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はじめに 
平成 29 年３月 31 日より遡ること 60 年前、昭和 32 年３月同日、青木村は浦里村の一部で

あった大字当郷と合併し、新しい青木村となりました。この 60 年間、村民の皆さん、議会、

行政、地区など各種団体が一体となり、新生「青木村」は堅固な絆で結ばれてきました。 

この節目に、青木村は村づくりの最も基本となる計画である第五次長期振興計画の後期基

本計画を策定しました。本計画では、“元気で豊かな村づくり”“青木村がもっと輝き日本一

住みたい村へ”をスローガンに掲げ、10年、20年先も見据えて、「いかす」、「つなぐ」、「つ

くる」、「はぐくむ」視点から、この先５か年の施策展開を位置付けています。 

特に、大規模改修中の道の駅あおきや国道 143 号青木峠新トンネルの整備を基軸とした地

域経済の活性化、小･中学校を各学年２クラスにするなど子育て･教育環境のさらなる充実、

健康寿命を延ばし生涯活躍を支える医療･福祉施策の推進に重点をおき、広域的な連携を深

化･拡大させながら、自主自立の村として持続的な発展を図っていく方針です。 

平成 28 年１月には大手雑誌社が主催した「住みたい田舎」ベストランキングでは、青木村が「村」

部門第１位に輝きました。この快挙は一日にして成ったものではなく、過去から現在に至るまで

の村民の皆さんの努力の結晶であります。 

私たちは一身を呈して闘った「義民の子」として、村民憲章に基づき、正義と郷土愛に献身し

た先人たちを誇りに、さらに清新にして明るく豊かな村にするために、とりわけ将来を担う若者

たちが夢を描き、希望をもってチャレンジできる村づくりを推進していきます。 

平成２９年３月 

村長 北村 政夫



青青木木村村 村村民民憲憲章章

青青木木村村はは温温泉泉とと古古塔塔にに象象徴徴さされれるる自自然然とと、、古古いい文文化化にに恵恵

ままれれたた美美ししいい村村でですす。。正正義義とと郷郷土土愛愛にに献献身身ししたた先先人人をを誇誇りり

にに、、ささららにに清清新新ににししてて明明るるくく豊豊かかなな村村ににすするるたためめにに、、ここのの

憲憲章章をを定定めめまますす。。

一一、、村村のの自自然然をを大大切切ににしし環環境境をを美美ししくくししよようう。。

一一、、ああたたたたかかいい家家庭庭づづくくりりにに、、思思いいややりりのの深深いい村村づづくくりりををししよようう。。

一一、、心心ももかかららだだもも健健康康なな青青少少年年をを育育ててよようう。。

一一、、勤勤労労をを尊尊びび創創意意とと活活力力ああるる産産業業をを伸伸ばばそそうう。。

一一、、ススポポーーツツにに親親ししみみ教教養養をを高高めめ香香高高いい文文化化をを創創造造ししよようう。。



長期振興計画とは 

第５次青木村長期振興計画の表紙 

平成24年に策定した『第５次

青木村長期振興計画』は「基本構

想」と「前期基本計画」からなり、

「基本構想」は、平成24年度か

ら平成 33 年度までの 10 か年

を、「前期基本計画」は平成 24

年度から平成 28 年度までの５

か年を計画期間としています。 

 長期振興計画とは、市町村が策定するすべての計画の基本となる計画で、行政運営の総合

的な指針です。この計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」からなり、「基本構想」

の計画期間は10か年で、その間を前期と後期に分けて、５か年の「基本計画」を定めます。

 青木村では、平成 24 年度に『第５次青木村長期振興計画』の「基本構想」と「前期基本

計画」を策定しました。 



「後期基本計画」の位置付けと計画期間 

『第５次青木村長期振興計画後期基本計画』（以下「本計画」という。）は、平成 28 年度

末をもって『第５次青木村長期振興計画』の「前期基本計画」の計画期間が満了することに

伴い、平成29年度から平成33年度までの５か年を計画期間として策定するものです。 

なお、「実施計画」は本計画に基づき、３か年単位で別途策定するものとし、毎年度見直し

を行っていきます。  
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１ 序 論       

（１）「前期基本計画」との関係 

本計画は『第５次青木村長期振興計画』の体系図に示すメインテーマや将来像などの基本

的な考え方を継承します。その上で「前期基本計画」策定後の経過や住民の声などを踏まえ、

村の課題を見直し、計画策定の新たな視点を取り込みながら、項目など必ずしも「前期基本

計画」の枠組みにとらわれない形で施策展開の方針等を示します。 

継承

継承 

「前期基本計画」

策定後の経過や

住民の声などを

踏まえて見直す 

後期基本計画 第５次青木村長期振興計画の構成（基本構想・前期基本計画） 

「前期基本計画」

の枠組みに必ず

しもとらわれな

いかたちで構成

第第１１章章 計計画画策策定定ににああたたっってて
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（２）「前期基本計画」策定後の経過 
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（％）
全体 60歳未満 60歳以上

暮らしやすくなった 9.5 10.3 8.7

少し暮らしやすくなった 19.5 19.7 19.7

あまり変わらない 55.3 55.4 56.3

やや暮らしにくくなった 6.0 4.7 7.1

暮らしにくくなった 2.0 0.9 2.7

５年前は青木村にいなかった 6.0 8.0 3.8

無回答 1.8 0.9 1.6

回答数合計（人） 400 213 183

0
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200

250
自然に親しむ環境

文化に親しむ環境

高齢者が暮らす環境

便利に暮らす環境

安全に生活する環境

学校教育活動を行う環境

地域活動を行う環境

健康に生活する環境

若者が生活する環境

子どもを育てる環境

60歳未満 60歳以上

（３）村民の皆さんの実感･意向 

本計画の策定に際し、村民の皆さんの暮らしの実態や、行政のこれまでの取り組みに対す

る評価、今後の取り組みに対する意向等を伺うアンケートを実施しました。18歳以上の村民

の皆さんを対象に無作為抽出で選んだ 1,000 名に回答を依頼し、400 名から回答をいただ

きました。年齢による違いに着目しながら、主な設問の結果概要をお示しします。  

５年前と比べたときの 

青木村の暮らしやすさ 

 全体では「あまり変わらない」

が最も多く半数以上を占めてい

ますが、３割近くは大なり小なり

「暮らしやすくなった」としてお

り、60歳未満でその比率がやや

高くなっています。一方で、１割

弱は「暮らしにくくなった」とし

ており、60歳以上でその比率が

やや高くなっています。 

青木村における生活環境の満足度 

生活環境10項目に対する４段階評価の

結果をみると、全体的には「自然に親しむ

環境」や「子どもを育てる環境」が高い評

価を受けています。その一方で、「若者が

生活する環境」や「便利に暮らす環境」の

評価が低くなっています。 

60歳前後で比較すると、60未満は「学

校教育活動を行う環境」の評価がより高

く、60 歳以上は「高齢者が暮らす環境」

の評価がより高い傾向がみられます。 

※年齢が無回答の方：4名
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（％）
全体 60歳未満 60歳以上

満足 10.5 12.2 8.7

まあ満足 65.5 63.8 67.8

やや不満 16.8 16.4 16.4

不満 2.5 2.3 2.7

わからない 3.3 4.2 2.2

無回答 1.5 0.9 2.2

回答数合計（人） 400 213 183

ＡＡ Ｂ

ＣＣ ＤＤ

重要性が高いものの、現状において 

満足の得られていない施策 

・地域医療体制 

・治山･砂防工事などの土砂災害対策 

・松本･安曇野方面へのアクセス道路 

・高齢者の日常生活の支援サービス 

・新たな企業誘致活動、新規雇用の創出 等

重要性は低いものの、現状において 

満足の得られていない施策 

・訪日外国人旅行者の受け入れ 

・農業の６次産業化の推進 

・結婚･婚活サポート 

・空き家のリフォームなど利活用支援 

・農家民宿など宿泊施設の整備支援 

・商工業への応援 等 

重要性が低く、現状でも 

一定の満足度が得られている施策 

・地域消費券活用による消費拡大 

・生涯学習の推進や公民館活動の充実 

・村営住宅の充実 等 

重要性は高いが、現状でも 

一定の満足度が得られている施策 

・除雪対応 

・上田市街へのアクセス道路 

・学校環境、保育環境 

・災害危険情報の周知、防災意識の啓発 

・道の駅あおきの高機能拠点化の推進 等 
重
要
度

高低

高

低

満足度

青木村の各施策の現状に対する満足度 

& 

今後の施策としての重要度 

行政の取り組みについて計 15 分野 71 項目に

対する満足度と今後の施策としての重要度を４段

階評価で伺いました。 

この結果を指標化して下図のようにＡ～Ｄに分

け、各領域に比較的顕著に該当する項目を列挙し

ました。特にＡに該当する項目は、今後より重視

すべき施策として捉えることができます。 

現在の暮らしやすさ 

（生活環境全般の満足度） 

 生活環境全般に対する４段階評価

の結果をみると、全体では75％以

上は「満足」又は「まあ満足」とし

ており、「満足」の比率だけでみると、

60歳未満の方が60歳以上よりや

や満足度が高くなっています。 
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長野県青木村を知っているか

　※択一回答 回答数 回答率（％）

村名すら聞き覚えがない 445 86.4

村名までは聞いたことがあるが、行ったことも通ったこともない 42 8.2

目的地の一つとして行ったことがある（村内のいずれかに立ち寄ったことがある） 14 2.7

車で通過したことはあるが、村内のどこかに立ち寄ったことはない 11 2.1

以前、住んでいたことがある 3 0.6

回答者の合計 515

青木村の中でこれまでに立ち寄ったことがある場所または目的地として行った場所があるか

　※複数回答 回答数 回答率（％）

田沢温泉 6 42.9

沓掛温泉 4 28.6

国宝　大法寺 4 28.6

修那羅峠の石仏群 4 28.6

道の駅あおき 3 21.4

県宝　日吉神社 2 14.3

青木村郷土資料館 2 14.3

リフレッシュパークあおき 2 14.3

ワイナリー 2 14.3

どこに行ったのか覚えていない 2 14.3

五島慶太記念公園 1 7.1

パラグライダーパーク青木 1 7.1

くつろぎの湯 1 7.1

青木三山（十観山、夫神岳、子檀嶺岳のいずれか） 1 7.1

信州昆虫資料館 0 0.0

横手キャンプ場 0 0.0

その他 3 21.4

回答者の合計（青木村に来訪歴のある方のみ） 14

長野県の農村部に観光で行ってみたいと思うことはあるか

　※択一回答 回答数 回答率（％）

あまり行ってみたいと思わない 200 38.8

たまに行ってみたいと思うことがある 173 33.6

全く行ってみたいと思わない 125 24.3

常に行ってみたいと思っている 17 3.3

回答者の合計 515

〈参考〉東京都民 500人に聞きました！ 

平成 28 年１月に大手雑誌社が主催した「住みたい田舎」ベストランキングにおいて、青

木村は「村」部門第１位に輝きました。先の村民アンケートによれば、７割以上の方がその

ことをご存じでした。 

こうした評価も踏まえ、今後の村づくりにおいて移住者を呼び込む施策がより一層重要視

される中で、村外、特に県外の都市住民の青木村に対する認知度やイメージ、移住に関する

意向等を把握するために、平成 28 年３月に、東京都 23 区に住民を対象にしたアンケート

を行いました。 

調査はインターネット

を利用して、大手ウェブサ

イトの登録者約 500 名

（20 代～60 代までそれ

ぞれ約 100 名ずつ）から

回答を得ました。その結果

概要をお示しします。 

64.9

3.3 2.3 2.1 2.1 1.9 1.6 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
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回答者の出身都道府県（生まれてから小学校までの間で最も長く住んでいた場所） 
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現在、長野県への移住に関心があるか

