度の実績及びその分析） 

A 

●求める成果の具体的な内容 

飯伊地区以外からの転入世帯数 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
世帯 

36 36 39 42    50 

実績値 － 56       

分析 
飯伊地区外からの転入世帯数が増加。しかし、アパート、寮、町営住宅、職員住宅等への転入が

44 世帯と飯伊地区外からの転入世帯数の 78.5%を占める。高森町空き家バンクへの問い合わせ件

数も増加してきている。 

B 

●求める成果の具体的な内容 

高森町公式ホームページへのアクセス件数 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
件 

85,000 86,000 87,000 88,000    93,000 

実績値 － 98,827       

分析 
計画値よりもアクセス件数が多い。Ｈ28 年度ホームページ更新によりアクセス件数が増加するこ

とを目指す。※町からの情報 71.8％ 

C 

●求める成果の具体的な内容 

「お帰りなさい奨励補助金」交付件数 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
件 

15 15 16 16    18 

実績値 14 15       

分析 
当初予算に計上した申請件数 15 件の申請があった。地元高卒・短大卒者等の地元就職に対する奨

励金について検討課題。 

D 

●求める成果の具体的な内容 

湯ヶ洞の宿泊者数 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
人 

6,636 6,800 6,900 7,000    7,000 

実績値 － 6,631       

分析 
概ね計画値に近い宿泊者数となった。 
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E 

●求める成果の具体的な内容 

（ふるさと納税）高森町元気づくり寄付の寄付額 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
千円 

4,000 10,500 17,000 23,500 30,000 36,500 43,000 50,000 

実績値 － 62,658       

分析 
12 月の寄付額増（主に市田柿）。さらに H28 年度に向けて新規お礼品や果物類の数量を確保した。 

 

 
■施策評価 
3.第 5 次計画時と比較して、この施策分野の成果は向上しているか？（時系列比較） 

■成果は向上した ☑成果は変わらない ■成果は低下している 

地域ブランドとしての「市田柿」については、首都圏を中心に知名度やブランド価値が上昇してきている。一方

「市田柿」と高森町が結びつかないのが現状で、高森町の知名度は低い。ふるさと納税も一つのチャンスではあ

るが、通販化しており、当町の事に興味を持って納税しているかは疑問。 

 
4.近隣町村と比較して、この施策分野は高い水準か？（近隣比較、広域的な視点） 

■高い水準である ■近隣と横並びである ☑水準は低い 

そもそも観光によって、町自体の知名度を上げるのは困難。ふるさと納税については、豊丘村・喬木村などの取

組みほど H27 年度は充実できていなかった。空き家バンクについても、ようやく登録物件が増加傾向になったと

ころで、近隣市町村の取組みが参考になるケースが多い。但し、施策の取組みと定住実績とは別。 

 
■地方創生の取組について 
5.地方創生の視点から、具体的にどのような取組を行ったか？ 

ふるさと納税の充実。銀座 NAGANO 他でのイベント。 

 
■今後の方針について 
6.現状では、この施策はどこが主導しているか？  

☑町が主導している ■民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

 
7.今後、この施策はどこが主導していくべきか？ 

☑町が主導する ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

今後は、様々な分野で商工会・JA・一般企業との連携が必要。町はコーディネイトする立場に徹し、事業者の直

接的な参入が発展に繋がる糸口。（定住窓口＝商工会建設業部会、市田柿活用事業＝JA 等） 

 
8.今までの議論を振り返り、今後どのように進めるか 

☑既存事業の充実 ☑新規事業の立ち上げ ■既存事業の縮小・廃止 

若者視点による町の PR として、H28 年度より「わかもの特命係」を設置。SNS の活用による町の PR を実施。併

せて HP をリニューアル。スマホ対応なども実施。H28 年度放映の NHK 大河ドラマ「おんな城主直虎」について

も、活用の意思のある業者や地元の団体などと連携。 

 
9.総括（その他の検討・懸案事項、理事者からの具体的な指示等） 

● 交流人口を増やすのであれば「買う」「食べる」「体験する」の 3 要素が必須。町の中で組み立てができるか？

● わかもの特命係を中心に、さらに若者に町・町政に関心を持ってもらい、新しい発想によるプロモーションを。 

● 今やっている仕事を突き詰める中で、それらが注目を浴び結果的に PR になることもある。それらもぜひ取り

組むこと（※例：共通投票所の取組み） 

● そもそも指標 A は A-1、指標 B は H-1 の分野ではないか？再度、これらの施策も含めて、施策の再構成が必要。 
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政 策 B 子どもが健やかに生き生きと育つまち 

 分 野 B：子育て・教育 

 施 策 1：子どもの育ちを家庭と地域で支え合う環境づくり 

 

 目  的 

施策の対象（誰、何が） 意図（どのようになることを目指すのか？） 

 子ども 心身ともに健康に安全に育つ 

 家庭 安心して産み、育てることができる 

  重点施策 ● 理由 人口減少、少子化にも大きく関わり、第５次に引き続き重点施策とする 

  担 当 課 教育委員会 関 係 課 健康福祉課  

 

1.基本計画期間中の重点的な取組み 
■保護者自身の自己肯定感が育まれる企画・機会を設け、子育てを通して親自身も自己向上できる支援。 ■基
本的な生活習慣の習得のため、乳幼児健診、保育園、小学校の継続した関わりをする。 ■子育てに孤立感や負
荷を感じず、子育てを楽しめるよう保護者の置かれた生活スタイルに合わせた支援。■子どもが豊かな人間性・
生きる力を持った次代の親として成長するための学習機会を設ける。■安心・安全な給食の提供に向け給食セン
ターの建替え 

直 結 す る 

事 務 事 業 名 

子ども子育て支援計画 給食センター改築事業 

  

 

2.目的達成のためにどのように取り組んだのか（昨年度の実績及びその分析） 

A 

●求める成果の具体的な内容 

乳幼児健診への参加の割合（1 歳半）／（3 歳） 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

94.3／98.5 95.0／98.5 95.5／98.5 96.0／98.5    100.0／100.0 

実績値 － 95.6       

分析 
概ね計画値どおり。母子手帳交付時から保健師との関わりをより深くし、また、関係者の連携に
より健診率の向上を図る 

B 

●求める成果の具体的な内容 

「早寝・早起き・朝ごはん」の生活習慣が実践できている年長児の割合 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

49.0 50.0 51.5 52.5    55.0 

実績値 
 

50.5       

分析 
概ね計画値どおり。年中児童への関わりを深めることで、家庭生活の改善に繋げていく 

C 

●求める成果の具体的な内容 

学校が楽しいと感じている小学生児童の割合 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

92.8 93.0 93.0 93.5    95.0 

実績値  89.5       

分析 
若干低下。ただし、学校アンケートの設問を平成 27年度から「どちらでもない」という回答が加
わり 5段階となっており（平成 26までは 4段階）、その影響と判断。 

D 

●求める成果の具体的な内容 
「学習内容に関心を持ち、集中して授業に取り組めた」とする中 2 の割合 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

89.1 89.2 89.3 89.5    90.0 

実績値 － 76.0       

分析 

低下。ただし、学校アンケートの設問を平成 27年度から「どちらでもない」という回答が加わり
5 段階となっており（平成 26 までは 4段階）、その影響と判断。小原ヶ丘塾等の取組みでは、自
主的に積極的に取組めたという生徒も多い。 
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E 

●求める成果の具体的な内容 
高森町が子育てしやすい町だと思う町民の割合 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

69.9 71.5 72.5 73.5    77.0 

実績値 － 61.5       

分析 
「分からない」を選択する町民が大きく増えている。 
実施している施策が町民にしっかり届いていないことを受け止めて取り組まねばならない。 

 

■施策評価 
3.第 5 次計画時と比較して、この施策分野の成果は向上しているか？（時系列比較） 

☑成果は向上した □成果は変わらない □成果は低下している 

・第 5 次計画時においても、子育て施策は重点事業として位置付け。従来からの事業を継続しながらも、窓口対

応の連携の検討など、目的達成に向けた取組みを進めている。 

4.近隣町村と比較して、この施策分野は高い水準か？（近隣比較、広域的な視点） 

☑高い水準である □近隣と横並びである □水準は低い 

・中学生までの医療費無料化、保育園入所の際の各種減免など、他の自治体に先駆けて取組み、子ども支援や子

育て支援を重要施策と位置づけ取り組んできている。 

 
■地方創生の取組について 
5.地方創生の視点から、具体的にどのような取組を行ったか？ 
・高森版ネウボラにより、母子保健事業と子育て事業の連携強化に向けた検討 
・土曜授業（小原ケ丘塾）、タブレット学習を導入に向けた準備 

 
■今後の方針について 
6.現状では、この施策はどこが主導しているか？  

☑町が主導している ■民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

7.今後、この施策はどこが主導していくべきか？ 

☑町が主導する ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

主に行政が支援しながらも、行政とそれぞれの家庭、地域（自治組織・民生委員など）、連携が今まで以上に重
要となってくる。 
 

8.今までの議論を振り返り、今後どのように進めるか 

■既存事業の充実 ■新規事業の立ち上げ ■既存事業の縮小・廃止 

町の重点施策であるが、指標Ｅにあるように子育てに直接関わっていない方々に十分に理解されていない。今後、
“子育て”が全ての事業において重要となる視点とする以上、そういった方々の理解・共感は不可欠。まちづく
りプランの重点施策（地方創生の視点でも）であることを、この施策の関連事業のみならず行政全体で意識的に
説明していく。ネウボラ事業の目的の一つである子育て窓口の一本化について、平成２８年度から関係課の連携
会議をスタート。引き続き具体的な対応についても検討を始める。 
丸山公園付近への産科開業に合わせた子育て支援施設の建設・活用について関係課と連携を取り、具体化に向け
て進める一方、現支援センターの今後についても併せて検討を進める。 

9.総括（その他の検討・懸案事項、理事者からの具体的な指示等） 
・子育てという柱で行くのであれば、全ての施策において「子育て」で横断的に行動計画を作成 
・アンケートだけではなく「ヒアリング」「モニター」という方法を使って現状をしっかり把握すべき。その上
で「（本施策においての）目指す家庭・地域の姿」を議論し共有する。 
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政 策 C 学びつながり集うまち 

 分 野 C：生涯学習・伝統芸能 

 施 策 1：学び合う環境づくり 

 

 目  的 

施策の対象（誰、何が） 意図（どのようになることを目指すのか？） 

 ①町民 学びを通じて地域への関心が高まる 

 ②町 学びの場、コミュニケーションの場を提供する 

 
③郷土の伝統芸能と文

化  
活用され継承される 

  重点施策  理由  

  担 当 課 教育委員会 関 係 課 ― 教育委員会 

 

1.基本計画期間中の重点的な取組み 
・町民のニーズを把握するとともに、高齢者のみならず、幅広い世代も参加できるような学びの場を提供する。・
シニア大学に小学校訪問の交流の充実 ・各地区でどんな取組みをしているか、また各分館が参考になるような
事例や情報交換の場を設ける。・町ホームページ、ＣＡＴＶ、資料館、図書館等を活用した情報提供。・民俗芸
能、文化財等について、保存活動にとどまらず、活用することにより地域の魅力を再発見する活動を行う。 

直 結 す る 
事 務 事 業 名 

柿の里ひろば開催事業・高森町シニア大学開催事業 公民館教室開催事業・文化祭開催事業 

町立図書館管理運営事業 歴史民俗資料館「時の駅」運営事業 

 
2.目的達成のためにどのように取り組んだのか（昨年度の実績及びその分析） 

A 

●求める成果の具体的な内容 

高森町が提供・推奨している学習の機会や場を充分と感じている町民の割合 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

44.8 45.0 45.5 46.0    48.0 

実績値 － 45.4       

分析 評価は横ばい。町が提供等をしている学習会や活動内容に選択肢がない、または選択肢が固定化
している事によるものか 

B 

●求める成果の具体的な内容 

公民館の分館活動や育成会・民俗芸能などの地域行事に参加している町民の割合 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

49.5 50.0 50.5 51.0    53.0 

実績値 － 34.2       

分析 
地域が継続的に計画・実施している活動には、多くの住民が参加している。各分館では年次計画
に基づきしっかり行われている。公民館 59.0％、育成会 21.3％、民俗芸能 22.4％ 

C 

●求める成果の具体的な内容 

富本銭や獅子舞など、文化財に関心を持っている町民の割合 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

51.5 52.0 52.5 53.0    55.0 

実績値 － 53.9       

分析 
広報たかもりへの「BUNKAXILE」記事の掲載、町ＣＡＴＶ番組の作成、資料館ホームページのリニ
ューアルなど、町民に関心を持っていただけるよう周知に努めた。また、来年の大河ドラマに関
連して、資料館や松岡城址、松源寺などを訪れる方が増加している。 

D 

●求める成果の具体的な内容 

町内の指定・登録文化財の件数 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
件 

34 36 37 38    42 

実績値 － 40       

分析 
調査委員会の積極的な調査結果により、指定につなげることができた。 
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E 

●求める成果の具体的な内容 

各地域の民俗芸能保存・伝承芸能活動に取り組んだ町民の割合 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

9.3 9.5 9.7 10.0    10.0 

実績値 － 22.4       

分析 
平成 27年春と比べると人数で 48人増、率にして 0.4％の増である。各保存会からの報告による
概数のためブレが生じやすい。ただ、今春は 3地区で御柱祭、2団体がお練り祭りに出演するな
ど民俗芸能に関心を持ってもらうことはできたと推察する。 

 
■施策評価 
3.第 5 次計画時と比較して、この施策分野の成果は向上しているか？（時系列比較） 

☑成果は向上した ■成果は変わらない ■成果は低下している 

柿の里ひろば、公民館学習会など実施では講演会等の実施の際に施策方針に沿った検討などが必ずしも十分では
無く、平成２７年度はその課題について検討し、平成２８年度 実施に当たっては施策方針を踏まえた実施とす
ることとした。伝統芸能や文化財については、今までの保全・保護に加えて活用といった視点を強くし、ＢＵＮ
ＫＡＸＩＬＥ事業や、課題を共有し解決に繋ぐ保存会連絡会などの取組みを進めることができた。また、施設の
使用料あり方検討については公民館運営審議会の議題として検討に着手。 
 

 

4.近隣町村と比較して、この施策分野は高い水準か？（近隣比較、広域的な視点） 

■高い水準である ☑近隣と横並びである ■水準は低い 

比較することは難しいが、特段優劣を見極めるような相違点も見当たらない。 

■地方創生の取組について 
5.地方創生の視点から、具体的にどのような取組を行ったか？ 
地域を知る 文化財めぐりなどに多くの子ども達が参加。伝統芸能保存会に対し次世代の担い手づくりの支援。 
 

■今後の方針について 
6.現状では、この施策はどこが主導しているか？  

☑町が主導している ■民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 
 

7.今後、この施策はどこが主導していくべきか？ 

☑町が主導する ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

■公民館 
 町：町全体の課題解決、地域の連携調整 地域：分館は地域課題解決 
■文化財 
 町：法律等に基づく文化財保護、ＴＰと連携して地域の宝の活用・支援 地域：伝統芸能等の保全活用、ふる
さと学習 
 

 

8.今までの議論を振り返り、今後どのように進めるか 

☑既存事業の充実 □新規事業の立ち上げ □既存事業の縮小・廃止 

■学びを通じ地域への関心を高めるという施策目的に対し、分館での学びの活動、町民のグループによる自主的
な学びの場が不足していると考える。公民館本館がテーマ示し講演会等できっかけを作り、分館は地域課題解決
の具体的活動などへ繋げられるよう本来の公民館の目的などを町民全体で共有する場を設ける。平成２８年度に
は主となる事務事業（柿の里ひろば・公民館教室開催事業）により、分館長・主事の他、町民全般で今一度公民
館の担うべきこと（どちらかと言うとイベント主体となっている公民館活動など）を考える場を提供する。 
■文化財の活用継承では、身近な宝である文化財に対し、町民の更なる関心と教養を高める取組みに務め、関係
者が保存と次世代への継承に繋げられる支援を進める。 
 

 

9.総括（その他の検討・懸案事項、理事者からの具体的な指示等） 
・公民館の自治会における位置づけ、現在の 3 支館 21 分館の体制など、自治組織の検討とも十分に連携し考えて
行くことが必要。 
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政 策 C 学びつながり集うまち 

 分 野 C：スポーツ 

 施 策 ２：生涯スポーツの充実 

 

 目  的 

施策の対象（誰、何が） 意図（どのようになることを目指すのか？） 

 町民 生涯を通じてスポーツに取組む 

   

  重点施策  理由  

  担 当 課 教育委員会 関 係 課 健康福祉課  

 

1.基本計画期間中の重点的な取組み 
・利用者のニーズ把握に努め、多くの町民が安全に使えるように改善する。社会体育施設の長寿命化について検
討を進める。誰もが気軽参加できるようなニュースポーツの普及を図る。・公共施設予約システムを導入して、
利用者の公平性、利便性の確保、利用率の向上を図る。・社会体育施設の夜間照明等をはじめとして受益者負担
（有料化）を検討していく。小中学生期におけるスポーツの在り方における指針の作成 ・健康づくりを推進す
る事業課との連携。 

直 結 す る 

事 務 事 業 名 

公民館スポーツ大会開催事業 町民体育館等施設維持管理事業 

社会体育施設維持管理事業  

 

2.目的達成のためにどのように取り組んだのか（昨年度の実績及びその分析） 

A 

●求める成果の具体的な内容 

概ね週 1 日以上スポーツや運動をしている成人町民の割合 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

32.7 33.0 33.5 34.0    36.0 

実績値  36.7       

分析 
評価は横ばい。定期的に運動等をする町民は定着していると感じる。しかし近年 3 割程度に留ま
っている。 

B 

●求める成果の具体的な内容 

高森町体育協会の会員数 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
人 

938 950 955 960    970 

実績値  940       

分析 
会員数は横ばい。しかし、現会員が（多少の世代交代はあるが）スポーツを通じて継続的に活動
されている。 
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■施策評価 

3.第 5 次計画時と比較して、この施策分野の成果は向上しているか？（時系列比較） 

■成果は向上した ☑成果は変わらない ■成果は低下している 

事業を継続して実施し、一定の成果に繋がっている。 
町民運動会のあり方検討をすすめ、一定の方向性を決定。平成 29 年度実施を持って今までの実施方法は終了。公
民館教室でスタートしたウォーキング教室が健康づくり教室として展開された。 

 

4.近隣町村と比較して、この施策分野は高い水準か？（近隣比較、広域的な視点） 

■高い水準である ☑近隣と横並びである ■水準は低い 

継続してきているスポーツ事業に差異は無いと判断するが、総合型スポーツクラブの活動には町村間で格差があ
る。 

 

 
■地方創生の取組について 
5.地方創生の視点から、具体的にどのような取組を行ったか？ 
人と人とのつながりの場として事業を継続実施 

 

 
■今後の方針について 
6.現状では、この施策はどこが主導しているか？  

■町が主導している ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 
 

7.今後、この施策はどこが主導していくべきか？ 

■町が主導する ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

町はきっかけ作りや環境整備を主とし、地域やグループが主体的にスポーツ活動に取組んで行くことが望ましい。 
 

 

8.今までの議論を振り返り、今後どのように進めるか 

■既存事業の充実 ■新規事業の立ち上げ ■既存事業の縮小・廃止 

自治組織や公民館活動を進める上でスポーを通じ人々が交流し仲間作りのきっかけとすることは非常に大切なこ
とである。町では地域でも取組みやすい軽スポーツ等の情報と人材提供、多くの方が参加し親しみやすいスポー
ツ等をする機会を提供していく。 
施設面では長寿命化計画の策定完了により、今後計画的な改修等、社会体育施設の維持管理と安全な施設の継続
的な提供に努めていく。 
 

 

9.総括（その他の検討・懸案事項、理事者からの具体的な指示等） 
・スポーツ小年代のあり方については町としてのガイドラインの必要性について研究すること。 
※成果指標 Bについては再検討（社会施設等の利用者数などか？） 
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政 策 C 学びつながり集うまち 

 分 野 C：平和推進 

 施 策 3：平和活動の推進 

 

 目  的 

施策の対象（誰、何が） 意図（どのようになることを目指すのか？） 

 町民 平和の尊さを理解し、後世に伝える 

   

  重点施策  理由  

  担 当 課 教育委員会 関 係 課 ―  

 

1.基本計画期間中の重点的な取組み 
平成 22年度に制定した「高森町平和のかけはし条例」に基づき町ぐるみで事業を推進していく。次世代に継承す
るために語り部を学校や地域に派遣する。戦後 70 周年を迎えるにあたり、平和の鐘の設置。原爆パネル展の開催
（平和ポスター展）。平和に関する映画の上映。平和コンサートの開催。 

直 結 す る 

事 務 事 業 名 

ヒロシマ平和のバス派遣事業 平和普及啓発事業 

  

 

2.目的達成のためにどのように取り組んだのか（昨年度の実績及びその分析） 

A 

●求める成果の具体的な内容 

広島平和のバスへの派遣団員数（累計） 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
人 

761 791 821 851    971 

実績値 － 794       

分析 
継続的な事業実施により数値は年々増加している。 

B 

●求める成果の具体的な内容 

８月の「平和推進月間」の期間中における事業実施回数 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
回 

3 3 3 3    3 

実績値  4       

分析 
戦後 70年の節目を迎え、平和コンサートを実施したことにより事業回数は増加。 
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■施策評価 

3.第 5 次計画時と比較して、この施策分野の成果は向上しているか？（時系列比較） 

☑成果は向上した ■成果は変わらない ■成果は低下している 

継続実施することで、平和のバス等に関わる方は着実に増加している。 
 

 

4.近隣町村と比較して、この施策分野は高い水準か？（近隣比較、広域的な視点） 

☑高い水準である ■近隣と横並びである ■水準は低い 

・平和事業（平和のバス等）に早期から取組み、現在まで継続していること（近隣町村ではバス派遣事業を止め
るところも） 
・「高森町平和へのかけはし条例」整備等 

 

 
■地方創生の取組について 
5.地方創生の視点から、具体的にどのような取組を行ったか？ 
今まで、また、この先も平和事業を継続することで、そういった町に住んでみたいというキッカケにもつながる。
ただし、地方創生等の時事の変化によらず、継続して推進していく。 

 

 
■今後の方針について 
6.現状では、この施策はどこが主導しているか？  

☑町が主導している ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 
 

7.今後、この施策はどこが主導していくべきか？ 

☑町が主導する ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

町の役割としては、個々の考え方によらず平和の大切さを町民に広く伝え、平和について考えるきっかけ作りと、
時代の変化によらずそれを継続していくこと。それを踏まえて町民の皆さんがそれぞれの具体的な取組みを行う。 
 

 

8.今までの議論を振り返り、今後どのように進めるか 

■既存事業の充実 ■新規事業の立ち上げ ■既存事業の縮小・廃止 

広島平和のバス派遣事業の継続実施、8 月を平和推進月間として平和学習会等の開催により、高森町の平和推進
に対する取組み、平和や人権尊重に対する住民意識は高まっている。・更に高めていくために、今後も継続的な
意識啓発と学習機会の提供に努めていく。 

 

9.総括（その他の検討・懸案事項、理事者からの具体的な指示等） 
・今後も本施策については推進していく。 
※次回の見直しの際には、C-2施策とあわせて統合等を検討すること。 
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政 策 D 健康いきいき、支えあいのまち 

 分 野 D：健康 

 施 策 1：健康づくりの推進 

 
 目  的 

施策の対象（誰、何が） 意図（どのようになることを目指すのか？） 

 町民 健康で暮らすことができる 

  担 当 課 健康福祉課 関 係 課 ― ― 

 

1.基本計画期間中の重点的な取組み 
●特定健診の受診率・保健指導率の向上を図り、生活習慣病予防の発症予防と重症化予防を行う。町民自らが生
活習慣病予防のための運動と食を意識して実践できる質の高い保健指導を実施する。●健康ウォーキングの普及
を進める。住民が継続してウォーキングをするきっかけとなる講座の実施。公民館や地域総合型スポーツクラブ
との連携。●医療費分析、健診結果の分析を実施し、町全体の課題を見つけ、改善のための計画作成を行う。（健
康増進計画・食育計画・特定健診保健指導計画・データヘルス計画）。●脳卒中・虚血性心疾患・慢性腎臓病の
ための保健指導を実施。また、地区ごとの実態を出し、地区健康集会で示し、町の課題、地域の課題を住民自身
が知り、生活習慣病予防の実践を行う。●健康マイレージ事業を導入し、健康意識の向上を目指す。 

直 結 す る 

事 務 事 業 名 

国保特定健康診査等事業 いきいき健康支援事業 

総合健診事業 総合健診後の個別相談指導事業 

 
2.目的達成のためにどのように取り組んだのか（昨年度の実績及びその分析） 

A 

●求める成果の具体的な内容 

特定健診受診率（法定報告の数値） 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

見込値 60 65 65 65    70 

実績値 53.2 57.7       

分析 
目標は達成できなかったが、受診率が 4.5％増加。未受診者対策として、未受診者名簿を作成し、
個別通知、電話、お知らせ版による対応を行った。また、特定健診受診だけでなく、病院受診さ
れた方の検査表の提出を促し、より多くの町民に関わるよう取り組みを行ったことで成果が向上。 

B 

●求める成果の具体的な内容 

特定保健指導実施率（法定報告の数値） 【メタボ傾向で生活習慣病に移行しやすい人への個別指導】 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

見込値 60 65 70 75    100 

実績値 47.2 71.3       

分析 
目標は達成。保健師が対象者への個別連絡を行い、継続指導へと繋げていく。27年度は、対象者
へのアプローチは、ほぼ行うことが出来た。今後は、継続指導に繋げていき、進捗管理を行うこ
とで生活習慣病へ移行しないよう取り組みを進めていく。 

C 

●求める成果の具体的な内容 

国保一人あたりの医療費。長野県を 100 とした割合。 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

100 90 89 88 87 86 85 85 

実績値 － 91       

分析 
概ね達成。特定健診受診率の向上の効果が出てきていると考えられる。高度医療、新薬など医療
費が上昇する要因もあるが、地道な保健指導により健康でいられるよう取り組みを進めることで
医療費を抑えていく。 

D 

●求める成果の具体的な内容 

Ｈ25 年度脳血管疾患による入院医療費（年間累計）を 100 とした場合の伸び率 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

0 -2 -5 -10 -12 -15 -18 -20 

実績値 -80.6 7.9       

分析 
Ｈ26年度脳出血と脳梗塞の医療費ともに低かったが、Ｈ27年度は脳出血脳梗塞とも医療費が増え
た。 
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E 

●求める成果の具体的な内容 

Ｈ25 年度虚血性心疾患による入院費医療費（年間累計）で 100 とした場合の伸び率 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