　※択一回答 回答数 回答率（％）

そもそも地方への移住に関心はない 266 51.7

関心はあるが、移住することはない（できない） 86 16.7

わからない 63 12.2

地方への移住には関心があるが、長野県への移住には関心がない 56 10.9

関心があり、ゆくゆく移住を検討する可能性はあるが、今はまだその段階にない 39 7.6

関心があり、将来移住したい 5 1.0

回答者の合計 515

青木村にどの程度関心があるか

　※択一回答 回答数 回答率（％）

機会があれば観光で訪れてみたいとは思うが、移住先の検討候補にまではならない 65 50.0

少し関心は生まれたが、観光で訪れてみたいというところまではいかない 27 20.8

現時点では判断がつかない（わからない） 18 13.8

移住先の検討候補に十分なり得る 15 11.5

観光でもさほど行ってみたいとは思わない 5 3.8

回答者の合計（長野県への移住に関心のある方のみ） 130

青木村への移住を考えたとき、不安に思うこと、煩わしいと思うこと、現段階または将来的にネックになることは何か

　※複数回答 回答数 回答率（％）

雪かきや雪道の運転など冬の生活 67 51.5

就職先の確保 62 47.7

通勤や買い物など日常生活の移動の便 61 46.9

医療や介護の環境 59 45.4

住む場所の確保 43 33.1

地域の慣習や近所付き合い 39 30.0

東京までの交通の便 30 23.1

インターネットなどの通信環境 28 21.5

土砂災害などの自然災害 22 16.9

子どもの教育環境 16 12.3

友人や仲間づくり 14 10.8

家族の理解 11 8.5

親の介護 8 6.2

特になし 5 3.8

その他 1 0.8

回答者の合計（長野県への移住に関心のある方のみ） 130

青木村への移住を検討する際、住宅・敷地の条件で絶対譲れないものは何か

　※複数回答 回答数 回答率（％）

日用品を買えるお店が徒歩圏にあること 70 53.8

一戸建てであること 37 28.5

敷地内又は近くに家庭菜園のできる場所があること 29 22.3

特にこだわりはない 22 16.9

古民家など空き家を利用すること 20 15.4

新築であること 11 8.5

持家であること 11 8.5

集合住宅であること 6 4.6

賃貸であること 4 3.1

既存の集落から離れた場所にあること 2 1.5

その他 3 2.3

回答者の合計（長野県への移住に関心のある方のみ） 130

日常生活で、地方への観光や移住等を考えるきっかけとなっている情報源は何か

　※複数回答 回答数 回答率（％）

旅番組などのテレビ番組 222 43.1

興味がないのでわからない 154 29.9

家族、友人、知人等との会話（クチコミ、紹介） 99 19.2

駅構内や電車内など公共の場のポスターやデジタルサイネージ（電子看板） 88 17.1

インターネットでのウェブサイト検索（ネットサーフィン） 84 16.3

書店やコンビニ等で売られている雑誌やガイドブック 68 13.2

観光案内所や駅など公共サービスの窓口等に置かれているパンフレット 65 12.6

ＳＮＳ（フェイスブック、ツイッター、インスタグラムなど） 46 8.9

銀座NAGANOなど都内にあるアンテナショップ 31 6.0

地方への出張 30 5.8

その他 19 3.7

回答者の合計 515
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視視点点１１ 1100 年年、、2200 年年先先をを見見据据ええてて描描くく

本計画は次期『第６次青木村長期振興計画』への橋渡し的な役割を担う計画としても位置

付けられます。したがって、10年先、20年先を見据え、超長期的な人口の見通しを示した

『青木村人口ビジョン』や『信州･青木村“日本一住みたい田舎”の総合戦略』（以下まとめ

て『青木村総合戦略』という。）と整合のとれた計画とします。 

『第６次青木村長期振興計画』の計画期間内に想定されること 

・村の総人口が 4,000 人を割り込み、65 歳以上の高齢者の割合

が４割近くまで達する時代 

・東西交通の新たな基幹軸としての国道143号青木峠新トンネル

が整備され、交流人口の拡大が期待される時代

第６次 

青木村長期振興計画 

4,608 

4,257 
3,931 

3,651 
3,378 

3,147 4,177 

3,714 

3,268 

2,828 

2,428 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2010年 2020年 2030年 2040年 2050年 2060年

（人）

平成 34 年度

（2022）

平成 43 年度 

（2031） 

（５）計画策定の３つの視点 

718 人

平成 72 年までの超長期的な人口の見通し（青木村総合戦略） 

平成 22 年度

（2010） 

平成 72 年度

（2060） 

平成 62 年度

（2050） 

平成 52 年度

（2040） 

平成 42 年度

（2030） 

平成 32 年度

（2020） 

村独自推計 社人研推計
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人口の将来展望（青木村総合戦略） 
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視視点点２２ 広広域域的的なな動動向向をを捉捉ええてて活活かかすす

青木村総合戦略の将来展望にも示したとおり、この先の人口減少を前提とする中で、今後

の村の発展を図っていくためには、人･物･情報の交流を促していく視点が必要不可欠です。 

人、物、情報の流れに大きな変革もたらす国土レベルでの交通基盤の整備等の動向や近隣

自治体の様々な動きに着目し、急速に進歩する情報通信技術の活用等も図りながら、広域的

にニーズを捉え、地域資源を最大限に活かす計画とします。 

国土レベルでの交通基盤の整備等の動向 
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青木村関連の広域観光周遊ルートの認定（観光庁） 

青木村及び近隣自治体における昨今の様々な動き 
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視視点点３３ 自自立立のの村村だだかかららここそそ連連携携のの輪輪をを広広げげるる

青木村は平成の大合併の波に乗らず、自主自立の道を選んだからこそ、様々な分野で連携

を図っていくことがより重要になります。 

近隣の地域･自治体との連携、姉妹都市との連携、企業･団体との連携あるいは各施策展開

のテーマや内容に応じた連携など、ハード･ソフトの両面から、既存の枠組みにとらわれずに

連携の輪を広げていく計画とします。 

上田広域連合 

（既存の枠組み） 
松本都市圏との連携（青木村総合戦略） 
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「楽園信州」の東信州エリア 

（移住推進連携） 

千曲川ワインバレー構想 

（ブランド創出連携） 

上小地域における連携拡充の施策展開（青木村総合戦略） 
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（１）位置･地勢等 

① 位置 

青木村は長野県の東北部、小県郡の西部に位置しています。東南に上田市、西に松本市、

北に東筑摩郡筑北村と３市町村に隣接しています。東西約8.0km、南北約10.4kmで、面積

は57.10k㎡で、役場の位置を経緯度でみると、東経138度 07.32分、北緯36度 22.02

分となっています。 

② 地勢 

青木村は三方を山に囲まれた山間地帯にあります。北に子檀嶺岳（1,223m）、西に十観山

（1,284m）、南に夫神岳（1,250m）の青木三山は、緑豊かな山並みを形成しています。ま

た、南に大明神岳（1,232m）、青木峠から保福寺峠まで主峰滝山（1,623m）を含む屏風上

の滝山連峰は、青木村の周囲を囲み、雄大な自然を育んでいます。 

標高は、役場の位置で555mあり、おおむね500mから850mの谷平野・扇状地に12

の地区が散在しています。浦野川が村のほぼ中央を東に向かって流れ、清新な潤いをもたら

しています。そしてこの川に、三方の山に源を発する田沢川、湯川、沓掛川、阿鳥側が合流

して、千曲川に注いでいます。 

③ 道路 

村内には上田市街と松本市街とを結ぶ国道143号が東西を横切り、その沿道に国土交通省

選定の重点道の駅あおきがあります。 

南北には一部国道143号と路線を共有して県道12号丸子信州新線が貫き、北は修那羅峠

を経て長野自動車道の麻績 IC方面に通じ、南は豆石峠を経て鹿教湯温泉に通じています。 

下奈良本で県道12号から派生する県道181号下奈良本豊科線は、古代から中世にかけて

の幹線道路で、五畿七道の一つ東山道の一部で、保福寺峠を経て、松本市四賀地区に通じて

います。 

第第２２章章 村村のの概概況況
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飯飯縄縄山山

（（993333mm））

▲▲

地勢と道路 
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② 子どもの数 

自然増減で人口を維持するために必要な

出生率は2.07とされていますが、青木村の

出生率は、継続してこれに満たない水準にあ

り、県の平均よりもやや低く、近年低下傾向

にあります。 

また、青木村の小学校及び中学校の１学年

あたりの平均児童･生徒数の推移をみると、

小学校は平成18年をピークに、中学校はそ

の３年後の平成 21 年をピークに減少して

います。 

小学校は平成24年以降、若干増加傾向に

ありますが、学年によっては、２クラス化に

必要とされる36人に満たない状況です。 

1.57

1.50

1.53

1.54

1.53

1.46
1.40

1.50

1.60

H10－H14 H15－H19 H20－H24

長野県 青木村

5,245 5,156 5,004 5,003 4,937 
4,727 4,608 

4,407 
4,177 

3,944 
3,714 

3,488 
3,268 

1,031 941 

802 713 669 

590 557 
497 453 402 362 341 328 

3,302 3,248 3,077 2,981 
2,862 2,640 

2,500 
2,278 

2,071 1,942 1,813 1,665 1,498 

912 967 

1,125 
1,309 1,406 1,497 1,551 

1,631 1,652 1,600 1,539 1,482 1,442 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

実績 推計

(人）

昭和 55

（1980）

平成 52

（2040）

平成 47

（2035）

平成 42

（2030）

平成 37

（2025）

平成 32

（2020）

平成 27

（2015）

平成 22

（2010）

平成 17

（2005）

平成 12

（2000）

平成７

（1995）

平成２

（1990）

昭和 60

（1985）

① 総人口 

５年ごとに実施される国勢調査によれば、青木村の総人口は、昭和 55 年以降減少し続け

ており、平成27年の最新の調査では4,345人となっています。この値は、平成22年まで

の人口推移をもとに算定された国立社会保障･人口問題研究所による推計値（4,407 人）よ

りも62人少なく、予測よりもやや速いペースで人口減少が進んでいることが伺えます。 

年齢３区分別にみると、年少人口と生産年齢人口が減少する一方で、老年人口は増加し、

平成22年の時点で高齢化率は約34％に達しています。この傾向は今後も一定期間継続する

ものと予測されており、本計画の計画期間の末年次に最も近い平成32年の高齢化率は40%

近くにまで達するものと推計されています。 

（２）人口 

資料：青木村人口ビジョン

平成 52 年までの年齢３区分別の推計人口 

老年人口

生産年齢人口

年少人口

総人口

資料：人口動態保険所･市区町村別統計（厚生労働省）

出生率の推移 

資料：学校基本調査（長野県）

小･中学校の生徒･児童数の推移 

34
36
38
40
42
44
46
48

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

（人）

青木小学校 青木中学校
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資料：国勢調査

１ha当たりの人口密度（平成 22 年） 

③ 地区別の人口動態 

1ha 当たりの人口密度を図化してみると、村内の居住地の地理的な広がりと集積度を把握

することができます。地区単位でみると、最も人口の多いのは村松で、人口密度が最も高い

のは青木で約 20 人/ha と際立って高い数値となっています。これら２地区に当郷を加えた

３地区で、村の人口の半数近くを占めている状況です。 

平成 12年から平成22年までの国勢調査に基づく人口を地区別（12地区）に整理してみ

ると、この 10 年間で村全体の人口が大きく減少する中、中挟、当郷、青木の３地区は増加

しており、地区ごとの人口動態の違いが読み取れます。その増加率が15％超と突出して高い

中挟は、同地区内にある社会福祉施設への入所等を反映しているものと思われます。また、

上田市に近い当郷や村の中心部である青木は、比較的恵まれた立地条件にあることから、村

営住宅への入居など一定の社会増があったものと推察されます。 

一方、他の９地区は減少しており、特に入奈良本、下奈良本、入田沢、夫神は減少の数･率

ともに高い値となっています。 

地区
平成12
（2000）
人口

増減
平成17
（2005）
人口

増減
平成22
（2010）
人口

平成12－平成22
（2000-2010）
人口増加率（％）

村松 888 ↗ 897 ↘ 825 ▲ 7.1
当郷 745 ↘ 739 ↗ 757 1.6
青木 556 ↗ 564 ↗ 567 2.0
入田沢 517 ↘ 468 ↘ 438 ▲ 15.3
中村 354 ↘ 312 ↗ 323 ▲ 8.8
沓掛 336 ↘ 326 ↘ 321 ▲ 4.5
中挾 264 ↗ 301 ↗ 305 15.5
下奈良本 352 ↘ 324 ↘ 282 ▲ 19.9
夫神 301 ↘ 276 ↘ 260 ▲ 13.6
殿戸 222 ↘ 206 ↗ 216 ▲ 2.7
細谷 186 ↘ 181 ↘ 163 ▲ 12.4
入奈良本 216 ↘ 180 ↘ 152 ▲ 29.6

4,937 ↘ 4,774 ↘ 4,609 ▲ 6.6合計

地区
平成22
（2010）
人口比（％）

面積※

（ha）

平成22
（2010）
人口密度
（人/ha）

村松 17.9 364 2.3

当郷 16.4 588 1.3

青木 12.3 27 20.6

入田沢 9.5 1,779 0.2

中村 7.0 76 4.3

沓掛 7.0 719 0.4

中挾 6.6 41 7.5

下奈良本 6.1 129 2.2

夫神 5.6 306 0.8

殿戸 4.7 176 1.2

細谷 3.5 101 1.6

入奈良本 3.3 1,394 0.1

100.0 5,700 0.8

※GISによる計測値

合計

地区別の人口比と人口密度

（平成 22年） 

地区別の人口動態（平成 12－22 年） 
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地目
面積
（ha）

比率
（％）

山林 4,516 79.1
田 336 5.9
畑 290 5.1
宅地 160 2.8
その他 408 7.1
合計 5,710 100

（３）土地利用 

１haメッシュの土地利用区分図をみてもわかるとおり、土地利用の地目別面積をみると、

青木村の総面積のうち80％近くは山林で占められています。それ以外は田と畑を合わせて農

用地が10％強、宅地が3％弱となっています。 

土地利用の分布は、地形を反映して、東側に隣接する上田市と連続的に農用地が広がり、

幹線道路沿いを中心に建物用地が一定のまとまりをもって立地しています。 

資料：国土数値情報

１haメッシュの土地利用区分（平成 26年） 

地目別面積（平成 23 年） 

資料：庁内資料
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（４）公共交通 

青木村の公共交通機関はバスが主体で、上田市内へのアクセスは千曲バスが、村内の移動

は村営バス「ふるさと号」がそれぞれ担っています。 

千曲バスは上田駅を経由して青木バスターミナルと下秋和車庫との間を結ぶ１路線で、村

内には国道143号沿いに計６か所、停留所があります。１時間に約１本の運行頻度で、村の

支援により最長区間の運賃の上限が300円となっています。 

村営バスは①：定時運行の路線バス、②：定時運行又は一部地区要予約運行のセミデマン

ドバス、③：イベント開催時などに運行する臨時便の３形態で、①と②の運行路線はそれぞ

れ下図に示すとおりとなっています。 

資料：青木村営バス「ふるさと号」利用ガイド

村営バスの運行路線 

①：定時運行の路線バスの運行路線 

②：セミデマンドバスの運行路線 
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（５）地域資源 

青木村には国宝が１件、県宝が３件あるほか、「義民の里」としてこれにまつわる複数の史

跡や各地に受け継がれている伝統芸能など数々の有形･無形の文化財や記念物があります。 

田沢温泉･沓掛温泉は、小規模ながらも歴史ある温泉地で、環境省指定の「国民保養温泉地」

として湯治場の風情を醸し出しています。ふるさと公園あおきをはじめ、村内各地から望む

夫神岳･子檀嶺岳･十観山は、「青木三山」として村のランドマークとなっており、各山頂に通

じるトレッキングコースが整備されています。山麓･山間部には、キャンプや釣り、パラグラ

イダーなど自然を満喫できるレクリエーション施設もあります。 

これらはすべて村づくりに結び付けられる「地域資源」として捉えることができます。 

※上図で記号付きで名称を入れてある地域資源は、各概要を次ページに記載してあります。 

様々な地域資源の分布 

奈良本の

獅子神楽 ささら

踊り 

細谷区の

三頭獅子

中村区の

大神楽

村松西地

区の神楽

無形民俗文化財

青木村

義民太鼓

壁塗り

踊り 
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A．田沢温泉  

十観山の山間にある飛鳥時代後半の開湯といわれる田沢温泉は、昔から子宝の湯として、また乳の出がよくなる温

泉としても知られている。この温泉地にある「ますや旅館」は国の登録有形文化財に指定されている。

B．沓掛温泉 

沓掛温泉は青木村役場から鹿教湯温泉に抜ける山間の途中にある温泉地で、平安時代、国司の滋野親王が目を患い

入浴したところ完治したので薬師堂を建立し温泉守護神を崇して開湯されたといわれている。 

C．大法寺（国宝） 

国宝に指定されている三重塔は、東山道を旅する人々が塔の姿があまりにも美しく、思わずふり返るほどであると

いう意から、「見返りの塔」といわれている。塔と周囲の風光の美しい調和をさまざまな角度から眺めることができる。

D．日吉神社（県宝） 

殿戸地区の神門に鎮座し、古くは山王大権現宮とよばれ、大山咋命を祀っている。県宝に指定されている社殿は扉

口が中央柱間に１つだけという珍しい型式で、屋根はこけら葺、軒は前後とも一軒の繁垂木で造られている。 

G．青木村郷土美術館 

大法寺の境内にあり、郷土にゆかりのある画家達の作品を中心に、収蔵品の常設展示室と、折々に企画される企画

展示室に分かれて展示されている。 

H．信州昆虫博物館 

長野県産のほぼ全種の蝶類をはじめ、甲虫類（クワガタ・カミキリムシなど）等数多い標本を展示し、その生態、

個体変異、地域変異も見ることができる。外国種も多数寄贈されている。 

J．五島慶太記念公園 

園内では様々な樹木や花で四季折々美しい姿をみることができ、頌徳碑は五島慶太翁が幼少期過ごした青木村の村

や山々を眺めており、殿戸峠の入口には五島慶太翁の生家が現存している。 

K．横手キャンプ場 

青木村の十観山の中腹に位置しており、森に囲まれたキャンプ場で東側からは上田平、佐久平、浅間山が望める絶

好のロケーションを楽しめる。 

L．リフレッシュパークあおき 

青木村の豊かな自然を生かして、渓流釣り、釣り堀、フィールドアスレチック、マレットゴルフ、パターゴルフ、

滑り台などの数々の施設があり、家族や仲間と一日中楽しむことができる。 

M．パラグライダーパーク青木 

体験コース、ライセンス取得コース、シニアコースと幅広い年齢層の方がパラグライダーを体験することができる。

O．ワイナリー 

子檀嶺岳の山懐にたたずむワイナリーで、選果の徹底、自然発酵、無濾過、無清澄を柱に、可能な限り人の介入と

添加物を減らし、その土地が本来持っている魅力を映し出すようなワインづくりを目標に掲げ、運営されている。 

N．くつろぎの湯 

田沢温泉にある日帰り温泉施設。寝湯、マッサージ浴、歩行浴、うたせ湯、気泡湯なども楽しむことができる。 

P．青木三山（P1．夫神岳、P2．子檀嶺岳、P3．十観山） 

南、北、西の三方にそびえる夫神岳（1,250m）、子檀嶺岳（1,223m,信州百名山の一つ）、十観山（1,284m）は「青木

三山」と呼ばれ、青木村のシンボルとなっている。各山を巡るトレッキングコースも多数設定されている。

Q．修那羅山の石仏群 

 1855 年にこの地方が旱魃に襲われた際に、雨乞いの修法を行い、雨を降らせた修那羅大天武へのお礼として手づく

りの石仏や石神を奉納した。その信仰と感謝の気持ちが積もり積もって 900 余体となり祀られている。 

F．道の駅あおき 

国道 143 号沿いにあって、村民や来訪者の買い物や休憩のスポットとなっている。農産物直売所では村内の旬の特

産品が数多く並べられ、ふるさと体験館ではそば打ちやおやき作り体験をすることができる。 

I．ふるさと公園あおき 

道の駅あおきの対面にある防災機能を有した多目的公園で平成 27 年 11 月に開園した。ヘリポート、かまどベンチ、

防火貯水槽、大芝生広場、複合遊具、ドッグラン等が整備され、村内外の住民の交流、憩いの場となっている。 

E．村松の宝篋印塔（県宝） 

宝篋印塔は中世に我が国で五輪塔と並んで流行した石造塔で、正面に 49 文字の碑文が刻まれた村松の宝篋印塔の東

塔は全国的に稀で、「碑文が刻まれた石造宝篋印塔としては県内有数の古さで貴重」として注目されている。

R．沓掛の野生里芋（県天然記念物） 

温泉尻で冬季でも水温の高い好条件に恵まれた沓掛は、我が国では数少ない野生サトイモの自生地となっている。
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２ 後期基本計画    