0 -2 -5 -10 -12 -15 -18 -20 

実績値 -94.3 -8.3       

分析 
Ｈ26年度は狭心症による医療費のみで少なかったが、Ｈ27年度は狭心症と心筋梗塞両方の入院が
あった。 

 
■施策評価 
3.第 5 次計画時と比較して、この施策分野の成果は向上しているか？（時系列比較） 

☑成果は向上した ■成果は変わらない ■成果は低下している 

◆発症予防のため未受診者対策を実施①保健師による個別対応を行い、健康への関心を持っていただくこと、ま
た生活習慣病への移行しないよう継続指導を行った。②女性検診(子宮頸がん・乳がん)未受診者へクーポンを発
行し、受診を促した結果受診者が増加。◆大腸がん検診の対象年齢の変更(40 歳から 35 歳へ)により、早期から
の予防、自己管理の徹底を進めた。◆メタボ傾向の対象者への運動教室(脱メタボの会)の開催。(健康センターあ
さぎりにて 4回コースで実施)生活習慣病への予防の促進を行った。◆柿丸健康チャレンジ(健康マイレージ)をス
タート。三屋裕子さんによる講演会の開催。ウォーキング教室の実施。身体を動かし、ポイントを集め楽しくで
きることと共に健康増進・維持に取り組む。◆食育推進計画も策定。栄養士を中心とした栄養指導を小中学校時
から実施。血液検査の結果から、対象者へ個別通知を出し、保護者と共に面談を行うことで、早期からの生活習
慣病の予防を進める。 

 

4.近隣町村と比較して、この施策分野は高い水準か？（近隣比較、広域的な視点） 

■高い水準である ☑近隣と横並びである ■水準は低い 

特定健診受診率は、長野県内 10 位である。近隣町村も受診率が高いが、同規模の松川町より高くなっている。保
健指導率は、近隣町村もほぼ同じである。 

 
■地方創生の取組について 
5.地方創生の視点から、具体的にどのような取組を行ったか？ 
◆柿丸健康チャレンジ(健康マイレージ)を始め、健康増進・維持に取り組む。◆食育推進計画を策定し、食事に
よる改善が図れるよう栄養士を中心とした栄養指導を小中学生、また対象者に実施。 

 
■今後の方針について 
6.現状では、この施策はどこが主導しているか？  

☑町が主導している ■民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 
 

7.今後、この施策はどこが主導していくべきか？ 

☑町が主導する ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

町が主導していくことで、民間や地域にもお願いをしていく。(民間委託・地域での健康集会など) 
 

8.今までの議論を振り返り、今後どのように進めるか 

☑既存事業の充実 ☑新規事業の立ち上げ ■既存事業の縮小・廃止 

◆国保事業者として、特定健診受診率、特定保健指導率向上を進めることで、生活習慣病の発症予防、重症化予
防への取り組み、意識の向上が図られる。今後も未受診者対応を積極的に進めていく。◆社会保険等事業者への
保健指導を進める。商工会、各種企業との連携を行い、保健指導・栄養指導を行う事で予防活動の促進につなげ
ていく。(H28 には、JA・乾光精機へ)◆町民一人ひとりが健康で暮らしていけるため、気軽に取り組めるウォー
キング活動を中心に「柿丸チャレンジ事業」を推進し、意識的に体を動かすことが健康促進につながるよう取り
組みをすすめる。◆町民、また町内企業に向け、生活習慣病の予防啓発を行う事で、町にとっても大きな成果に
つながる。町民の健康づくり、予防の推進が、医療費削減だけでなく、町民の活力・まちづくりへの意欲につな
がるような取り組みも進める。(食育アドバイザーとの連携・ウォーキングコースの検討等) 

 

9.総括（その他の検討・懸案事項、理事者からの具体的な指示等） 
◆全体の指標が、国保対象者に向いているため成果指標の見直しを行う。D、E について検討。健康寿命、地区の
健康集会実施回数などの活動指標に切り替える。 
◆国保のみならず他保険者への受信率向上 PR の方法を検討する。商工会等とも情報共有を。 
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政 策 D 健康いきいき、支えあいのまち 

 分 野 D：福祉 

 施 策 2：安心して暮らせる福祉の推進 

 
 目  的 

施策の対象（誰、何が） 意図（どのようになることを目指すのか？） 

 町民 支えあい、安心して暮らすことができる 

  重点施策  理由  

  担 当 課 健康福祉課 関 係 課 ― 健康福祉課 

 

1.基本計画期間中の重点的な取組み 
●身近な地域ぐるみの支え合い（隣近所・自治組織等の取り組み）が持続するように意識啓発、人材育成（お助
けマン等ボランティア組織）を支援。●生活困窮者等の相談対応は、関係機関との連携により、きめ細やかに対
応する。●ボランティアセンターを中心に学用品のリユースを進める。●要援護者台帳を有効活用するため、地
域の防災組織と連携を図り、更新や運用の仕組みを作る。●日赤奉仕団の今後のあり方を町・地域で研究する。
（自主防災組織における女性の役割、位置づけ）●高齢者の外出を支援するため、福祉バスを含めた支援策につ
いての研究を進める。 

直 結 す る 

事 務 事 業 名 

ボランティア育成事業 福祉バス運行事業 

日赤奉仕団運営支援事務 民生児童委員活動事業 

 

2.目的達成のためにどのように取り組んだのか（昨年度の実績及びその分析） 

A 

●求める成果の具体的な内容 

お助けマンが活動している地区数（全地区での活動を目指す） 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
地区 

14 15 16 17    21 

実績値 14 14       

分析 
お助けマンが組織されている地区は活動が進んでいる。組織されていない地区への働きかけが必

要。平成 27 年度では、その取り組みが出来なかったため数値に変化は無し。 

B 

●求める成果の具体的な内容 

ボランティアセンターに登録されたボランティアの団体数 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
団体 

24 25 26 27    30 

実績値 24 28       

分析 
団体は 4 団体増加。ボランティア養成講座の開催、ボラセン祭りなどボランティア活動への理解

を深める機会を増やしたことが増加につながった。 

C 

●求める成果の具体的な内容 

ボランティアセンターに登録されたボランティアの人数 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
人 

295 300 305 310    330 

実績値 295(24) 385(36)       

分析 
団体登録が増加したことで、登録人数も増加。ボランティア養成講座の開催、ボラセン祭りなど

ボランティア活動への理解を深める機会を増やしたことが増加につながった。(カッコ内は個人登

録数・内数) 

■施策評価 
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3.第 5 次計画時と比較して、この施策分野の成果は向上しているか？（時系列比較） 

■成果は向上した ☑成果は変わらない ■成果は低下している 

◆H27 よりボランティア養成講座の開催。全 8 講座からなる養成講座。(13 人参加)◆生活困窮者への相談につい
て、マイサポ飯田との連携を進めた。 

 

4.近隣町村と比較して、この施策分野は高い水準か？（近隣比較、広域的な視点） 

■高い水準である ☑近隣と横並びである ■水準は低い 

各地域にあった支え合いの仕組みがある事から、一概に比較は出来ない。ボランティアの登録数を、松川町と比
較すると若干少ないがボランティア養成講座が開始され増えつつある。 

 
■地方創生の取組について 
5.地方創生の視点から、具体的にどのような取組を行ったか？ 
◆結婚相談のサポーターを 3 人に増員。愛ネット北部と連携をしながら、結婚相談・イベントを実施。 

 
■今後の方針について 
6.現状では、この施策はどこが主導しているか？  

☑町が主導している ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 
 

7.今後、この施策はどこが主導していくべきか？ 

☑町が主導する ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

町が主導し、社会福祉協議会とも連携をしながら、地域での助け合い活動、見守り活動など、身近な地域での支
え合いが出来る取り組みを進めていく。 

 

8.今までの議論を振り返り、今後どのように進めるか 

☑既存事業の充実 ■新規事業の立ち上げ ■既存事業の縮小・廃止 

◆町と社会福祉協議会が連携していくことが大切。現状をお互いが確認し、必要な支援につなげていく。 
◆高齢者の助け合いのシステムの構築。手助けができる人(生きがいづくり)と手助けを必要とする人による相互
で支え合う仕組みづくりを進める。◆ボランティアの育成を進めていく。ボランティア意識を持っていただくこ
と、また地域でどんなボランティアが必要とされているか、育成から活動が継続していけるよう支援しながら、
支え合いの仕組みを作っていく。◆お助けマンとして各地区での活動の様子を知り、生活支援コーディネータを
中心に各地区への推進していく。◆地域で支え合いの仕組みが出来るようまず現状の把握をし、上記の内容を進
めていく。 

 

9.総括（その他の検討・懸案事項、理事者からの具体的な指示等） 

・災害ボランティアの充実が大きな課題となっている。防災施策とも連携しながら育成等に向けて研究する。 
・見守り協定についてはも今後拡大を進めていく。 
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政 策 D 健康いきいき、支えあいのまち 

 分 野 D：高齢者 

 施 策 3：高齢者の自立の支援 

 
 目  的 

施策の対象（誰、何が） 意図（どのようになることを目指すのか？） 

 高齢者 地域でいきいきと生活できる 

  重点施策  理由  

  担 当 課 健康福祉課 関 係 課 ― 健康福祉課 

 

1.基本計画期間中の重点的な取組み 
●高齢者の社会参加の機会となるボランティア活動に関する情報提供（社協）に努めるとともに、シニア大学な
ど学習する場の充実を図る。●高齢者の自立が支援できるようミニデイサービスの内容を充実させるとともに、
介護予防教室の充実を図る。●高齢化の進行とともに増加が予想される「認知症」の予防に対する取り組みを医
療機関等との連携により進める。●飯田広域シルバー人材センターの利用促進や高齢者が希望する文化活動等の
充実を図り、高齢者の生きがいづくりのための環境整備に努める。●介護保険制度の改正（Ｈ27）に伴い町事業
となる要支援者に対する通所介護と訪問介護サービスの実施に向けた体制の整備を図る。 

直 結 す る 

事 務 事 業 名 

老人クラブ活動支援事業 ミニデイサービス事業（委託） 

飯田広域シルバー人材センター参画事業 認知症予防教室開催事業 

 

2.目的達成のためにどのように取り組んだのか（昨年度の実績及びその分析） 

A 

●求める成果の具体的な内容 

高齢者に占める要介護・要支援認定者の割合 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

13.8 13.9 13.9 14.0    15.3 

実績値 13.5 14.1       

分析 
介護認定率は、第 6期介護保険事業計画では 14.0％と予想している。長野県平均は 17％（平成

25 年度）であり、町は低い認定率となっている。介護予防と生活支援活動の成果と考えられる。 

B 

●求める成果の具体的な内容 

生きがいをもって生活している 60 歳代以上の町民の割合(H24 年度内閣府「高齢者の健康に関する意識調査

の結果を目標値とする。） 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

69.8 71.5 73.2 74.9    81.7 

実績値 69.8 71.7       

分析 
成果は町民アンケートによる結果。生きがいをもって生活している高齢者の割合は増加。 

(参考: 類似調査／H26 年度国による「高齢者の日常生活に関する意識調査」より「日常生活に満

足している高齢者」65.5％、前回の調査より 13.1％減少。)  
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■施策評価 

3.第 5 次計画時と比較して、この施策分野の成果は向上しているか？（時系列比較） 

■成果は向上した ☑成果は変わらない ■成果は低下している 

◆高齢者福祉計画・第 6 期介護保険事業計画の策定(H27～29)高齢化率が上がる中、地域で健康で暮らしていける
ための計画を策定し取り組みを進める。◆運動健康教室を各地区で開催。(H27 より)健康センターあさぎりによ
る各種運動教室の開催。日常生活に体操を取り入れることで予防に効果がある。◆地域密着型「グランスマイル」
の開所。待機者が減少し、町民が利用できる施設、サービスが増えた。◆健康センターあさぎりによる各種運動
教室の開催。◆認知症サポーター講座の開催。一般向け(38 人参加)、企業向け(アピタ/28 人参加)認知症を理解
してもらう機会として多くの方が参加。 

 

4.近隣町村と比較して、この施策分野は高い水準か？（近隣比較、広域的な視点） 

■高い水準である ☑近隣と横並びである ■水準は低い 

認定率は、近隣市町村よりも低い数値である。高齢者の生きがいについては、飯田市が同様の調査をしており 72％
（H27 年度）になっており、町と同水準となっている。 
 

 

 
■地方創生の取組について 

5.地方創生の視点から、具体的にどのような取組を行ったか？ 
・高森版 CCRCの民間活力の導入にむけ、サービス付高齢者住宅やレディースセンター等の研究視察を実施した。 

 
■今後の方針について 

6.現状では、この施策はどこが主導しているか？  

☑町が主導している ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 
 

7.今後、この施策はどこが主導していくべきか？ 

☑町が主導する ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

「健康」でいられるように町の健康づくり事業が主導。働く場の確保は、農業を中心とした産業振興関連の民間
組織など、趣味などを活かすには公民館活動など。ボランティア育成はボランティアセンターなど。介護が必要
になったときは医療・介護事業者が主導。見守りは地域などと連携していく。その体制づくり・総合支援は町と
社協が主導して取り組んでいく。 

 

8.今までの議論を振り返り、今後どのように進めるか 

☑既存事業の充実 ☑新規事業の立ち上げ ■既存事業の縮小・廃止 

◆H28 年度から認知症初期集中支援事業、生活支援体制整備事業 H29 年度から新しい総合支援事業を開始。H30
年度には、地域包括ケアシステムの構築も視野に入れながら、高森町地域ケア会議において、「医療介護の連携」
「地域での支え合い、見守り体制」等進めていく。平成 28 年度からは、医療機関との連携を深めていく。◆健康
センターあさぎりを拠点とした、各種予防教室の充実、運動教室を進めていく。 
◆これまでは認定率を抑えることが、健康でいられるという視点での取り組みが主だったが、今後は早い時期で
関わりを持ち、必要な認定を行い、現状にあった支援によって、重症化しないための取り組みも進める。 

 

9.総括（その他の検討・懸案事項、理事者からの具体的な指示等） 
・介護保険制度に関しては要介護度 1、2についても町主体となる研究も進められていく。長期的な視点でとらえ
た場合は、これらも視野に入れた制度設計等が重要となる。 
◆成果指標の見直しを行う。A については、今後総合支援事業に移行していくことも踏まえ、介護予防を進める
うえでの成果が図れる指標に変更。 
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政 策 D 健康いきいき、支えあいのまち 

 分 野 D：障がい者 

 施 策 4：障がい者にやさしいまち 

 
 目  的 

施策の対象（誰、何が） 意図（どのようになることを目指すのか？） 

 障がい者 地域でいきいきと生活できる 

  重点施策  理由  

  担 当 課 健康福祉課 関 係 課 ― ― 

 

1.基本計画期間中の重点的な取組み 
●障がい者就労施設等優先調達方針の目標額を達成できるよう事業所で扱っている商品の紹介をし庁内の利用を
呼び掛ける。●心のケアを必要としている人に対し、相談支援センターや医療機関等との連携で適切な支援体制
を構築していく。●町内のボランティア団体や中学校ボランティア委員会等の取り組み、障がい者の皆さんの活
動などを、あらゆる機会・手段を通じて町民に周知していく。●障がい者団体の活動を事務局として支援してい
く。●第 4期障がい福祉計画（平成 26～平成 28年度計画）に基づき、サービスの提供に努める。 

直 結 す る 
事 務 事 業 名 

障がい者自立支援給付事業 障がい者団体運営支援事務 

障がい者地域生活支援事業  

 
2.目的達成のためにどのように取り組んだのか（昨年度の実績及びその分析） 

A 

●求める成果の具体的な内容 

障がいのある人も無い人も共に職場や地域で一緒に参加したり行動できるように心がけていると答えた町民
の割合 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

71.0 72.0 73.0 74.0    80.0 

実績値  75.0       

分析 
意識として定着しつつある。研修会、講演などを通じて理解が深まってきている。 

B 

●求める成果の具体的な内容 

「あいサポート研修」（障がい者を理解するための県出前講座）を受講した人の延べ人数。５年間で町民の
５％を目指す。（６５０人） 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
人 

30 100 200 300    650 

実績値  85       

分析 
「あいサポート研修」(H25～)を、社協（ボランティアセンター）と共催で開催。H27 年度は 21
名参加。中学生の参加もあり。ただし、目標値には届いていない。 

C 

●求める成果の具体的な内容 

高森町役場における、障がい者就労施設等優先調達方針に基づく目標達成率 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

100.0 100.0 100.0 100.0    100.0 

実績値  175.0       

分析 
27 年度の目標額は、250,000 円で実績額は、438,664円。物品購入は、トイレットペーパー購入
30 件、役務では、名刺印刷、花の苗育苗作業、封入業務 4件。 

D 

●求める成果の具体的な内容 

広域相談した人の人数（ほっとすまいる・ひまわり・南信地域センターへの相談人数） 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
件 

650 655 660 665    670 

実績値  600       

分析 
まず町へ相談していただき、そこから広域で専門性のある施設や相談窓口へつないでいる。また、
広報も行っている。 
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■施策評価 

3.第 5 次計画時と比較して、この施策分野の成果は向上しているか？（時系列比較） 

☑成果は向上した ■成果は変わらない ■成果は低下している 

◆あいサポート研修の継続実施により、理解を深めることは出来た。◆役場内において、就労施設などからの調
達を積極的に進めることが出来た。◆相談の解決に向けて、専門機関との連携がスムーズにできた。 

 

4.近隣町村と比較して、この施策分野は高い水準か？（近隣比較、広域的な視点） 

■高い水準である ☑近隣と横並びである ■水準は低い 

比較する基準がないためわからない。 

 
■地方創生の取組について 

5.地方創生の視点から、具体的にどのような取組を行ったか？ 

障がいの有無に関わらず、子育てしやすく働きやすく、地域で安心して暮らせるよう、相談窓口の対応の充実と
講演会などを開催。 

 
■今後の方針について 
6.現状では、この施策はどこが主導しているか？  

☑町が主導している ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 
 

7.今後、この施策はどこが主導していくべきか？ 

☑町が主導する ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

 町と社会福祉協議会が協力して進めていく。また、町内の福祉施設や、先行して取り組んでいる町内の活動を
町民の皆さんに知っていただくような取り組みをしていく。 
 

 

8.今までの議論を振り返り、今後どのように進めるか 

■既存事業の充実 ■新規事業の立ち上げ ■既存事業の縮小・廃止 

◆H28 より障がい者差別禁止法が施行。 
◆公共施設が利用しやすくなっているか、不便な点はないか等、障がい者の立場に立った、環境面の配慮を進め
ていく。(11 月～パーキング・パーミッド制度の開始)◆職場、年代に問わず「障がい者を理解する」ことと「障
がいが有る無しに関わらず一緒に参加、行動する」ことを学び、考える機会を作っていく。◆雇用、地域活動、
生活支援など町は相談の第 1 窓口としての役割を果たすと共に、専門機関へつないでいく。 

 

9.総括（その他の検討・懸案事項、理事者からの具体的な指示等） 

◆障がい者の高齢者一人暮らしや支援者が近所にいないことが大きな課題。相談窓口が一番必要とされる。相談
の場所、窓口の対応など常に何が必要かを考えながら進めていく。 
◆すでにスタートしている保健師との連携（訪問への同行、情報共有）をさらに深め、地域の現状把握に努める。 
◆総務課を中心にまずは役場等で筆談等の道具を揃える。役場が率先して行うことが重要。 
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政 策 E 多彩な産業でつながる活力と魅力あふれるまち 

 分 野 E：農業 

 施 策 1：魅力ある農業の振興 

 

 目  的 

施策の対象（誰、何が） 意図（どのようになることを目指すのか？） 

 ①農業の担い手 農産物の付加価値を高め経営を向上させる 

 ②農地 遊休荒廃地になることを防ぐ 

  重点施策  理由  

  担 当 課 産業課 関 係 課 ― ― 

 

1.基本計画期間中の重点的な取組み 

農業従事者減少に伴う農地の遊休化を防ぐため、農業法人の設立等により農地の荒廃を防ぐ。／中間管理機構の

充実により担い手への農地集約を図る。／人・農地プランの充実を図り、中心となる担い手への集積を図る。／

営農支援センター「ゆうき」によるアグリ交流センターの利活用。 

直 結 す る 

事 務 事 業 名 

農地再生推進事業 中山間地域直接支払事業 

営農支援センター運営支援事業 多面的機能支払交付金事業 

 

2.目的達成のためにどのように取り組んだのか（昨年度の実績及びその分析） 

A 

●求める成果の具体的な内容 

農業法人（町内の農地を耕作している法人）の数 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
－ 

14 15 16 16    17 

実績値 13 13       

分析 
H27実績は 13と横ばいだが 1増 1 減。町外法人が増加傾向にある。※H26実績修正 13 

B 

●求める成果の具体的な内容 

農業荒廃地の面積 H24=68.5ha H25＝58.3ha   H26=53.7ha 参考 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
施策 

53.7 51.4 50.2 49.6    50.0 

実績値 － 48.7       

分析 
そもそも保有データ上の錯誤が現地確認等の結果是正されてので減少したものもあるが、全体に

は再生利用交付金の活用や営農支援センターの農地需給（貸し借り中心）マッチング活動が奏功

し向上。 

C 

●求める成果の具体的な内容 

市田柿に関する活動指標 中間ゴール（3 年後）は活動指標として（直結する事務事業を作りながら）、後半

の 3 年間で成果を求める。 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
回 

－ － － － － － － － 

実績値 － － － － － － － － 

分析 

現在未設定だがＨ28年度中には、市田柿発祥の町としてのブランド力を測る指標と、そのための

具体の事務事業等を確立する予定 

【参考】ふるさと納税サービス「さとふる」アンケートより。「高森町が市田柿発祥の里と知っ

ているか？」→H26：20％、H27：18％ 
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■施策評価 

3.第 5 次計画時と比較して、この施策分野の成果は向上しているか？（時系列比較） 

■成果は向上した ■成果は変わらない ■成果は低下している 

●荒廃農地の減少は大きな成果。農業法人は、町として積極的に誘致や育成するに至っていないが、「人・ 
農地プラン」への参画を通じて追い風にはなっていると考えられる。 
●青年就農給付金の対象者;H24 年度～3 名、H25～1 名、H26～3 名、H27～1 名／計 8 名と増加中。 

 

4.近隣町村と比較して、この施策分野は高い水準か？（近隣比較、広域的な視点） 

■高い水準である ■近隣と横並びである ■水準は低い 

●松川町や豊丘村等と比較して、観光農業という視点では当町は低い水準と考えられる。当町で学ぶ点は多い。
その考察は以下のとおり。 
①松川町・・・りんごを主体とする果樹栽培と観光農業（直売・りんご狩り経営）の実績や知名度は高く、 
最近ではアップルシードルの振興や観光 DMO の導入など「6 次産業化」にも積極的にチャレンジ中。 
②豊丘村及び喬木村・・・りんごのオーナー園や農産物加工では、先駆かつ特色ある実績が豊富。 
③一方、遊休荒廃農地は、地域農政が充実している高森町で「抑制」できている。近隣は増加中と聞く。 

 

 
■地方創生の取組について 
5.地方創生の視点から、具体的にどのような取組を行ったか？ 

日本一のしあわせタウン総合戦略；政策 A－施策 2「農業の法人化を含む多様な経営形態への転換」 
●成果指標①長野県農地中間管理機構の活用で集約された優良農地（面積）H27 年度末実績 18.8ha 
⇒遊休農地再生重点エリアである「千早原・正木地区」で実現 
●成果指標②市田柿の出荷額（町内の年額） H26 実績；6.78 億円 ⇒H27 実績；7.27 億円 
⇒「脱針式」柿剥き作業へのスムーズな移行完了、かつ作況良好で前年比 7％増 
●成果指標③市田柿を活用した加工品の開発数 －※町の関与 
⇒民間企業では、天竜産業（ｼﾛｯﾌﾟやﾋﾟｭｰﾚへの 1 次加工）、マツザワ（コスメ）が開発 
●その他「仕事の創出」を図り得る 青年就農給付金の対象者は・・・ 

 

 
■今後の方針について 
6.現状では、この施策はどこが主導しているか？  

■町が主導している ☑民間組織（企業や自治組織） ☑県や国が主導 
 

7.今後、この施策はどこが主導していくべきか？ 

☑町が主導する ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

農家やＪＡ・園協・各種法人・企業の活躍があってこその施策ではあるが、町として「つなげる」「創発する」
「国県の制度をフル活用する」取り組みがもっと必要。よって、当面は「民間組織」に加え「町が主導する」こ
とが適当である。 

 

8.今までの議論を振り返り、今後どのように進めるか 

☑既存事業の充実 ☑新規事業の立ち上げ ■既存事業の縮小・廃止 

①農地保全と荒廃対策は、既存の取組み継続と、人・農地プラン等の新たな取り組みを成果へとつなぎたい。 
②集落営農・・・地域ごとの持続的な共同営農を目指す／当町の地域農政とは別物 
③加工所の完成と運営、千早原・正木地区の再生実現、市田柿発祥 
 

 

9.総括（その他の検討・懸案事項、理事者からの具体的な指示等） 
・ゆうきの優先度をどのようにするのか（観光農園、担い手育成、遊休地解消）、明らかにする必要がある 
・専業農家（複合経営）が減少していく中で、小中学生へ伝える取組を行う必要がある。 
・農地保全については優先度（例えば一級農地）をどのように考えるのか？町としての方向性を決める必要があ
る（土地利用とも絡めて） 
・農協との関わりや連携について、その内容や責任を明らかにすること。 
・市田柿は人気上昇中であるが、この分野にどこまで行政が関わっていくのか明らかにする。 
・農業課題解決としての集落営農・法人化については（人・農地プランもあわせて）メリットデメリットを明ら
かにし発信するように。 
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政 策 E 多彩な産業でつながる活力と魅力あふれるまち 

 分 野 E：商工業 

 施 策 2：活力ある商業、工業の振興 

 
 目  的 

施策の対象（誰、何が） 意図（どのようになることを目指すのか？） 

 商工業者 新しい付加価値を生み出し、安定した経営が得られる 

  重点施策  理由  

  担 当 課 産業課 関 係 課 産業課 関 係 課 

 

1.基本計画期間中の重点的な取組み 

関連工事も含めたリニア中央新幹線の建設にかかる投資がこの地区へなされる。建設業界への需要は大幅に伸び

ると予想される。併せて工事期間には建設関連の人口の流入により宿泊や飲食など、商業などへの需要増が期待

できる。開業後も観光面などでの需要が期待できる。町では企業商店等への支援を継続し、経営の存続ができる

ように商工会を通じた支援などに当たる。 

直 結 す る 

事 務 事 業 名 

企業等誘致推進 商工業振興資金利子補給 

商工業振興活動支援  

 

2.目的達成のためにどのように取り組んだのか（昨年度の実績及びその分析） 

A 

●求める成果の具体的な内容 

法人税の法人税割額（現年度課税分） 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
千円 

        