（１）計画期間 

本計画は、平成 29 年度から平成 33 年度まで（2017～2021）の５か年を計画期間と

します。 

（２）基本構想 

 平成 24 年度に策定した『第５次青木村長期振興計画』から継承する「基本構想」に示さ

れたメインテーマと将来像を再掲します。 

             《メインテーマ》              

「好きだよ！青木村 いで湯と歴史･文化がかおる心の 郷
ふるさと

～次代に残そう自然豊かな住みよい村を～」 

              《将 来 像》               

・恵まれた環境とぬくもりのあるつながりの中で人と文化が育つ村 

・地域の特性を生かした魅力ある産業をはぐくむ村 

・安全、安心した生活を過ごせ豊かさが実感できる村 

・地域支え合いの心であふれた健やかで安らぎのある村 

・人と自然が共生できるうるおいのある快適な村 

・村民と行政が協働し、安定した自立の道を歩む村 

第第１１章章 基基本本事事項項

（３）人口の目標 

計画期間の末年度である平成33年度における人口の目標は、『青木村総合戦略』における

人口の将来展望を踏まえて、概ね4,200人とします。 

（１）全体の方向性 

本計画では、「基本構想」を継承した上で、青木村をもっと元気で豊かな村にするために、

村づくりの原点となる「人」と「地域資源」をかけ合わせ、上手に活かして、「つなぐ」、「つ

くる」、「育てる」の視点から基軸となる４つの事業展開を重点推進プロジェクトとして位置

付け、それらを骨格に、行政と村民が一体となって、個々の施策や各種取り組みを展開して

いくことにより、日本一住みたい村＝住んでいてよかったと思える村を実現していきます。 

第第２２章章 施施策策展展開開とと取取りり組組みみ内内容容
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日日
本本
一一
住住
��
��
��
村村
		

義義民民のの精精神神でで

村村民民ののパパワワーーをを結結集集しし

地地域域資資源源をを上上手手にに活活かかししてて

人人 ×× 地地域域資資源源

４４つつのの重重点点推推進進

ププロロジジェェククトトをを骨骨格格ににししたた

個個々々のの施施策策、、各各種種取取りり組組みみのの展展開開

つなぐ

つくる

育てる

元元
気気
��
豊豊
��
��
村村
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（２）重点推進プロジェクト 

道道のの駅駅ああおおきき高高機機能能拠拠点点化化ププロロジジェェククトト

平成29年に拡張整備を完了する道の駅あおきを核（求心力）にして、「雇用の創

出」、「ひとの流れの拡大」、「人口減少の克服」、「地区住民の参画」を図ります。 

 ○雇用の創出

休憩や道路案内所としての情報発信機能のほか、ＪＡや農業者をはじめ多様な主

体が連携して生産･流通･販売等の体制を整え、季節に応じて質･量ともにより一層満

足される買い物･食事サービスの提供、農産物の加工･体験施設としての機能の強化･

拡充を図り、来訪者のみならず、村民の生活利便性の向上につなげるとともに、６

次産業化の拠点施設として地域に新たな雇用を生み出していきます。 

 ○ひとの流れの拡大

来訪者に対しては、村の歴史･文化、道案内、見どころ、特産物、暮らしぶりなど

各種情報やふるさとの魅力を伝えるガイドとして、村民一人ひとりがおもてなし･

コミュニケーションの役割を担い、村民の活躍の舞台にするとともに、心地良さと

安堵感を提供して、「また来たい！」と思ってもらえる好循環をつくり、ひとの流れ

の拡大を図ります。 

○人口減少の克服

ひとの流れの拡大で交流人口を増やすことによって、人口減に伴う負の影響をカ

バーするとともに、村外からの繰り返しの来訪（リピーター）の一部を移住の流れ

にもつなげ、本村の人口減少の克服を図ります。 

○地区村民の参画

新たな道の駅には、村民が集まる様々な「場」を生み出すことによって、世代を

超えた地域コミュニケーションの円滑化･活発化、さらには知恵の結集を図り、かつ

て築かれていた村民の「相互扶助」を取り戻し、村民の「連帯感」を醸成するとと

もに、地域に活力を生み出す源泉にしていきます。 

また道路を挟んで隣接するふるさと公園あおきと一体となって、地域のレクリエ

ーションや憩いの場としての機能、防災拠点としての機能等も加えて高機能拠点化

することにより、村民の参画を促し、青木村創生のエンジンにしていきます。 

道道のの駅駅ああおおきき高高機機能能拠拠点点化化ププロロジジェェククトト

重点推進 

プロジェクト 

その１
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資料：青木村総合戦略（上図）,庁内資料（下図）

「道の駅あおき高機能化に関する基本構想」に基づく事業展開イメージ 

「ポリフェノール」 

「体験学習の村」等による

青木村ブランドの確立 

国道 143 号 

青木峠新トンネル整備 
来訪者 

ひとの流れを拡大する 

・また来たい 

（リピーターの

増加） ・心地良さの提供 

・安堵感の提供 

・イメージアップ 

・12 区村民によるガイド 

 青木村の歴史・文化・道案内・

特産物・体験学習等の提供 

村民扶助 

・住みたい、 

移住したい 

人
口
減
少
を
克
服
す
る

雇
用
を
創
出
す
る

日常生活や祭り、 

イベントを話し 

合う 場
働く 

村民の思いや提案

が実現する 
場

場

ワークショップの

場

気安く出かけら

れる 
場

会話し、寛ぎ情報交

換する 
場

道の駅 

あおきの

「場」

村の連帯感 

12 地区村民の参画 12
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道道のの駅駅ああおおきき高高機機能能拠拠点点化化ププロロジジェェククトト

国道143号の青木峠新トンネルの整備を促進し、信州東（上田市）西（松本市及

び安曇野地域）軸の生活圏･経済圏の拡大を図ります。 

青青木木村村役役場場 ⇔⇔ 松松本本市市役役所所（（時時間間短短縮縮：：22１１分分、、距距離離短短縮縮：：88kkmm））

○雇用の創出と道の駅あおきのさらなる機能強化

青木峠新トンネルが整備されると、国道143号が実質的にも上田･松本間を結ぶ

メインルートの一つとなり、車の交通の流れに飛躍的な変化が生じます。これによ

り、村内の国道143号沿道の産業立地のポテンシャルが高まるため、優良な農地

や住環境との調和を図りながら、ニーズを捉えた積極的な企業誘致と適切な誘導を

図ることによって、村内に新たな雇用を生み出します。 

また国道143号に面する道の駅あおきには、地域外から人や物を呼び込むゲー

トウエイ機能と地域内に活力を生み出す地域センター機能が付加され、道の駅のさ

らなる機能強化も期待されます。 

○松本都市圏の通勤･通学圏化と移住･定住の促進

青木峠新トンネルの整備によって、本村と県内第２の規模を誇る松本都市圏との

時間･距離は大幅に短縮化（青木村役場⇔松本市役所：現行：62分･39km→整備

後：41分･31km）されます。これを利用した定時停路線の特急バスの運行等によ

り、松本都市圏は通勤･通学圏となって互いに身近な場所として認知されるようにな

るため、経済的交流を深めるとともに、松本都市圏の就業･就学者の居住地として本

村が選択肢に入ることになるため、移住･定住を促していきます。 

○広域的かつ幅広い連携による観光振興

観光の視点からみると、青木峠新トンネル整備後の国道143号は、年間の観光

地延利用者数で計約550万人の上田市と計約1,100万人の松本市･安曇野市を結

ぶ主要動線の一つになります。より広域的に捉えれば、北関東から飛騨･高山、さら

にその先まで通じる国土の東西基幹軸となることから、本村が単なる通過地点とな

らないよう、道の駅のみならず、本村の自然環境や農村風景の魅力を最大限に活か

し、良好な沿道景観の育成と本線から派生する村内各地の観光資源の魅力化を進め

るとともに、広域的かつ幅広い連携による観光振興を図ります。 

○村民の安全･安心の向上                           

青木峠新トンネルの整備により狭隘な区間が解消されると、国道143号は防災･

医療の面でも重要な役割を果たす道路となります。震災時などの輸送道路として、

高度救急救命センターなど拠点施設へのアクセス路として、村民の安全･安心の向上

に活かしていきます。 

国国道道 114433 号号青青木木峠峠新新トトンンネネルル整整備備ププロロジジェェククトト

重点推進 

プロジェクト 

その2 
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青木村から45分以内 

に到達できる圏域の拡大 

国道143号青木峠新ト

ンネルが整備されると、松

本市･安曇野市の居住地の

大半が車で45分以内に

到達圏域になります。 

資料：青木村･国道 143 号青木峠新トンネル建設促進村民会議（上図）,青木村総合戦略（下図）

「国道 143 号 青木峠新トンネルの整備」に基づく事業展開イメージ及び整備効果 



30

道道のの駅駅ああおおきき高高機機能能拠拠点点化化ププロロジジェェククトト

村づくりの原点は人づくりです。小中学校の全学年で2クラス化を目指すことを旗

印に、結婚から出産、子育て、教育、就職に至るまでトータルな支援を展開しながら、

特に「子どもを育てる場」としての魅力を高め、移住･定住につなげていきます。 

○学校教育の魅力向上

小･中学校において１学年につき２クラス設けることにより、児童･生徒一人ひと

りに目の行き届く教育体制を整えるとともに、青木村の豊かな自然環境、歴史的資 

源や伝統文化、それらを反映した産業･活動

など地域の特色を活かしたカリキュラムの

普及･導入を促し、学校教育における本村な

らでの魅力向上を図っていきます。 

そのために、保育園や各教育機関、地域

と連携して、本村の魅力を見て･感じて･触

れて･学べるような各種プログラムやツー

ルの開発、環境整備を進め、教育の場での

活用を図ることにより、幼少期から人間形

成の各段階で、子どもたちの郷土愛を育ん

でいきます。 

また『あおきっ子教育ポイント5か条』

に基づき、生活や学習の基本の定着を図り、

家庭、学校、地域が連携して、元気で心豊

かな子どもを育んでいきます。 

○Ｕターン･Ｊターン･Ｉターンしたくなる村づくり                

青木村に生まれ育った子どもたちも、進学や就職を機に村外に出ていくこともあ

ります。全国あるいは世界へと羽ばたく子どもたちのチャレンジは積極的に応援し

ながら、結婚や子育てなど人生の様々なタイミングで本村に戻ってきてもらえるよ

う、さらにはＪターンやＩターンで村外出身者にも本村を好んで住んでもらえるよ

う、若者や子育て世代がより住みやすくなる村づくりを図ります。 

公民館や育成会、消防団や赤十字奉仕団など既存の地域コミュニティ活動を大切

にしながら、若者たちが集い、新たなことにチャレンジできる環境や体制づくり、

村内で起業や就農を望む人々を積極的に支援するしくみづくりを進めていきます。 

また医療体制の充実はもとより、農業を基幹産業とする本村においては、特に食

に着目して、有機栽培や減農薬の農産物の普及を図り、豊かな自然環境に囲まれた

住環境とセットで食べ物の安全･安心を魅力にし、移住･定住を喚起していきます。 

ああおおききっっ子子 小小･･中中学学校校全全学学年年２２ククララスス化化ププロロジジェェククトト

重点推進 

プロジェクト 

その３
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道道のの駅駅ああおおきき高高機機能能拠拠点点化化ププロロジジェェククトト

健康でいることは誰もが望むことであり、健康であれば様々な社会活動の意欲が高

まり、村の活性化にもつながります。長寿県といわれる長野県の中で、現在の青木村

の健康寿命は約79歳で県の平均値と同程度の水準にあります。今後は、この「健康

寿命」を村の活性化の一つのバロメーターとして捉え、県が進めるACEプロジェク

トとも連動して、健康の維持･増進に資する各種取り組みを推進していきます。 

○健康づくりの実践活動の全村的な普及啓発

自身の健康状態を踏まえて、適度に「体を動かす」、「体によいものを食べる」、定

期的に「健康状態をチェックする」、必要に応じて「よりよい生活に改める」を健康

づくりの基本的な実践プロセスとして、全村民への普及啓発を図ります。 

・体を動かす ～Exercise～

まずは歩くことを基本にして、ふるさと公園あおきの周回園路（1周320ｍ）

や青木三山に通じる各トレッキングコース等の利用を促すとともに、誰もが安全

に歩けるウォーキングコースを生活の身近な場所に設定し、地域の多様な空間を

活かして体を動かす場の整備や機会の創出を図ります。 

また高齢者の方には、「筋力アップほきぼき教室」や「脳と体のストレッチ教室」、

「脳力アップ教室」、「元気アップスマイル教室」、「歯つらつ教室」など、地区集

会所等に一堂に会し指導員のもとにみんなで行う健康づくりの活動への参加を促

し、足腰の健康、認知症の予防、歯の健康づくりを推進します。 

・体によいものを食べる ～Eat～

地元産の安全･安心で新鮮な農産物を活かして、青木村版の健康メニューを開発

し、栄養バランスのよい食生活を促すとともに、体の調子を整える漢方薬や健康

補助食品の研究･開発などにも取り組み、特産品化を目指します。 

・健康状態をチェックする ～Check～

全村民に定期的な健康診断の受診を促すとともに、あおきっこ広場や児童セン

ターなどと連携して、子どもたちの健康状態をチェックする体制づくりや、地域

コミュニティの中で互いの健康状態をチェックし合える環境づくりを進めます。 

また体の健康だけではなく、見た目にはわかりにくい心の健康状態にも着目し、

一人ひとりに寄り添ったメンタルヘルスケア体制の充実を図ります。 

・よりよい生活に改める ～Improve～

  医師や保健師、栄養士等の指導のもとに、運動不足や食生活の乱れや偏りなど

日常生活における健康管理上の問題への早期対処を促すとともに、国民保養温泉

地として温泉資源の効果的な活用を勧めていきます。 

○高齢者の「生きがい」づくり

高齢者の健康長寿には心身の健康とともに、誰かのために役に立つことをしたり、

新しいことを学んだり、人と交流したりすることによって生まれる「生きがい」も

必要です。そのため、「地域支え合い事業」の全村的な展開や生涯学習の場づくり、

「いきいきサロン」などの交流機会の創出に力を入れていきます。

健健康康寿寿命命延延伸伸ププロロジジェェククトト

重点推進 

プロジェクト 

その４
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（３）分野別の方針と内容の整理 

４つの重点推進プロジェクトを骨格としながら、村づくりに必要な要素を以下６つの分野

にまとめ、分野ごとに方針を定めた上で、それぞれ小項目で分類･整理して今後の施策や取り

組み内容を示します。 

分分野野３３ 教教育育・・文文化化
心豊かな人と文化を育む村づくり

分分野野６６ 自自治治・・協協働働・・交交流流
村民との協働で自立し、交流の盛んな村づくり

分分野野１１ 子子育育てて・・健健康康・・福福祉祉
赤ちゃんからお年寄りまで健康で元気に活躍できる村づくり

分分野野２２ 農農業業、、工工業業、、商商業業・・雇雇用用・・観観光光
産業を育み、雇用を生み出し、活力に満ちた村づくり

分分野野５５ 環環境境保保全全・・生生活活基基盤盤
みどり美しく快適な生活空間を持った村づくり

分分野野４４ 安安全全・・安安心心・・快快適適
安全･安心で暮らせる村づくり
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・誰もが安心して子どもを産み、ゆとりを持って健やかに育てられる環境づくりを進

めます。 

・乳児訪問･相談･乳幼児健診を通じて、母子に関する相談体制の充実を図ります。 

・上田市小児科初期救急センターや病児保育センター等と連携して、医療･保育支援体

制の強化と利用促進に努めます。 

・保育所･小学校･中学校･教育委員会･上小圏障害者総合支援センター等関係機関との

連携を密にし、健やかな子どもの育成のための支援体制の充実を図ります。 

・不妊症治療費補助金制度や乳幼児･児童の福祉医療制度等の充実を図るとともに、障

がい児医療費の無料化など支援範囲のさらなる拡充も検討します。 

・保育料の軽減や利用者の多様なニーズに対応した保育サービスの提供に努めます。 

・児童センター、公園等、児童が伸び伸びと遊べる環境の整備を促進するとともに、

子育て支援の拠点として、児童センターのさらなる有効活用を図ります。 

・PTA 活動、子ども会活動等、家庭･学校･地域･関係機関の理解と協力関係を深め、

児童の健全な育成を図ります。 

・「子育てハンドブック」の作成など子育てに関する情報提供を充実させます。

・子育て支援の取り組みを評価する場をつくり、よりよい子育て環境をつくります。 

・結婚相談所の開所など結婚･婚活の支援サービスの充実を図ります。 

・恋渡神社など地域資源を活用した出会いの場やきっかけづくりを検討します。 

・第一次医療機関である村内の診療所と歯科医院の存続を図ります。 

・信州上田医療センターを核とした上小圏域における医療機関の連携強化と機能分担

の確立に努めます。 

・医師会、歯科医師会及び薬剤師会等と連携して、救急医療体制の充実を促進します。 

・緊急時及び土日祝日に安心して受診できるよう、上田市内科･小児科救急センター、

休日歯科救急センターの運営状況を住民に周知します。 

・テレコミュニケーションによる遠隔医療や訪問看護等を組み合わせ、医療･看護体制

の充実を図ります。 

② 地域医療体制   

分野１ 
子育て 

健康 

福祉 

【要 点】 

青木村は「日本一住みたい村」として、より多くの若い世代の人々の住

んでもらえるよう、結婚･子育て支援に力を入れるとともに、地域医療体制

を強化していざというときの安心を確保しながら、日々の健康管理や維持･

増進活動の普及を図り、健康寿命を引き上げ村の活力を向上させます。 

また地域支え合いのしくみを全村に広げ、支え･支えられる互恵関係を築

く中で、社会福祉や介護支援の充実を図ります。 

① 少子化対策 

黒字：前期計画からの継続（表記は一部修正） 

赤字：庁内各担当課からの補足･見直し（表記は一部修正） 

青字：『地域再生計画』等に位置付けのある事業（表記は一部修正）

緑字：第２回審議会までの経過等を踏まえた追加･修正 

橙字：第２回審議会以降の経過等を踏まえた追加･修正 

※各施策の数値目標の設定は施策内容を踏まえて、今後検討予定。 
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・生活習慣病や認知症のほか、各種疾病の発症や進行の予防につながる取り組みに力

を入れるとともに、村民一人ひとりの健康の維持･増進活動の普及に努めます。 

・人間ドッグ、がん検診等の健（検）診体制の充実を図るとともに、健診後のフォロ

ー体制の充実を図ります。

・医療機関と連携して、健康教育や相談体制の充実を図り、食生活や運動習慣等の改

善を促すとともに、疾病を早期発見し早期治療に結びつけます。 

・生活習慣病予防に対する意識を高めるため、特定健診、特定保健指導の受診率の向

上に努めます。 

・保健補導員会、食生活改善推進協議会、ボランティア等の地区組織を活用した地域

保健活動を推進します。 

・地区組織活動、広報活動を通じて、結核に対する正しい知識の普及、結核検診の受

診率の向上を図り、早期発見、早期治療に努めます。 

・関係機関と連携して、新型インフルエンザなど感染症の情報収集を的確に行い、正

しい知識の普及に努めるとともに、予防接種の受診を促すなど、必要な予防対策を

行います。

・乳幼児、児童、生徒のむし歯ゼロを目指し、歯科保健に対する意識を高めるため、

乳幼児健診での歯科衛生士の指導を充実させ、早期からの予防の重要性と知識の普

及に努めます。 

・中高年に対しては、歯周病健診を充実させ、受診率の向上により問題の早期発見に

努めるとともに、予防介護の視点からも歯科保健の充実を図ります。 

・心の健康づくりに関する知識の普及に努め、実践を促し、地域社会におけるサポー

ト体制を強化します。 

・健康の維持･増進や認知症予防につながるほきぼき教室など高齢者向けの各種教室の

さらなる充実を図り、より多くの人々に参加を促すとともに、ウォーキングなどの

日常的な運動習慣の普及を図ります。 

・保健センターを健康づくりの拠点として有効活用します。 

③ 健康管理   
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・高齢者ができる限り要介護状態にならず、健康でいきいきと生活できるよう、介護