実績値 106,525 43,844       

分析 
（目標値設定が困難）H26比 62,657千円の減。主として製造業が減少。この納税額の減少と取組

実績等を関連づけることは難しい。 

B 

●求める成果の具体的な内容 

法人税の法人税割法人数 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
法人 

150 150 150 150    150 

実績値 110 105       

分析 

※主要施策の概要報告書より（町民税務課担当ページより） 

H27年度（均等割 313、法人税割 105）、H26 年度（均等割 312、法人税割 110） 

町内法人企業の経営環境に大きなマイナス変化があったとは考えられないが 5法人減少。業種は

製造業が主。 
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■施策評価 

3.第 5 次計画時と比較して、この施策分野の成果は向上しているか？（時系列比較） 

☑成果は向上した ■成果は変わらない ■成果は低下している 

①起業・創業支援のためのアントレプレナー制度が H27 からスタート。経験豊富な産業連携支援員 1 名を配置し、
支援員を中心として高森町独自のワンストップ・関係機関（商工会・金融機関・保証協会・町）総ぐるみの支援
体制が出来た。Ｈ27 年度末には、第 1 号の起業者が営業を開始した。 
②町の補助金を受けて商工会によるきめこまやかな経営支援事業を展開。高森町の特色である「5Ｓ」活動の定着
化等が進んでいる。 
③以上により、製造業が多い当町の商工事業者は、後継者問題も含め、依然として厳しい経営環境ではあるが、
施策目的である安定経営に向けて果敢な取り組みが続けられているとみることができる。 
④企業誘致活動は、地方創生の主管課である経営企画室が情報収集や相談に努める中で、立地希望や情報照会を
確実に把握・迅速処理できるようになった。（以前は「チャンス」を逃していた可能性も否定できない。）H27
年度には下市田工業団地へ食品加工業企業を誘致。 

 

4.近隣町村と比較して、この施策分野は高い水準か？（近隣比較、広域的な視点） 

☑高い水準である ■近隣と横並びである ■水準は低い 

近隣に例を見ないアントレプレナー制度や、利用者本位の商工振興資金のあっせん、地方創生はじめ町政にも積

極的に提言を寄せていただいている中堅企業の存在などを踏まえると、比較的高い水準と考えられる。 
 

 
■地方創生の取組について 
5.地方創生の視点から、具体的にどのような取組を行ったか？ 
日本一のしあわせタウン総合戦略；政策A－施策1 
「地元企業の育成と魅力ある企業誘致による雇用機会の創出」 
●成果指標①施設の機能拡充を行った事業者数 H27 計画1 件 ⇒ 実績3 件（税助成1＋補助金2） 
⇒2 種類の助成措置を適用した生産設備の新増設があった。 
●成果指標②製造業における粗付加価値額 H26 実績 36.0％ ⇒H27 実績；未把握 
●プレミアム活気アップ商品券の発行、リフォームクーポン事業の実施 

 
■今後の方針について 
6.現状では、この施策はどこが主導しているか？  

☑町が主導している ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 
 

7.今後、この施策はどこが主導していくべきか？ 

☑町が主導する ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

これまでの取り組み状況から、民間組織はもとより、特に企業誘致は「町が主導」すべきと考えられる。 
 

 

8.今までの議論を振り返り、今後どのように進めるか 

■既存事業の充実 ■新規事業の立ち上げ ■既存事業の縮小・廃止 

①アントレプレナー制度による「起業（創業）しやすい町」をＰＲし、起業者をさらに増加させる。 
②町の補助金を受けて商工会によるきめこまやかな経営支援事業を展開し、後継者対策も含め安定経営の実現に
努める。そのために町は商工会や企業との情報共有を積極的に行う。 
③企業誘致は、経営企画課みらい創生係（H28.4 創設）を中心に、庁内の関係課による連携体制を構築して、確
実に実現できるように努める。併せて、既存企業の立地（生産設備の新増設）も支援策も充実する。 
④産業連携支援員を活かした 6 次産業化や異業種間の連携を 1 事例ずつ具体化する。 

 

9.総括（その他の検討・懸案事項、理事者からの具体的な指示等） 
・個人事業者の後継者対策（事業継承問題）については、第三者の募集まで含めた取り組みを行うことを H28 年
度から研究をスタートしている。 
・町内の企業訪問を徹底して行うこと。相互の情報の共有がスムーズになるきっかけともなる。 
・リフォームクーポンについては見直しを検討。10月には産業課と商工会で検証を行う。 
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政 策 E 多彩な産業でつながる活力と魅力あふれるまち 

 分 野 E：雇用 

 施 策 3：安心して働き続けることのできる雇用・労働環境の充実 

 
 目  的 

施策の対象（誰、何が） 意図（どのようになることを目指すのか？） 

 勤労者と求職者 この地域で安心して働くことができる 

  重点施策  理由  

  担 当 課 産業課 関 係 課 ― ― 

 

1.基本計画期間中の重点的な取組み 

●リニア中央新幹線工事期間については建設業を中心に雇用需要の伸びが期待できる。開業後も交通、流通、観

光面などに新たな産業形成が期待もあり、積極的な人材の確保が必要となる局面が予想される。／●町では町出

身者の帰町を促す一助としてＵターン奨励事業を開始したが、併せてＩターンの奨励支援にも力を注ぎ町の担う

次世代の労働人口の確保のための施策、支援を行う。 

直 結 す る 

事 務 事 業 名 

おかえりなさい奨励事業  

  

 

2.目的達成のためにどのように取り組んだのか（昨年度の実績及びその分析） 

A 

●求める成果の具体的な内容 

高森町の就業率（就業者数/労働力人口） ※H22 国調：7119/7372＝96.6％ 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 

％ 

96.6 97 97 97    97 

実績値 － 
国調結果

待ち 
      

分析 
 

B 

●求める成果の具体的な内容 

当年度の成人式出席者に占める地元（飯伊地域）就業者及び地元に就業希望の未就業者の合計割合 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

51 50 50 50    50 

実績値 － 55       

分析 
 

C 

●求める成果の具体的な内容 

飯田下伊那へのＵ・Ｉターン就業者数（第 5 次からの指標）→ これまではハローワーク聞き取りにより実績値を求

めていたが、ハローワーク「統計取っていない」旨の回答につき測定不可。よって、以下の指標に変更▼ 

「高森町への U・I ターン就業者数（おかえりなさい奨励金申請者のうち H27 就業者 + 新規就農奨励金申請

者のうち UI ターン者数）」 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
人 

23 20 20 20     

実績値 － 13       

分析 
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■施策評価 

3.第 5 次計画時と比較して、この施策分野の成果は向上しているか？（時系列比較） 

☑成果は向上した ■成果は変わらない ■成果は低下している 

中小零細企業が多い当町の現状において、雇用状況が画期的に改善しているとは言い難い。しかし、一部事業者

（協和精工）などでは事業規模の拡大による雇用の増も行われ、明るい状況ではあるが、まだ成果に結びついて

いる状況ではない。 

 

4.近隣町村と比較して、この施策分野は高い水準か？（近隣比較、広域的な視点） 

■高い水準である ☑近隣と横並びである ■水準は低い 

H27 年度より産業課内に産業連携支援員を配置。H27 年度は新たな取組みとして、起業の面では、アントレプレ

ナー制度の導入により 1 件の起業者があった。また、成人式において町の企業紹介コーナーを設けた。さらに、

公式ホームページに就活ナビを作成し、地元企業の募集要項、申込用紙の取得ができるようにした。経営企画室

では、土地利用計画を策定。下市田工業用地拡大など、企業立地候補箇所などについて明確にした。地方創生の

議論の中で、各町村が企業立地や雇用促進に取組んでいるなかで、活動内容はや市町村より高い水準と判断して

いるが、成果の向上が見られない限り横並びと言わざるを得ない。 

 

■地方創生の取組について 
5.地方創生の視点から、具体的にどのような取組を行ったか？ 

上記と重複。 

①産業連携支援員の配置による、企業立地や経営指導（融資も含む）など。 

②アントレプレナー制度の導入による、起業支援。 

③公式ホームページへ就活ナビの掲載。 

④土地利用計画の策定。 

 

■今後の方針について 
6.現状では、この施策はどこが主導しているか？  

☑町が主導している ■民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

 

7.今後、この施策はどこが主導していくべきか？ 

☑町が主導する ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

《詳細》 

町が様々な情報収集を行う中で、制度や情報を共有し、町内企業なども一緒になって進める事が必要。 

 

8.今までの議論を振り返り、今後どのように進めるか 

☑既存事業の充実 ☑新規事業の立ち上げ ■既存事業の縮小・廃止 

《詳細》 

● 中小企業であっても、働く環境を整える事が必要。若者に求められる職場づくりなどが、優秀な人材確保にな

り企業実績を向上している。職員の福利厚生の分野ばかりではなく、子育て支援、介護問題なども含めてトー

タル的に質の高い事業所を増やすよう、町と事業者が一緒に取組む必要がある。 

● 農業の世代間による経営移譲が進まない現状も踏まえ、働く場所の確保は必要。企業立地を様々な側面で進め

ることができるようにする。 

 

9.総括（その他の検討・懸案事項、理事者からの具体的な指示等） 

● お帰りなさい奨励金は U ターン者のみ。地元就職者などにも適用できるような制度改正が必要。 

● 農業の世代間による経営移譲が進まない現状も踏まえ、働く場所の確保は必要。企業立地を様々な側面で進め

ることができるようにする。（税制優遇などの制度化含む。） 

● 企業の働く場所改善などは、子育て支援と併せて企業価値だけではなく、取組みを充実させれば町の価値を上

げることにもつながる。地方創生の議論の中でどのような取組みが可能なのか検討し、制度化を目指す。 

● 指標については再設定が必要。 
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政 策 F 自然と暮らしが調和し美しい景観のまち 

 分 野 F：土地利用・景観 

 施 策 1：適性な土地利用と景観の保全 

 

 目  的 

施策の対象（誰、何が） 意図（どのようになることを目指すのか？） 

 ①土地 特性を生かして有効利用される 

 ②自然 美しい景観として保たれる 

  重点施策  理由  

  担 当 課 経営企画室 関 係 課 産業課 建設課 

 

1.基本計画期間中の重点的な取組み 

土地利用計画の策定と周知、計画に基づいた土地利用を実施する。 

町の景観保全のため、上市田・牛牧地区の景観住民協定を参考に、町の景観条例策定の検討を行う 

直 結 す る 

事 務 事 業 名 

0880 土地利用・景観対策事業  

  

 

2.目的達成のためにどのように取り組んだのか（昨年度の実績及びその分析） 

A 

●求める成果の具体的な内容 

高森町の土地が、特性を生かして有効利用されていると感じている町民の割合 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

－       30.0 

実績値 － 17.7       

分析 
現在の土地利用に対し疑問を抱いているというよりは、関心が少ない。 

 

B 

●求める成果の具体的な内容 

町内に自慢できる景観スポットがあると答えた町民の割合 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

70.0 70.0 71.0 72.0    76.0 

実績値  64.1       

分析 
特に若者世代の回答率が上昇したことにより景観のスポットが、観光的な場所と捉えらたことが

要因と推測される。 
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■施策評価 

3.第 5 次計画時と比較して、この施策分野の成果は向上しているか？（時系列比較） 

☑成果は向上した ■成果は変わらない ■成果は低下している 

リニア中央新幹線開通に向けて、総合計画を土地利用の面から補完する目的で、H27 年度は土地利用計画の策定
を実施した。地域の意見交換会やまちづくり懇談会でも様々な意見が出されたが、守るべき農地、開発すべき地
域などを中心に、ゾーニングが完成した。関係して、土地利用に出された意見を参考に、町内を上中下段に分割
しながら景観アンケートを実施。 

 

4.近隣町村と比較して、この施策分野は高い水準か？（近隣比較、広域的な視点） 

☑高い水準である ■近隣と横並びである ■水準は低い 

町全体計画を土地利用の側面から計画出来た事については、近隣町村より高い水準で施策が展開されていると言
える。 

 

■地方創生の取組について 
5.地方創生の視点から、具体的にどのような取組を行ったか？ 

リニア新時代に向けて、「都市と田舎町の融合した町」を目指し、「高森町土地利用計画」を策定した。 

 

■今後の方針について 
6.現状では、この施策はどこが主導しているか？  

☑町が主導している ■民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

 

7.今後、この施策はどこが主導していくべきか？ 

☑町が主導する ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

町の土地利用や景観については、町が主導し計画策定、計画内容に基づいた届出の受付、審査など実施していく
必要がある。一方、開発業者や町民の皆さんにも、計画の趣旨を理解いただき、適正な土地利用などへの協力が
不可欠となる。 

 

8.今までの議論を振り返り、今後どのように進めるか 

■既存事業の充実 ■新規事業の立ち上げ ☑既存事業の縮小・廃止 

H28 年度については、景観計画の策定がメイン。Ｈ29～30 年度に景観行政団体へ移行を 7 目標とする。以後につ
いては、開発業者などによる審査業務が中心になり、計画策定のための事務事業などは縮小傾向に移行。 

 

9.総括（その他の検討・懸案事項、理事者からの具体的な指示等） 

● そもそも河岸段丘や上段からの景色に対し、町の素晴らしい景観の一スポットとして町民が自慢できる場所で
あることが認識できるような取組みが重要。 

● 既に景観住民協定を示している牛牧・上市田地区と他地区とで風景や屋外広告物などが異なってきている課題
がある。町全体で一定の基準を満たし、適正な運用を行うことで、そうした意識のある方の移住などが促進で
きるよう努める。 

● 景観アンケートでは、町全体の風景などと併せて、地先の草刈りなどの問題が指摘された。土地所有者が高齢
化する中で作業は困難になることが予想され、施策 A-2「協働と参画によるまちづくり」における、いわゆる
地域の協働作業による管理が求められる一方、作業負担に対する考え方は逆方向のため、維持管理の方法、ボ
ランティア若しくは委託など、早期に検討していく必要が求められている。 
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政 策 F 自然と暮らしが調和し美しい景観のまち 

 分 野 F：環境 

 施 策 2：環境にやさしい生活づくり 

 

 目  的 

施策の対象（誰、何が） 意図（どのようになることを目指すのか？） 

 町民や事業者 
省資源・資源循環・省エネ・自然エネルギーに取組み、環境負荷を減

らす 

  重点施策  理由  

  担 当 課 環境水道課 関 係 課 ― ― 

 

1.基本計画期間中の重点的な取組み 

・不要なものは買わない（リフューズ）、ごみを減らす（リデュース）、修理して使う（リユース）、資源として再利用（リ

サイクル）の４Ｒを推進して、ごみの量を減らす。 

・高森町の景観に配慮した自然エネルギーを推進・普及させる。 

直 結 す る 

事 務 事 業 名 

一般廃棄物収集処理事業 太陽光発電システム設置支援事業 

住宅用太陽熱温水器設置補助事業 バイオマスエネルギー利用推進事業 

 

2.目的達成のためにどのように取り組んだのか（昨年度の実績及びその分析） 

A 

●求める成果の具体的な内容 

１人 1 日あたり焼却ごみの排出量の削減 ＝ 一般家庭焼却ごみ総排出量／（4/1 人口×365 日） 

今後プラスチックも燃やせるようになるので、焼却ごみの削減に重点を置く 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
ｇ/人・日 

216 214 212 210    200 

実績値 216 223       

分析 

昨年度より、燃やすごみの排出量が増えている。燃やすごみの増量は処理費用にも直結する。焼

却ごみに占める、生ごみについて自家処理や水切りを行い、減量化を進めたい。南信州広域連合

の新ごみ焼却施設が H29年度に稼働する。プラごみも燃やせるようになるため紙類等の分別も周

知し減量化を図りたい。 

B 

●求める成果の具体的な内容 

環境にやさしい生活（リサイクル・省エネ・節電・節水など）を継続的に取り組んでいる町民の割合 

（H25 のアンケート結果：64.2％、目標値 70％） 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

64 64 66 66    70 

実績値 61.4 60       

分析 
リサイクル・省エネについて、関心はあるものの、個人の具体的な行動までは至っていない。広

報、『ライトダウン in たかもり』等を通じて、環境にやさしい生活のための意識改革を図りたい。 

C 

●求める成果の具体的な内容 

自然エネルギーを利用したシステムを普及させる。太陽光発電システム・太陽熱温水器設置、バイオマス利

用等の設置件数 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
件 

475 535 595 655    910 

実績値 469 520       

分析 
H27年度実績：太陽光発電 29件・太陽熱温水器 6件・薪ストーブ 2件・ペレットストーブ 2

件 次年度は、省エネ補助金の検討（対象設備、メニュー、補助金額）を進める。 
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■施策評価 

3.第 5 次計画時と比較して、この施策分野の成果は向上しているか？（時系列比較） 

■成果は向上した ☑成果は変わらない ■成果は低下している 

指標 A,B 共にやや低下している。環境への配慮は大災害後に高まったものの時間の経過とともに薄らいでいくも
のと見られる。が、自然エネルギー利用設備の設置数は引き続き伸び続けており、あたりまえの物として生活に
溶け込んだために改めて意識されていないだけ、とも考えられる。資源循環について毎年小学校 4 学年の社会科
の授業に参加している。みらい議会における質問にも反映されるなど、子供たちの意識づけにつながっている。
子供から親への伝播につなげたい。 

 

4.近隣町村と比較して、この施策分野は高い水準か？（近隣比較、広域的な視点） 

☑高い水準である ■近隣と横並びである ■水準は低い 

廃棄物の分別について、再生業者からは高い評価を受けてきたが、近隣自治体も継続して取り組んでいる。可燃
ごみの排出量も、突出して高い水準ではなくなりつつある。近在に農地など処分先を持たない世帯が増え可燃ご
みに生ごみの混入が増えていることなどが要因と考えられる。 

 

 
■地方創生の取組について 
5.地方創生の視点から、具体的にどのような取組を行ったか？ 
現状、直結する施策はない。 

 

 
■今後の方針について 
6.現状では、この施策はどこが主導しているか？  

☑町が主導している ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 
 

7.今後、この施策はどこが主導していくべきか？ 

☑町が主導する ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

自治組織の関与について、負担感などの意見が寄せられるなかで、その形態は見直しが必要となっている。しか
し、施策の実現には、廃棄物の一次排出者でもある住民の皆さんからの関心と協力が不可欠となる。 
 

 

8.今までの議論を振り返り、今後どのように進めるか 

■既存事業の充実 ☑新規事業の立ち上げ ☑既存事業の縮小・廃止 

H29 秋からの稲葉新焼却場の稼働にあわせ、一部プラスティック（容器包装ﾌﾟﾗ・PET ボトルを除く）ごみが、可
燃ごみに区分変更される。容器包装ﾌﾟﾗなどの安易な混入による増量を避けるため、十分な周知・準備が必要とな
る。各自然エネルギー施設設置補助事業（現再生可能エネルギー利用推進事業）については H28 をもって見直し、
蓄電池など新たな技術を反映し再編する。 
 

 

9.総括（その他の検討・懸案事項、理事者からの具体的な指示等） 
・大規模な自立型太陽光発電施設について、無統制に乱立することが懸念されている。自然エネルギーの利用推
進は継続して取り組むが、開発行為個々の可否は、今後検討される景観計画・景観地区はもとより、町土地利用
の届け出に関する条例に基づく妥当性の判断に従うこととする。 
・自然エネルギーに関しては「蓄電池」等について研究（現時点におけるメリットデメリット、導入事例等）を
行うこと。 
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政 策 G 安全に安心して暮らせるまちへ 

 分 野 G：防災 

 施 策 1：災害に向き合い、備えるまちづくり 

 

 目  的 

施策の対象（誰、何が） 意図（どのようになることを目指すのか？） 

 町民の生命財産 火災や自然災害から守られる 

   

  重点施策  理由  

  担 当 課 総務課 関 係 課 建設課 健康福祉課 

 

1.基本計画期間中の重点的な取組み 

①南海トラフ等連動型地震の市町村別被害想定に基づき、防災計画等をＨ27 に改定／②地区防災計画を、女性をはじめ住民

参画で、全ての区・地区で策定（55 約束）／③災害時要支援者の常時把握と支援体制の確立（55 約束）／④災害情報の伝達

手段の充実（55 約束）／⑤災害用の備蓄倉庫整備・備蓄の推進（55 約束）／⑥消防・防災の重要な担い手である消防団を、

持続可能へと改善・充実／⑦防災に関する情報の普及・啓発 

直 結 す る 

事 務 事 業 名 

5490 地域防災組織支援事業 5380 地域消防施設整備支援事業 

5420 地震被害防止対策事業 5320 消防団運営事業 

 
2.目的達成のためにどのように取り組んだのか（昨年度の実績及びその分析） 

A 

●求める成果の具体的な内容 

1）成果内容＝高森町が無火災であること  
2）成果指標＝火災発生件数(5th 計画と同じ；広域消防データ) ［実績値；H25=6 件 ・ H24=7 件］ 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
 

 0 0 0 0 0 0 0 

実績値 9（5） 5（4）       

分析 
5 件の火災が発生し、内消防団出動 4 件。火災発生件数は予防消防の浸透により若干の減少。し
かし建物火災が 1件発生したため、建物の損失と人命 1 名が失われた。 

B 

●求める成果の具体的な内容 

1）成果内容＝町民が、災害への備えを実践する 
2）成果指標＝（継続；町民生活・意識調査）3 日分程度の食料を備蓄したり、住宅の耐震・家具の転倒防止
等の対策を行っている世帯の割合  ［実績値；H25=43.5％ ・ H24=44.2％］ 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
 

50／見込 55 60 65 70 70 70 70 

実績値 43.3 下記       

分析 
3 日分食糧 38.6％、住宅耐震 42.1％、家具転倒防止 35.8％ 地区防災計画でも発災後の対応や、
地域での共助の部分が中心となってしまった。災害の発生する前の個々で、心がけること、準備
するべきことのＰＲ不足。（今回より内容を特定してアンケート） 

C 

●求める成果の具体的な内容 

1）成果の具体的内容＝町民誰もが、災害時に自分や家族が取るべき行動を、ある程度イメージできる 
2）成果指標＝（新規の町民生活・意識調査）【設問】あなたは避難する場所を知っていますか？」 ／【回
答】知っている、知らない 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
 

50／見込 55 60 65 70 70 70 70 

実績値 － 85.1       

分析 
地域防災計画作成時に多くの町民の皆様に携わっていただいたこと、避難所看板の設置が指標数
値に結び付いた。初年度として計画値を設定したが見直しが必要。20代を中心とした若い世代で
の不明者が多い、避難訓練等に親世代が参加等も考えられる。 
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■施策評価 

3.第 5 次計画時と比較して、この施策分野の成果は向上しているか？（時系列比較） 

☑成果は向上した ■成果は変わらない ■成果は低下している 

・地区防災計画 21 地区中 18 地区が完成し、地域での防災へ対しての意識が向上した。・避難行動要支援者名簿
に関する条例の制定により支援体制の取組が進みだした。・防災同報無線の子局数の 21箇所の増設により屋外で
の対応エリアが拡大し向上した。・消防団員数は減少傾向にあるが、地区の理解と取組により、出席率向上等に
より組織の強化となった。地区集会施設にＡＥＤの配備を開始し、地域の安心感の向上を目指した。 

 

4.近隣町村と比較して、この施策分野は高い水準か？（近隣比較、広域的な視点） 

■高い水準である ☑近隣と横並びである ■水準は低い 

町村で一概に比較ができていないが、同水準か？ 

 

 
■地方創生の取組について 
5.地方創生の視点から、具体的にどのような取組を行ったか？ 
各地区の地区防災計画（自主防災組織）の作成により、自治組織の必要性を再確認できた。 

 

 
■今後の方針について 
6.現状では、この施策はどこが主導しているか？  

☑町が主導している ■民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 
 

7.今後、この施策はどこが主導していくべきか？ 

☑町が主導する ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

避難所の運営等、町と地域自治組織 
 

 

8.今までの議論を振り返り、今後どのように進めるか 

☑既存事業の充実 ■新規事業の立ち上げ ■既存事業の縮小・廃止 

備蓄資材の検討 
 

 

9.総括（その他の検討・懸案事項、理事者からの具体的な指示等） 
・支援者名簿の活用については名簿の活用がカギとなる。個人情報保護と絡め行政と地域との役割を明確にし、
有効に活用できる手法を研究すること。 
・避難所運営、事業継続計画については今後の大きな課題。「タイムライン計画」という考え方を中心に策定や
訓練等を進めていく。 
・今後も必要な応援協定は締結を進めていく。 
※指標については再度検討すること（特に指標 A）。 
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政 策 G 安全に安心して暮らせるまちへ 

 分 野 G：防犯・交通安全 

 施 策 2：防犯と交通安全の推進 

 
 目  的 

施策の対象（誰、何が） 意図（どのようになることを目指すのか？） 

 町民の生命財産 犯罪や交通事故から守られる 

  重点施策  理由  

  担 当 課 総務課 関 係 課 建設課 教育委員会 

 

1.基本計画期間中の重点的な取組み 
①子どもやお年寄りを交通事故や犯罪から守るために、それぞれの特性に即した啓発・学習・予防活動を進める。
／②防犯ボランティアなど、子どもを見守る地域の人材育成を推進（55約束）／③ゾーン 30・通学路のカラー表
示や注意喚起看板等の設置で、子ども等の交通事故防止を推進（55約束）／④空き家対策を進める。特に、所有
者が不明で倒壊の危険がある老朽廃屋の対策を確立。（55約束） 

直 結 す る 

事 務 事 業 名 

0610 交通防犯指導員会運営事務 0620 交通安全施設維持管理整備事業 

0670 防犯施設維持管理整備事業 ※空き家対策の事業無し（Ｈ26 まで） 

 
2.目的達成のためにどのように取り組んだのか（昨年度の実績及びその分析） 

A 

●求める成果の具体的な内容 

1）成果内容＝（少なくとも）高森町内では、交通事故が起こらない（出来るだけ少なく） 
2）成果指標＝町内での交通事故 発生件数 ［実績値；H25＝327 件 ・ H24＝365 件］・・・警察署調べ；
1 年間（毎年 1 月 1 日～12 月 31 日） 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
件 

337 300 300 300 300 300 300 300 

実績値 324 384       

分析 

広域幹線交通網（国道・フルーツライン等）の通過点に位置する当町では、町民以外の当事者・
要因による事故が多いと考えられる。実際、人身事故 49 件のうち高森町の住民が関わった事故件
数は 13件、物件事故 335件のうち高森町の住民が関わった事故件数は 125 件であった。また、人
身事故 49件のうち国道で発生したものが 25 件と半数以上であった。 