予防事業を充実させます。 

・健診後のフォロー体制や相談体制を充実させ、高齢者の健康づくりを推進します。 

・保健師を地域に派遣し、高齢者の健康サポートの充実を図ります。 

・医療、保健、福祉等の関連機関と連携し、各種サービスを総合的に提供できるよう

体制整備を推進します。 

・情報電話による通信サービスに加え、一人暮らし高齢者及び高齢者夫婦世帯を対象

に、急病や災害等の緊急時に迅速に対応できるよう、緊急通報システムを整備し、

安心して生活できる体制づくりに努めます。 

・高齢者の知識や経験を活かし、それぞれが役割や生きがいをもって積極的な生活が

できるよう、高齢者の社会参加の推進を図ります。 

・働く意欲のある高齢者の就労の機会や、趣味･ボランティア活動の場の確保を推進し

ます。 

・高齢者の就労の場の確保と豊かな経験を持つ人材の活用のため、シルバー人材セン

ターの運営支援を強化します。 

・高齢者福祉センターなど高齢者福祉施設、高齢者福祉体制の充実を図ります。 

・地域包括支援センターの機能を充実させ、高齢者及びその家族に対して医療、福祉、

保健、権利擁護、高齢者虐待等に対する総合的相談、支援体制の窓口としての機能

を強化します。 

・在宅福祉サービスや特別養護老人ホームの増床など需要を踏まえた受け入れて体制

の強化を図ります。 

・地域包括ケアの考え方に基づき、総合的な福祉サービスを提供するとともに、必要

な方が適切な介護保険サービスが受けられるように、在宅介護サービス、施設入所

サービスの充実を図ります。 

・一人暮らしの高齢者が住み慣れた地域で生活できるよう、独居世帯の資源ごみ出し、

お茶飲み会などコミュニケーションの場の確保、災害対応などで支え合い、助け合

える地域社会の実現を図るために、「地域住民支え合い」を総合的な支援のしくみと

して発展･拡充し、村内全地区に普及させていきます。 

④ 高齢者対策 
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・地域福祉を推進するため、総合的な地域福祉活動の計画を策定します。 

・社会福祉におけるボランティア団体や地区組織の役割を重視し、善意による活動や

地域に密着した住民参加型の取り組みを推進します。 

・福祉関係団体や住民組織との連絡調整をはじめ、指導･援助を積極的に進めます。 

・乳幼児健診等による障がいの早期発見、早期治療に努めます。 

・教育委員会･保健師･療養支援コーディネーター･養護学校の教育相談担当等が、巡回

チームを編成し、発達障がい児への支援体制の充実を図ります。 

・障がい者の機能回復訓練施設･授産施設･援護施設等、各種関連機関と連携をとって、

障がい者福祉を推進します。 

・障がい者が自宅で容易に日常生活ができるよう、住宅や環境の整備を推進します。 

・保健師･看護師･ヘルパー等の訪問による健康相談や日常生活援助の充実を図るとと

もに、補装具･日常生活用具も給付制度の活用に努めます。 

・医療･保健･福祉関係機関との連携を密にして、地域移行支援に積極的に取り組み、

総合的なサービスの提供に努めます。 

・社会的な自立のため、関係機関と密接な連携を取りながら、相談体制の充実に努め

ます。 

・障がい者の就労の場の確保や、交流会･レクリエーション･芸術祭等の社会活動の機

会の創出を図ることによって、生きがいづくりを進めます。 

・保健予防や精神保健の各事業を実施し、中高年での障がいの発生を予防します。 

・各種制度の利用促進と生活相談等の実施による充実した多面的支援を推進し、児童

のいじめや虐待の防止に努めます。 

・「地域生活支援事業」を充実させ、社会参加の促進、低所得者対策に努めます。 

・心配事の相談や貸付事業等、社会福祉協議会による社会福祉活動を推進します。 

・認知症サポーターや市民後見人などの福祉ボランティア活動の普及につながるよう

な講座を開催します。

⑤ 社会福祉 
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・国民年金保険料の収納業務に対し、積極的な連携･協力をし、無年金者をなくし、住

民の年金権の確保を図ります。 

・住民一人ひとりが自分の将来の年金に関心を持ち、制度が正しく理解できるよう、

活発な広報活動を推進します。 

・国民年金（免除申請、障害年金、遺族年金等）について相談窓口の充実を図ります。 

⑥ 国民年金 

・保健事業活動を推進し、被保険者の健康増進と疾病予防の充実を図ります。 

・疾病の早期発見･早期治療を行うため、健康診査事業のさらなる充実を図ります。 

・医療費の節減を図るため、正しい受診の仕方等についても啓発活動に努めるととも

に、レセプト点検事務の強化及び長期入院者指導等を進めます。 

・国民健康保険税収納率の向上に努めます。 

・国民健康保険会計の安定化（平成29年度まで）に努めます。 

・公費及び保険料で賄われる介護保険財源を効率的に運営します。 

⑦ 国民健康保険･介護保険   
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・農業生産における高齢者の経験と能力を活かすとともに、女性がいきいきと働ける

農業環境を整備し、農業経営や地域活動に参画できる村づくりを進めます。 

・地域営農システムを有効に機能させ、兼業農家や高齢農家がその規模や能力に応じ

て、地域農業の一翼を担う仕組みの構築を目指します。 

・兼業農家の生産意欲を向上させ、技術力を高める研修を推進します。 

・I ターン、Uターンによる新規就農者、認定農業者等、意欲的に農業経営に取り組も

うとする農業の経営基盤の整備や経営体質の強化を支援するとともに、経営の法人

化を推進し、地域農業を担う経営体を育成します。 

・農業者やＪＡ等と連携してアグリサポーター制度などを導入し、定年帰農や若者や

Ｉターンの移住者による援農等、多様な担い手の確保に努め、高齢農家を支援する

しくみづくりを進めます。 

・農業後継者の確保のため、農村公園や自然に配慮した農業施設等の整備を進め、農

村の生活環境の向上に努めます。 

・空き家と農地をセットにした流動化促進による遊休農地の解消･活用を進めます。

・遊休荒廃地の再生利用を進め、担い手農業者への集積利用を図ります。 

・市民農園等の基盤整備を進め、農用地の有効活用を図ります。 

・ブロックローテーションによる水田転作を推進するとともに、立地条件に適した転

作作物への誘導と転作の団地化等による効率的な水田農業を進めます。

・整備されたかんがい排水施設や農道を適正に維持管理し、補修･更新を進めます。

・安心して農業生産に取り組める環境づくりのため、鳥獣被害対策を推進します。 

・万一の被害に備え、農業共済組合への加入を促進します。 

・農産物の価格安定施策を活用します。 

・消費者ニーズの多様化に対応した品目を供給するため、女性や高齢者を中心とした

少量多品目栽培を進めます。 

・低農薬栽培や有機農業、自然農法を推奨し、直売所等を中心にして、品質･安全･安

心に配慮した地場流通による新しい産地づくりを進めます。

・首都圏･中京圏･近畿圏の三大市場に近い有利性を活かし、生鮮農作物を中心とした、

高品質で高付加価値の農作物の生産と販路の拡大を図ります。 

分野２ 
農業 工業 

商業 雇用 

観光 

① 農業 

【要 点】 

青木村の基幹産業である農業を重視し、タチアカネやワイン用ぶどう等

で特色を生み出し、質の高い農作物生産にこだわり、６次産業化を進めて、

稼げる農業に転換を図りながら、次世代の担い手を育成していきます。 

また就農や起業支援を強化し、ニーズを的確に捉えた企業誘致を図り、

新たな雇用を創出します。これらの産業と絡め、地域資源を最大限に活か

して、広域かつ多様な連携のもとに観光振興を図ります。 
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・青木村森林整備計画に沿って森林振興施策を推進します。 

・経営指導を充実して後継者及び指導者の意識の啓発を図り、併せて保安林制度など

施業の共同化･合理化を進めて、林業経営の体質強化に努めます。 

・林業基盤の整備を進めるための補助事業、除間伐等の山林保育を行うための補助事

業を積極的に導入します。 

・樹種転換や適地適木により、将来的に利用価値の高い樹種への再造林を進めます。 

・複層林事業、育成天然林施業等の多様な施業方法の体系化を推進するとともに、特

徴的な広葉樹を育成し、伐期の長期化、多様化による林令構成の平準化を図ります。 

・広域合併した森林組合と協力し、上小地域の一員として、また千曲川流域の一員と

して、下流域のことも視野に入れ、林業振興に協力します。 

・森林の持つ多面的機能を総合的に発揮させるため、生活基盤の整備を図るとともに、

保健休養地などとして利用と調和に努めながら、有効利用を図ります。 

・松くい虫の防除を長期的な視野で徹底し、松林資源の確保に努めます。 

・マツタケやタラの芽をはじめとする山菜や、コンパラ（ナツハゼ）など、特用林産

物の産地化に努め、林業経営の多角化、安定化を図ります。 

・集落周辺の里山整備等や緩衝帯の設置などを通じて、野生鳥獣による農林業被害の

発生の防止に努めるとともに野生鳥獣との共生を図ります。 

・村営住宅や散策路等、公共施設の整備にあたっては積極的に県産材、とりわけ村の

木材の利用促進に努めます。 

・森林景観や防災の面からも搬出間伐を促し、間伐材利用の促進に努めます。 

・青木村の農産物のイメージ向上を図り、直売所での販売促進やインターネット決済

（さとふる）の導入など新たな販路の確保により、販売額の拡大を図ります。

・タチアカネの原種やワイン用ぶどうの生産者の確保と適地適作による生産地の拡大

と生産者の確保を図り、地域ブランドとしての産地化を推進します。 

・杜仲葉やエゴマ等、特色ある農産物の栽培を推奨し、農産物カルテなどを作成して

生産者のやる気を高め、生産体制を強化します。 

・農産物加工施設などを利用した新たな特産品の開発や、スーパーマーケット･コンビ

ニエンスストア等との連携による食品の開発、カフェやレストランを併設した農地

の観光農園化等、６次産業化による付加価値や収益性を高める取り組みを促進し、

新たな経営展開を推進し、「地域ビジネス」としての農業の確立を図ります。

② 林業   
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・商工会（経営指導員）と連携し、消費者層、ニーズを分析し、地域に根付いたサー