B 

●求める成果の具体的な内容 

1）高森町民は、安全通行・運転に心がけて人身事故を起こさない（出来るだけ少なく） 
2）成果指標＝町内で発生した人身事故のうち高森町の住民が起こした事故件数 ［実績値；Ｈ25＝9 件 ・ Ｈ
24＝23 件］・・・警察署調べ；1 年間（毎年 1 月 1 日～12 月 31 日） 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
件 

59 50 50 50 50 50 50 50 

実績値 29 13       

分析 

高森町内で発生した人身事故件数は、前年が 59 件で当年が 49 件と減少した。高森町の住民が関
わった人身事故件数についても、前年が 29件で当年が 13 件と減少した。 
※計画値が町内で起きた人身事故件数となっているため、変更が必要。 
※成果指標について、「住民が起こした事故件数」とあるが、件数の中には加害者であったり被
害者であったりと様々なケースがあるため、表現を「住民が関わった事故件数」とした方が良い。 

C 

●求める成果の具体的な内容 

1）成果内容＝高森町内では犯罪が起きない（出来るだけ少なく・起きにくい町であること） 
2）成果指標＝町内での犯罪の認知件数 ［実績値；H25=62 件 ・ H24=81 件］・・・警察署調べ；1 年間（毎
年 1 月 1 日～12 月 31 日） 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
件 

64 60 50 50 50 50 50 50 

実績値 64 47       

分析 

窃盗犯 42件が多くを占めている。窃盗犯には空き巣・農作物盗難なども含まれている。 
特殊詐欺は 1 件。また、特殊詐欺の前兆と思われる電話等があったという情報が町に寄せられた
際に、警察や役場の関係課と協力し、特殊詐欺被害防止のための広報をＣＡＴＶ音声放送を通じ
て呼びかけた。 
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D 

●求める成果の具体的な内容 

1）成果内容＝町民が、普段から防犯の面で安心して生活できている 
2）成果指標＝（継続；町民生活・意識調査）普段の生活における犯罪のリスクに対する住民の安心度 ［実
績値；Ｈ25＝66.1％ ・ Ｈ24＝66.0％］ 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

67 70 70 70 70 70 70 70 

実績値 66.1 52.5       

分析 
「そう思わない」と回答した町民の割合は、前年が 7.5%で当年が 9.1%とほぼ横ばいであった。防
犯の面で強い不安を持って生活している町民の数が大きく増えているとは考えられない。 

 
■施策評価 
3.第 5 次計画時と比較して、この施策分野の成果は向上しているか？（時系列比較） 

☑成果は向上した ■成果は変わらない ■成果は低下している 

人身事故件数及び犯罪の認知件数ともに減少傾向にあることがうかがえる。 

 

4.近隣町村と比較して、この施策分野は高い水準か？（近隣比較、広域的な視点） 

■高い水準である ☑近隣と横並びである ■水準は低い 

第 5次計画時は人身事故件数及び犯罪の認知件数ともに隣の松川町を大きく上回っていたが、Ｈ27年においては
人身事故が松川町＋10 件、犯罪の認知件数が松川町－8 件であった。（多い時で人身事故件数が松川町＋35件、
犯罪の認知件数が＋53 件といった年があった） 

 

 
■地方創生の取組について 
5.地方創生の視点から、具体的にどのような取組を行ったか？ 
子育てが安心してできる環境を整備するため、学校・ＰＴＡとの通学路懇談会や地区計画からの交通安全要望を、
危険箇所点検等から精査し、必要な交通安全施設工事を実施した。 
子どもや高齢者が安心して暮らし続けられるよう、関係機関と協力して交通安全住民大会（下市田 3区と吉田区）
や交通安全教室（町内の各保育園と小学校及び老人クラブ連合会）を実施した。 
出砂原商店街の復活により歩行者の安全確保がより一層必要となるため、ゾーン 30 やグリーンベルトなど関係機
関と協力して設置した。H28 には出砂原地区内の危険な街灯の撤去及び一部 LED化を実施する。 

 

 

■今後の方針について 
6.現状では、この施策はどこが主導しているか？  

☑町が主導している ■民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 
 

7.今後、この施策はどこが主導していくべきか？ 

☑町が主導する ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

町のほか、地区、交通防犯指導員会、安全協会とも協力することが必要である。 

 

8.今までの議論を振り返り、今後どのように進めるか 

☑既存事業の充実 ■新規事業の立ち上げ ■既存事業の縮小・廃止 

・特殊詐欺被害防止のための広報を充実。 
・H27 作成の交通安全施設等の設置及び整備基準に沿い、優先順位をつけて工事を実施。 

 

9.総括（その他の検討・懸案事項、理事者からの具体的な指示等） 
・交通量等のデータは建設課である程度把握している。（この施策に限らず）これらのデータ分析で現状の課題
を明らかにし、今後の施工計画等の基礎データとして活用すること。 
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政 策 G 安全に安心して暮らせるまちへ 

 分 野 G：道路 

 施 策 3：①安全で潤いのある住環境の充実 

 

 目  的 

施策の対象（誰、何が） 意図（どのようになることを目指すのか？） 

 
町内の交通網・水路・

公園の利用者 
便利に安全に利用できる 

  重点施策  理由  

  担 当 課 建設課 関 係 課 環境水道課 建設課 

 

1.基本計画期間中の重点的な取組み 
①-1：道路施設の総点検の実施により施設の維持・長寿命化を図る。町道Ⅰ-6号線（八日市場）改良の促進。リ
ニア建設に伴うアクセス道路の検討。 ①-2：老朽化した施設等の改修により安全と施設の充実を図る。排水計
画の検討。 ①-3：長寿命化計画に基づく事業の遂行と協働による適切な維持管理に努める（55 の約束）。 

直 結 す る 

事 務 事 業 名 

①-１町道維持修繕事業・町道Ⅰ-6 号線拡幅改

良事業・橋梁整備事業 
①－２町単河川維持修繕事業 

①-3 公園管理事業・公園施設健全化事業  

 
2.目的達成のためにどのように取り組んだのか（昨年度の実績及びその分析） 

A 

●求める成果の具体的な内容 

①-1 町内の道路に起因する事故件数（町の総合賠償保険適用件数） 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
件 

1 0 0 0 0 0 0 0 

実績値 4 2 2      

分析 

 道路構造物の老朽化により事故発生件数が増加傾向にある。職員による道路パトロールや地域
住民による危険箇所の情報提供を密にし、未然防止策を講じていく。また、草刈り作業中の飛び
石に起因する人為的な事故については、安全対策を徹底し事故防止を図る。 
 
 

B 

●求める成果の具体的な内容 

①-1 町内の道路利用について不便を感じている町民の割合 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

16.9 、

19.6  
18.0 17.0 16.0    15.0 

実績値  27.0       

分析 

幹線道路 25.3％、生活道路 28.7％ 
幹線道路では地元の承諾が困難な箇所が未改良部となって残っている。生活道路については地区
計画に基づき事業を進めているが公共性が低い事業が優先度も低くなっている。 
 
 
 

C 

●求める成果の具体的な内容 

①-2 河川及び水路の利用について、不満を感じている住民の割合 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

8.9 11.0 10.5 10.0    9.0 

実績値  17.5       

分析 

地区計画に基づき用排水路工事を計画的に行っているが、水路の老朽化が進んでいるため町民の
要望に応えきれていない状況。多面的機能支払事業や県営中山間総合整備事業等の活用を検討し
ていく。 
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D 

●求める成果の具体的な内容 

①-3 公園の利用について、不満を感じている住民の割合 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

15.1 15.0 14.0 13.0    12.0 

実績値  22.3       

分析 
公園長寿命化計画に基づき計画的にトイレ、トータル遊具の更新を行っているので、今後の成果
指標に反映してくると考える。 

 
 
■施策評価 
3.第 5 次計画時と比較して、この施策分野の成果は向上しているか？（時系列比較） 

■成果は向上した ☑成果は変わらない ■成果は低下している 

 アンケート数値は計画より低下している。しかし、施設の長寿命化計画により順次整備を進めていくことによ
り満足値は高まっていく。期待値。 

 

4.近隣町村と比較して、この施策分野は高い水準か？（近隣比較、広域的な視点） 

☑高い水準である ■近隣と横並びである ■水準は低い 

幹線道路網の整備、公園の整備率は高い。公園には近隣の市町村より多くの利用がある。災害の発生数も近隣市
町村より少ないことより、悪水路整備も近隣市町村より整備されている。 

 

 
■地方創生の取組について 
5.地方創生の視点から、具体的にどのような取組を行ったか？ 
 道・水路網が整備されることにより災害のリスク等が減少し、高森町への移住希望者の増加及び企業誘致に繋
がっている。 

 

 
■今後の方針について 
6.現状では、この施策はどこが主導しているか？  

■町が主導している ■民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 
 

7.今後、この施策はどこが主導していくべきか？ 

☑町が主導する ■民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

道路インフラの長寿命化計画に基づき計画的に修理・更新を行うことにより、効率的な活用ができ安心して生活
できる環境整備を進める。 
 

 

8.今までの議論を振り返り、今後どのように進めるか 

■既存事業の充実 ■新規事業の立ち上げ ■既存事業の縮小・廃止 

今後町で進める幹線道路整備：①農免先線の拡幅改良、②町道Ⅰ―３号線（牛牧線通学路）歩道設置、③町道Ⅰ
―１号線（中央線）城岸橋の改良 
 

 

9.総括（その他の検討・懸案事項、理事者からの具体的な指示等） 
・子育てしやすい住環境の観点から、子供の安全を確保するため歩道設置を進める。 
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政 策 G 安全に安心して暮らせるまちへ 

 分 野 G：上下水道  

 施 策 3：②安全で潤いのある住環境の充実 

 
 目  的 

施策の対象（誰、何が） 意図（どのようになることを目指すのか？） 

 上下水道の利用者 安心で継続的に利用できる 

  重点施策  理由  

  担 当 課 環境水道課 関 係 課 ― ― 

 

1.基本計画期間中の重点的な取組み 

②-1：計画水量（認可水量）の確保・老朽管の更新・重要施設の耐震化の実施により安定供給に努める。 

②-2：処理場施設の統合と、適正（使用料金、施設機器管理等）な維持管理に努める。 

直 結 す る 

事 務 事 業 名 

特になし  

  

 

2.目的達成のためにどのように取り組んだのか（昨年度の実績及びその分析） 

A 

●求める成果の具体的な内容 

②-1 水量確保のための水源の更新・新設（認可箇所数） 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
箇所 

0 4 1 2 1    

実績値 － 0       

分析 

千早原給水区では県営事業の一環で井戸を一本掘削。簡水地区では研修センター下で井戸を掘削
し揚水試験を完了し、カントリー下井戸と合わせ簡水地区内の計画給水量確保に目処が立つ。が、
上水地区の大丸山近辺での電気探査では有望な水源資料は得られなかった。このため全体給水計
画が整わず、変更認可の申請には至らなかった。今後、残された候補地である吉田地内で電気探
査を行うと共に、既存水源を先行して変更認可を進める。 

B 

●求める成果の具体的な内容 

②-2 健全で継続的な事業運営、適正で効率的な維持管理のために統合された施設の数 （農集排施設 6 施設

の内、4 施設について統合を検討） ※4 施設：吉田、上市田、上平、牛牧 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
数  

  1  2  3 

実績値 － 0       

分析 

農集排と公共下水道の統合及びそれに係る下水道基本計画変更認可等所用の申請のため、資料作
成に着手した。統合に至った施設は未だ無いが、補助金により取得した財産の処分に関する申請
を進め、次年度提出・許可決定等を目指す。H27 は公共下水道浄化センター耐震化工事実施設計
に着手し、以降 H31にかけ耐震化し、施設の継続利用を図る。 
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■施策評価 

3.第 5 次計画時と比較して、この施策分野の成果は向上しているか？（時系列比較） 

■成果は向上した ☑成果は変わらない ■成果は低下している 

引続き安定した給水・汚水処理は継続して実現できている。 
上水道に関し、将来にわたり安定した給水量を確保できるよう新水源を模索しているが、未だ有望な水源候補に
は当たっていない。下水道については、H26 に公共下水道、H27 は農集排の、処理施設維持管理を総合一括管理に
移行し、コストと水質の両立を図る維持管理を求めている。 

 

4.近隣町村と比較して、この施策分野は高い水準か？（近隣比較、広域的な視点） 

■高い水準である ☑近隣と横並びである ■水準は低い 

どの事業者も、地形等各町村の実情にあわせ安定供給に努めている。 

 

 
■地方創生の取組について 
5.地方創生の視点から、具体的にどのような取組を行ったか？ 
現状直結する施策はないが、「日本一のしあわせタウン」実現の基盤として、安定して安心安全な環境の維持に
努めていく。 

 

 

■今後の方針について 
6.現状では、この施策はどこが主導しているか？  

☑町が主導している ■民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 
 

7.今後、この施策はどこが主導していくべきか？ 

☑町が主導する ■民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

維持管理など専門知識の効用を求められる部分は外部委託も入れながら、経営は町が主体として町民ニーズに応
えていくことを期待されている。 

 

8.今までの議論を振り返り、今後どのように進めるか 

☑既存事業の充実 ■新規事業の立ち上げ ■既存事業の縮小・廃止 

まずは現在進める下水処理区の統合を完遂し、下水処理の効率化を図る。水源探査は未実施候補地で電気探査を
実施するとともに、既存水源の再掘・水利権の拡張など他手法も並行して進めていく。 
両事業とも、施設・設備の耐震・更新計画と使用料改定（H28予定）などを含む収支計画を合わせた「経営戦略」
を策定し、戦略に基づく運営を図っていく。 

 