ビスの向上を図ります。 

・空き店舗などの利活用、歩道や駐車場の改良等、高齢者や女性にやさしい魅力ある

商店街づくりを推進し、商店街機能の回復を図ります。 

・各種制度資金等の有効活用により、商店街の安定、発展を支援します。 

・新たな雇用を創出し、子どもたちが将来就労できる雇用の場を安定的に確保してい

くために、積極的な企業誘致に努めます。 

・豊かな自然環境や森林、農地、歴史･文化などの地域資源を活用して、新たな雇用を

生み出し、地域経済を活性化させる起業や事業化を推進します。 

・村内での起業あるいは新たに事業を興そうとする個人や組織に対して、人材確保や

人材育成、雇用者の住まいの確保など総合的な支援を行います。 

・ハローワークなど関係機関とより広域的に連携を図り、雇用対策を総合的な支援を

行います。 

・仕事と子育てや介護の両立（ワーク･ライフバランス）を実現できる環境づくりに努

めます。 

・労働環境の変化に対応できる専門的な技術、技能を活かせる人材育成を支援します。 

・村内での就農や就業に関心の目を向けてもらうために、村内で活躍されている人や

企業の話を聞ける機会の創出を図ります。 

・国道 143 号青木峠新トンネルの整備などを見据え、農林業や景観との調和や既存

企業との連携を図りながら、オーダーメイド方式等による工業団地の造成や新たな

企業誘致を行います。

・工場跡地の優先的利用や、地元の農林産物を加工して特産品化する工場等の進出を

促し、土地の有効活用や農業振興につなげます。 

・雇用対策、若者定住等、村の活性化につながる工場進出への優遇策を検討します。 

・既存の工場の生産性や経営実態等の企業診断や総合的な調査分析を行い、経営の安

定と発展を図ります。 

・各種制度資金を活用して、資金需要に対して保証協会の債務保証による融資の円滑

化を図ります。 

④ 商業   

⑤ 雇用   

③ 工業   
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・自然環境や歴史･文化等の地域資源を観光に活かしていくために、都市圏など外の目

線からそれらの魅力を掘り起し、銀座 NAGANO など県外･村外のアンテナショッ

プ的なスポットや、ホームページ、SNS（ソーシャル･ネットワーキング･サービス）、

信州･青木村観光サポーターズ倶楽部会員等を通じて、観光資源としての魅力を広

く、より効果的に伝える情報発信施策を推進していきます。 

・観光のパンフレット、村のホームページ、村内の案内板に多言語表記を導入し、イ

ンバウンド（訪日外国人旅行者）への案内を充実させます。 

・村内各所でのWi-Fi の整備･充実を図り、来訪者の現地での情報収集のみならず、現

地から来訪者による村の魅力の発信につなげます。

・農林業や商工業等、異業種間での連携を密にし、協働していくことで、道の駅あお

きを核に周辺施設が一体となった誘客と情報発信を行っていきます。 

・近隣あるいはより広域的な視点で周辺又はつながりのある市町村と連携し、相互に

観光資源を有効活用して滞在型の観光を推進していきます。 

・地域の自然環境や伝統芸能、郷土料理、農業、さらにリアルな農村の暮らしぶりを

味わえるグリーン･ツーリズムの普及･定着を図るために、農家民宿などの受け入れ

施設や各種体験メニュー･プログラムの充実を図ることで、体験型観光の振興に努め

ます。 

・滞在型の新しい観光スタイルの魅力化を図るために、道の駅あおきを起点に、パラ

グライダーやトレッキング、サイクリングなど村の自然や地形を活かしたスポーツ

観光事業を創出･推進を図ります。 

・青木三山を中心に既に整備されているトレッキングコースについては、北アルプス

を一望でき信州 100 名山としても知られる子檀嶺岳など人気のコースを中心に、

トイレや駐車場、WiFi などの設備の充実を図ります。 

・サイクリングについては、道の駅を拠点に、歴史の道である東山道や浦野川沿いを

通って、国宝や県宝あるいは義民の里関連の史跡を巡れるような安全で回遊性のあ

るコースや、マウンテンバイクによる林間のサイクリングコースなど、土地所有者

との調整を図りながら、魅力あるコース整備を検討します。 

・村内に複数あるキャンプ場についても、グラッピングなど新たなニーズを捉えた施

設へのリニューアルを促すなど、創意工夫で集客増を図ります。 

・りんごなど果樹園の観光農園化や、牧場跡地･ワイン用ぶどうの栽培地等を観光に有

機的に結び付けて新たな観光資源の創出を図り、多彩な観光展開していきます。 

⑥ 観光 
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・児童福祉の性格を堅持しながら、保育所を中心に家庭、地域社会が一体となった養

護と教育を進めます。 

・生涯学習体系における幼児教育のあり方を明確にし、保育所から中学校までの一貫

教育の中で、小学校、中学校との連絡調整を図り、成長段階に応じた幼児教育の充

実を図ります。 

・早期対応、連絡調整、専門性の向上などを通じて、障害のある子どもを含むすべて

の子どもに対して、子ども一人一人の教育的ニーズにあった適切な教育的支援（イ

ンクルーシブ教育）の実施を推進します。 

・保育所の活動では、保育目標を定め、地域の豊かな自然や史跡など資源を活用した

「外遊び･遊び込み」を中心とした活動等により『心豊かでたくましい子どもの育成』

を図ります。 

・長野県の信州やまほいく認定制度なども踏まえ、村の自然環境を活かした幼児教育

の推進を図ります。 

分野３ 
教育 

文化 

スポーツ

① 幼児教育 

【要 点】 

青木村の豊かな自然環境や歴史･文化を活かし、学校･家庭･地域社会が一

体となって、子どもたちが将来、この村に生まれ育ったことを誇りに思え

る教育環境をつくり上げていきます。 

また生涯学習の視点から、世代を問わず郷土を学び、仲間とともに心と

体を鍛え、「義民の里」として先人たちの精神を受け継ぎ、志を持って何事

にもチャレンジできる人材を育んでいきます。 
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・小学校、中学校の全学年で２クラス化を実現し、一人ひとりに対する教育の質を高

めていきます。 

・生活スローガンとしてのあおきっ子教育ポイント5か条の理解を深め村の子どもは

村で育てる体制を整えていきます。 

・学習指導要綱に基づき、智･徳･体のバランスがとれた、社会性の豊かなたくましい

子どもの育成に向けて、地域の特性を活かし、保育所から中学校までの一貫教育の

中で、学校目標に沿って教育を進めます。 

・人と人がつながる力の育成に向けて、学校･家庭･地域が一体となって児童･生徒の健

全育成に取り組みます。 

・学力の向上を目指して授業改善に取り組み、自ら学ぶことのできるドリル学習の充

実や授業モデルの設定など、学校全体で取り組むためのシステムづくりを行うこと

で、継続した教育ができるようにします。 

・生徒が主体的に参加し、仲間と深く考えながら課題を解決する力を養うことを目的

としたアクティブラーニングの授業への導入を推進します。

・保小中一貫教育の中で、自然、歴史を活かしたカリキュラムや、文化財、伝統芸能

等の要素を取り入れた「ふるさと学習」の継続･拡充を図り、村に誇りが持てる児童･

生徒の育成に取り組みます。 

・インクルーシブ教育の観点から、発達障がいのある幼児児童生徒への支援のあり方

についての理解を深め、支援体制の整備を行うとともに、保･小･中では、専門性の

高い指導と合理的配慮を行うように努めます。 

・高度情報化時代、国際化時代の中で、パソコンやタブレットを取り入れ、ICT 教育

や外国人講師による学習の充実等、時代に合った教育を進めます。 

・生徒数の減少傾向を踏まえ、少人数の良さを活かした指導を追及するとともに、様々

な集団編成を試み、コミュニケーション力の育成を目指します。 

・乳幼児相談を丁寧に行い、不安のある保護者や幼児への支援を行います。 

・保育所保護者会や小学校のPTAと協力して研修会を行います。 

・保護者が抱えている課題を把握し、家庭教育講座を開設します。 

・青少年健全育成連絡協議会と連携し、家庭教育を進めます。 

② 学校教育    

③ 家庭教育    
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・中･高齢者を対象に学習機会の充実を図ります。 

・地域課題の学習や、地域活動の活性化を支援します。 

・各種団体と連携を取り、経験と知恵を生かした活動の推進を図ります。 

・国籍、人種、世代を超えての交流を推進します。 

・青少年の健全育成を生涯学習体系の中で地域全体の課題として取らえ、住民の関心、

意識の高揚を図ります。 

・地区子どもの会の充実を図り、創造性、自主性を育てます。 

・各組織の充実、強化と青木村子どもはつらつネットワークなどのボランティア団体

の協力により、活動の推進を図ります。 

・各組織のリーダーを養成します。 

・姉妹都市である長泉町の児童、生徒、オーストラリアのマリスト･サイオン･カレッ

ジ校の生徒との交流を充実させます。 

・公民館による人権講座や企業人権教育等を進め、あらゆる差別の撤廃を目指します。 

・人権教育指導者養成講座を開催し、村内各層に指導者を拡大します。 

・広報等により人権感覚の啓発を図ります。 

・住民参加の学習を進めます。 

・地域の特性を生かした公民館、分館活動の推進、充実に努めます。 

・公民館、分館主事業等の研修を実施し、地域の指導者としての資質の向上を図りま

す。 

・公民館本館と分館の連携を強化し、村の社会教育全体の発展を図ります。 

・村内各機関、団体との融合を図り、生涯学習村づくり事業を推進します。 

・誰でも利用しやすい図書館のあり方について検討を進め、一層のサービス充実に努

めます。 

・ネットワークの中にあって郷土資料の収集等、地域の特色ある図書館としての図書

の充実等を今後さらに充実させます。 

・住民の自主的、自発的な学習活動を支援するため、ボランティア等と協力して、学

習機会の提供に努めます。 

・年間の企画、スケジュール計画を組み、作品展示の充実や特別企画を含めた展示会

の開催を引き続き実施します。 

・芸術、文化に親しむための講座等により、住民意識の向上に努めます。 

・義民の里として貴重な義民顕彰資料や、青木村が生んだ反骨の俳人･栗林一石路の資

料展示により、村の歴史文化の普及に努めます。 

・貴重な歴史資料及び民俗資料の収集、整理及び保管に努めます。 

④ 社会教育･生涯学習 
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・周囲の景観も含め、文化財、記念物の保存を進めます。 