9.総括（その他の検討・懸案事項、理事者からの具体的な指示等） 
・料金改定については消費税増税も見込み、料金審議会等で丁寧な議論を進めること。その際に前述の「経営戦
略」等が基礎資料となる。 
・新しい水源の確保については、電気探査等も含めて進めること。 
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政 策 H 誠実で明るく、そして元気な行財政経営 

 分 野 H：行政サービス 

 施 策 1：行政サービスの向上 

 
 目  的 

施策の対象（誰、何が） 意図（どのようになることを目指すのか？） 

 町と町職員 町民に信頼される、親切で丁寧なサービスをする 

  重点施策  理由  

  担 当 課 総務課 関 係 課 町民税務課  

 

1.基本計画期間中の重点的な取組み 

①定員適正化計画の策定⇒業務量に見合う人員配置へ（Ｈ27 予定）／②人材育成基本方針（施行 H27～31）の改定・・・上

司・部下等の階層別に求められる能力等を明確化。職員の育成と自己研さんを支援しつつ、能力・意欲・実績の総合評価＝人

事評価システムを確立／③H28 年 1 月開始マイナンバー制（社会保障・税番号制度）への対応をはじめ、法務・例規を適正に

運用／④理不尽・不当な要求への対処策の確立／⑤相談・待合スペースや機能の向上 

直 結 す る 

事 務 事 業 名 

0210 職員の研修に関する事務 0220 職員採用・定員管理事務 

0410 庁舎維持管理事業 0500 基幹系システム管理事業 

 

2.目的達成のためにどのように取り組んだのか（昨年度の実績及びその分析） 

A 

●求める成果の具体的な内容 

1）成果内容＝役場の来庁者が、職員の窓口サービスに満足していただくこと 

2）成果指標＝役場来庁者アンケート「窓口サービスの全体的な評価」における「満足」との回答割合・・・

毎年 1 月中旬の 2 週間程度実施／第 1 回 H26 年 3 月の実績値は 86.7％ 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

86.7 90 90 90 90 90 90 90 

実績値 －        

分析 
平成 27年度窓口アンケート未実施。 
町民アンケート「役場職員の窓口や現場での対応満足度」（79.2％） 

B 

●求める成果の具体的な内容 

1）成果内容＝役場職員が、町民の満足や公共の利益を常に考えて業務にあたる 

2）成果指標＝役場職員の特性と組織活力の測定（CUBIC）結果：「顧客の満足を考える」で「はい」と回答

した職員の割合（実績値＝H22【51%】 H23【56%】  H24【58%】 H25【49%】） 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

49 前回 55 60 65 70 70 70 70 

実績値 －        

分析 
平成 27年度から職員研修先の契約切れにより、ＣＵＢＩＣ測定中止。今後、代替測定に変える。 
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■施策評価 

3.第 5 次計画時と比較して、この施策分野の成果は向上しているか？（時系列比較） 

☑成果は向上した ■成果は変わらない ■成果は低下している 

庁舎１階窓口をローカウンター化。書類や相談など座って対応ができるようになった。高齢者等への配慮ができ
る環境になり、少しサービスが向上した。 
高森町人材育成基本方針の見直しを行い、階層別の求められる役割と能力を明確にした。求められる能力を習得
し、行政サービスの向上につなげる。 

4.近隣町村と比較して、この施策分野は高い水準か？（近隣比較、広域的な視点） 

■高い水準である ☑近隣と横並びである ■水準は低い 

（松川町）5 年前にアンケートを実施したのみ。最近なし。（豊丘村）アンケート未実施。 
近隣の数字がないため判断ができない。 

 
■地方創生の取組について 
5.地方創生の視点から、具体的にどのような取組を行ったか？ 
開かれた役場の雰囲気づくり（座って相談ができる場所の増設） 

 

■今後の方針について 
6.現状では、この施策はどこが主導しているか？  

☑町が主導している ■民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 
 

7.今後、この施策はどこが主導していくべきか？ 

☑町が主導する ■民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

総務課が中心となり、職員の研修等を実施していく。 

 

8.今までの議論を振り返り、今後どのように進めるか 

☑既存事業の充実 ■新規事業の立ち上げ ■既存事業の縮小・廃止 

庁舎２階窓口もローカウンター化を実施。職員の接遇研修にも力を入れたい。 
 

9.総括（その他の検討・懸案事項、理事者からの具体的な指示等） 
・高森町女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画において、女性職員が力を十分に発揮できるよう支
援措置を行い、男女ともに働きやすい職場を目指す。本計画については早急に庁内で共有し、職員意識を高める
こと。 
・役場駐車場内に、車いす使用者と、車いすは使用しないものの移動に配慮が必要な方の双方が使いやすい駐車
場を整備（パーキングパーミット制度）。 
・他自治体によっては階層ごとの特性を導き出すアンケートを実施している事例もある。当町でも導入を検討す
ること。 
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政 策 H 誠実で明るく、そして元気な行財政経営 

 分 野 H：財政 

 施 策 2：健全な行財政経営 
 

 目  的 

施策の対象（誰、何が） 意図（どのようになることを目指すのか？） 

 町の行財政 健全で、能率的かつ効果的に経営される 

   

  重点施策  理由  

  担 当 課 経営企画室 関 係 課 町民税務課  

 
1.基本計画期間中の重点的な取組み 

● 国や県からの権限移譲や町民要望の増により、町全体の事業量が増加している一方、まだまだ景気が安定しな

いため、税収や地方交付税の増額は見込めない。将来に向けて、高森町の適切な財政規模により、安定的な財

政運営が可能となるよう、資産管理も含めた、中長期財政シミュレーションの策定が課題。 

● 前記と併せ、新公会計制度の実施に向けた、固定資産台帳の整備が急務。 

直 結 す る 
事 務 事 業 名 

0140 行財政改革推進事業  

  

 
2.目的達成のためにどのように取り組んだのか（昨年度の実績及びその分析） 

A 

●求める成果の具体的な内容 

実質公債比率 →「返す以上に借りない」を徹底し、H26 に作成したシミュレーションを基本とする。 

16％以下の水準を保つ。 

→10％以下を目標とし、その後も 8～9％台に収まるように起債額を抑制する。 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

16.4 16.0 15.3 15.0 13.0 10.2 8.6 8.0 

実績値 16.4 15.8       

分析 
H26 年度から実質公債費比率のシミュレーションを行い比率の推移が推計可能となった。H27 年

度はほとんど推計どおりの結果となっている。単年度ではほぼ変わらず 14％後半台の数値。 

B 

●求める成果の具体的な内容 

将来負担比率 →「返す以上に借りない」を徹底し、H33 には 100％を目指す。 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
％ 

135 126 121 117 113 109 104 100 

実績値 128.7 114.8       

分析 
起債償還が進み起債残高が減少したことに加え、公共施設等更新基金への 1 億円の積み増し、ま

た標準財政規模の伸び等で好転した。 

C 

●求める成果の具体的な内容 

財政調整基金残高 → H33 年度には標準財政規模の約 20％の 7 億円を目指す。 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
千円 

510,000 537,100 564,200 591,300 618,400 645,500 672,600 700,000 

実績値 564,220 566,593       

分析 
H27 当初予算では 1 億円の取り崩しを予定していたが、補正予算ごとに不用額の把握を徹底し取

り崩さずに事業執行することができた。 
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■施策評価 
3.第 5 次計画時と比較して、この施策分野の成果は向上しているか？（時系列比較） 

☑成果は向上した ■成果は変わらない ■成果は低下している 

●「返す以上に借りない」を基本として、起債残高を縮小し、また起債発行額を抑制してきたため、第 5 次計画時

と比較し向上している。 

● 将来負担比率の各指標も向上傾向にある。 

 
4.近隣町村と比較して、この施策分野は高い水準か？（近隣比較、広域的な視点） 

■高い水準である ■近隣と横並びである ☑水準は低い 

● 前述のとおり将来負担比率等は向上傾向にあるが、まだまだ県下でもワースト 3 に入る。 

 
■地方創生の取組について 
5.地方創生の視点から、具体的にどのような取組を行ったか？ 

● 地方創生関連の交付金の活用 

 
■今後の方針について 
6.現状では、この施策はどこが主導しているか？  

☑町が主導している ■民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

 
7.今後、この施策はどこが主導していくべきか？ 

■町が主導する ☑民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

 

● 国の交付金等を活用するのはもちろんのことだが、地方創生のキーワードとして地域企業や金融機関との連携

が掲げられている。 

● PPP/PFI など民間資金を活用して投資的事業を進める。 

 
8.今までの議論を振り返り、今後どのように進めるか 

☑既存事業の充実 ☑新規事業の立ち上げ ■既存事業の縮小・廃止 

 

● 当初の計画では実質公債費比率 16％以下を目標としていたが、まずは 10％以下を目標とし、その後も 8～9％

台に収まるように起債額を抑制する。 

 
9.総括（その他の検討・懸案事項、理事者からの具体的な指示等） 

● 「返す以上に借りない」の徹底を基本とするが、現状の財政が厳しいことへの対応策がこれのみではいけない。

滞納整理や遊休地処分などの歳入確保も含めて、その他の取組も町民の皆さんへしっかり説明できるようにす

ることが必須。 

● 「子育て」という視点から、財政的に高森町独自の指標などを設定できないか研究。 

● 歳出抑制はもちろん重要だが、今までにとらわれない発想で歳入増の取組を検討することが重要。 

● また上記の取組を、わかりやすく町民の皆さんへ伝えることを研究すること。 

● 今後は、決算においても理事者を踏まえた振り返り討議を開催することを研究する。月 2 回のうち 1 回の課長

会を「経営方針会議」にするなどを検討する。 

 

  



平成 28年度 施策評価        長野県高森町                            p.48 
 

 

政 策 H 誠実で明るく、そして元気な行財政経営 

 分 野 H：広域 

 施 策 3：広域的な市町村連携の推進 

 
 目  的 

施策の対象（誰、何が） 意図（どのようになることを目指すのか？） 

 町 市町村連携により課題を克服し、飯伊地域全体が発展する 

  重点施策  理由  

  担 当 課 総務課 関 係 課 経営企画課  

 

3、基本計画期間中の重点的な取組み（上記 1・2を受けて） 

●北部総合事務組合が、火葬場の管理運営と共に、この地域共通の課題（人口流出・農業衰退・リニア到来など）の解決に向

け、真に有効な行政体となるよう構成町村として努めなければならない。／●南信州広域連合では、リニア駅開通に向けた調

整及び人口減少・少子高齢化対策に向けた対策の検討及び実施。飯伊地域ゴミ処理施設について広域対応。／●さらに三遠南

信地域（SENA）でも、広域的に取組める課題検討を実施。 

直 結 す る 

事 務 事 業 名 

0330 北部総合事務組合参画事業 0340 町村会参画事業 

  

 

2.目的達成のためにどのように取り組んだのか（昨年度の実績及びその分析） 

A 

●求める成果の具体的な内容 

北部事務組合や南信州広域連合など、他の市町村と共同で処理している事務事業数 

成果指標 単位 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 

計画値 
事業 

25 25 25 25    25 

実績値 24 25       

分析 
H27 年度より戸籍システムの共同利用を開始 
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■施策評価 

3.第 5 次計画時と比較して、この施策分野の成果は向上しているか？（時系列比較） 

■成果は向上した ☑成果は変わらない ■成果は低下している 

第 5 次途中より定住自立圏により、飯田市を中心市とした取組みが充実。北部事務組合では火葬場建設に向けた

事業が集中された。今後も案件に併せた取組みが必要であり、ここ数年大きな変化は見られない。 

 

4.近隣町村と比較して、この施策分野は高い水準か？（近隣比較、広域的な視点） 

■高い水準である ☑近隣と横並びである ■水準は低い 

当該施策は、飯田下伊那 14 市町村と連携しているため、施策水準は同等でなければいけない。但し、定住自立圏

による協定は、メニューに応じて参加市町村は変わるが、当町においては実施できる町民にとっての利便性や効

果が上がるメニューを選択している。 

 

■地方創生の取組について 
5.地方創生の視点から、具体的にどのような取組を行ったか？ 

南信州広域連合による、旧飯田工業高校へ、航空宇宙産業特区なども含めた産業センター立地など、地方創生の

交付金を活用し広域連合で取組んだ。 

 

■今後の方針について 
6.現状では、この施策はどこが主導しているか？  

☑町が主導している ■民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

 

7.今後、この施策はどこが主導していくべきか？ 

☑町が主導する ■民間組織（企業や自治組織） ■県や国が主導 

《詳細》 

施策そのものは広域行政の連携であり、行政間が連携して取組んでいく。 

 

8.今までの議論を振り返り、今後どのように進めるか 

☑既存事業の充実 ■新規事業の立ち上げ ■既存事業の縮小・廃止 

《詳細》※該当する事務事業など 

地方創生では市町村連携が重要とされ、交付金取得にも市町村間連携、行政間連携が必須項目になっている。雇

用促進などの広域課題の解決については、単独市町村での検討ばかりではなく、近隣町村との協同した取組みが

求められており、北部事務組合の活用や、場合によっては個別市町村との連携など、目的を同じくする皆さんと

の共同実施を行う。 

 

9.総括（その他の検討・懸案事項、理事者からの具体的な指示等） 

● リニア新幹線開通に向けて、軌道や駅舎、関係道路の工事に関することなど、広域連合などのリーダーシップ

により、適切に進めるべき。 

● 地方創生については広域連携が必須。特に北部事務組合などが中心となって、声を掛けあう、一緒に検討する

体質の強化が必要。 
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