・文化財の調査･研究･発掘･保存･継承に進め、郷土に培われた歴史、文化の保護に努

めます。 

・文化財に関する関心を高めるための学習を進めます。 

・文化遺産の調査、研究をさらに進めます。 

・全国義民顕彰会と連携して、義民にまつわる各種行事の開催、義民資料の展示や学

習により、村の歴史･文化を後世に伝承していきます。 

・民俗文化財（民具）の保存、展示、活用に努めます。 

・歴史的な視点から、東山道の研究を進め、歴史の道としての活用を促進します。

・保小中一貫教育の一つの柱として、「ふるさと学習」を推進し、地域の良さを実感さ

せるための学習を進めます。 

・栗林一石路や五島慶太の資料等について、さらなる収集･整理を進め、それらの資料

からの学習による地域づくりに努めます。 

・青木村郷土美術館を中心に、優れた芸術文化の鑑賞の機会を設け、新たな文化価値

の創造及び振興を図ります。 

・青木村歴史文化資料館、民俗資料館を中心に、貴重な歴史的文化資料を収集、保存

及び公開し、継承意識を高めます。 

・昆虫資料館を有効活用して、自然環境全般の環境学習の場としての多面的な利用を

促し、郷土の動植物など自然の学術的な価値の研究･喧伝を進めます。 

・各種展示会、文化祭を開催し、底辺の拡大を図るとともに、研修内容を充実させる

など人材の育成に努めます。 

・各種サークル活動を積極的に援助し、育成を図ります。 

・趣味、教養講座を開催し、底辺の拡大を図るとともに、研修内容を充実させるなど

人材の育成に努めます。 

・村内に伝わる無形文化財の伝承や義民太鼓への参加については、保育所･小学校･中

学校で発表の機会を設けるなどして発展、継承に努めます。 

・青木村ギネスブック、村歌づくりなど地域文化醸成につながる活動への支援を検討

します。 

⑤ 地域文化 
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・村の体育事業や社会体育団体の活動を充実させ、異年齢集団との交流や仲間づくり

を進めます。 

・体育指導員を中心とした体育事業のより一層の充実を図り、社会体育の発展を目指

します。 

・利用者が安全に施設を利用できるように施設の実情を把握し、施設改修を進めます。 

・体育施設を有効利用できるように使用者間の調整を行い、より効率的かつ公平な施

設利用体制を目指します。 

・広報等で新規の若年層の活動参加を呼び掛け、社会体育の活性化を目指します。 

・中学校の部活動と社会体育団体間の調整の場を設け、連携を深めます。 

・年齢や障がいの有無を問わず、多様な方が利用できるよう、ユニバーサルデザイン

化を図るなど、レクリエーション施設の充実化や指導者の育成を図ります。 

・自然とのふれあいや、パラグライダーなどのレクリエーション活動や文化･教育の場

としての森林や関係施設の計画的な整備を図ります。 

・冬期や雨天でも運動ができるよう、スポーツ･レクリエーション施設の整備･充実を

図ります。 

⑥ スポーツ・レクリエーション    
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・千曲バス･青木線の運行については運賃低減策の継続に努め、通勤通学のさらなる利

便性の向上を図ります。 

・村営バスの拡充を図り、利便性のさらなる向上に努めます。 

・村営バスの適切な運行時間を検討し、利用者がより利用しやすいダイヤを確保する

など交通環境の改善に努めます。 

・関係機関や市町村と連携して、バス運行のための道路･橋梁等の必要な整備と適切な

維持管理を進めていきます。 

・飲酒運転の根絶、シートベルト･チャイルドシートの着用の徹底など運転者の交通ル

ールやマナー、歩行者等の交通安全意識の高揚を図り、交通安全指導や広報活動の

充実･強化を図ります。 

・幼児･高齢者･障がい者等交通弱者に対する交通安全教室、指導を推進します。 

・歩道･カーブミラー･交通標識等、交通安全施設の整備を進め、停止線等適切な表示

を充実します。 

・交差点や見通しの悪い道路等の改良整備をさらに進めます。 

・万一に備え、東北信市町村交通災害共済事務組合への加入を促進します。 

・道の駅あおきとふるさと公園あおきの間の国道の横断など、村内で安全確保のため

に必要な箇所への信号又は横断歩道の設置を関係機関に働きかけていきます。 

② 交通安全   

分野４ 
安全 

安心 

快適 

① 公共交通   

【要 点】

鉄道がない青木村にとってバス交通は公共交通の要です。高齢社会を見

据え、創意工夫と必要な支援でバス交通の利便性の向上を図るとともに、

交通安全の確保に努め、10年以上交通死亡事故ゼロの継続を図ります。 

またハード･ソフトの両面から災害への備えを充実化し、防災･減災に努

めるとともに、危機管理体制の強化、防災意識の向上を図ります。防犯に

ついても、設備対策のみならず、相互の情報共有や見守り意識の浸透を図

り、子どもの被害や近年多様化･複雑化している詐欺被害を防止します。
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・適切な森林施策を実施し、森林の持つ多面的な機能の確保と災害に強い森林の整備

に努めます。 

・危険個所を調査し、関係機関との連携を図りながら、各種治山事業を実施します。 

・森林法に基づき保安林の指定を進め、災害発生の防止と発生後の復旧に努め、作業

の共同化と合理化を進めます。 

・山村振興計画に基づき、生活関連道路整備、農道、用水路などの農業環境整備、間

伐等森林等の保全に関する事業、治山事業、急傾斜地事業等を推進します。 

・これまでの災害の経験を踏まえ、村地域防災計画及びハザードマップの改訂を行い、

住民の安全意識の高揚と啓発活動を行います。 

・自然環境や景観と調和した治水事業を推進します。 

・河川パトロールを定期的に行い、危険個所の掌握に努めます。同時に不法投棄防止

についての啓発活動を行います。

・水害、土砂災害から住民の安全を確保するため、河川改修、砂防ダム建設等、必要

な砂防･治水事業を推進します。 

・土砂災害防止法に基づき、危険個所の調査、指定を進めていくことで、住民の安全

を守ります。 

・滝川ダムや臼川ダム（現在、建設中、平成成 30 年３月竣工）の機能を継続して確

保していくために、適切な浚渫処理をしていきます。

・河川パトロールなどを通じて、浦野川など河川（河床）の浸食状況など安全性のチ

ェックを定期的に行い、状況を把握するとともに、河川堤防の老朽化への対応を含

め、関係機関と連携して必要な整備･改良を検討していきます。 

③ 治山 

④ 治水・砂防   
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・村全体で消防団と連携、協力し、消防防災活動に取り組みます。 

・消防･防災に対する意識の高揚を図ります。 

・消防団の組織･定員･定年等の見直し等により活性化を図り、魅力ある消防団を組織

し、消防団員定数の確保に努めます。また、団だけでなく村、多関係機関にも協力

いただき機能別団員の確保に努めます。 

・移住者や女性の消防団への積極的な加入を促すとともに、消防団員の処遇改善を図

って、自主防災体制の強化と魅力ある消防団づくりを進めます。 

・防火貯水槽、消火栓、消防ポンプ等消防施設の充実に努めます。 

・避難施設の充実、避難経路の確立と住民への周知徹底を図ります。 

・危機管理体制、情報通信網の周知徹底を図ります。 

・災害情報を迅速に伝達することで住民の安全を守ります。 

・気象警報や地震情報などの防災情報を遅延なく伝達、周知徹底することで、住民の

安全、安心を守ります。防災情報システム「J-ALERT」については、システムの

改善等に努めます。 

・災害の発生が差し迫り避難が必要になった場合の避難準備情報や避難勧告、避難指

示を迅速に行います。

・災害全般に関する相互応援協力や、近隣市町村及び民間との相互応援体制の強化を

図ります。 

・複数の自治体との災害相互協定やライフラインに関連する施設管理者や民間企業と

の各種協定の締結を促進し、災害時の復旧体制を強化します。 

・消防団活動や赤十字活動、各地区における自主防災活動への参加･協力を促し、いざ

というときの地域対応力の強化を図ります。 

・食糧、飲料水、医薬品等の備蓄の増強と、調達ルートの確保を図ります。 

・地域ぐるみの積極的な防災活動を推進するため、自主防災組織の育成を図ります。 

・定期的に地域防災計画の見直しを行い、現実的な地域防災訓練を実施します。 

・地震による住宅･建築物の倒壊などの被害から住民の生命と財産を確保するため、県

と連携して耐震診断、耐震補強等耐震化を促進します。 

・地すべり危険個所、急傾斜地崩壊危険個所等を中心に、治水･治山･砂防対策工事の

積極的な推進を図ります。 

⑤ 消防・防災・危機管理   
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・青木村駐屯所、防犯指導員や青少年補導員と協力し、夜間パトロール、年末警戒等

を実施します。 

・広報活動、あいさつ運動等を展開し、犯罪のない明るい村づくりを推進します。 

・小中学校と連携して、児童、生徒の登下校時の見守り、「こどもを守る安心の家」制

度の推進を図ります。 

・防犯灯の LED化による更新や施設の充実化を進めます。

・情報電話による通信サービスが、より利便性の高い情報提供（消防署からの火災情

報、J-ALERT 等の緊急情報を含む）や、住民のニーズに沿った利活用につながる

よう努めるとともに、加入者の促進を図ります。 

・デジタルテレビ放送の今後の発展、技術革新に注視し、必要な設備機器の更新を図

るとともに、行政チャンネルの創設についても幅広い意見の集約を図りながら、民

間事業者への運用・放送委託も視野に検討、推進していきます。 

・高速インターネットサービスが利用できる環境にあることを村外へ発信し、企業誘

致や定住促進に努めます。 

・村ホームページを通じて行政情報や観光 PR 等のわかりやすい情報提供とニーズを

捉えた情報発信を推進するとともに、住民等からの意見集約や提言の場となるよう

努めます。 

・高齢者や若年層にも利用が広がっている携帯電話について、通話可能エリアの拡大

を図るよう努めてまいります。また、携帯電話を含め公共施設等への公衆無線ＬＡ

Ｎの利用可能エリア拡張など各種デジタル機器を通じた幅広い情報発信方法を検討

していきます。 

・村内におけるインターネット環境の充実化を図ります。 

⑥ 防犯   

⑦ 地域情報化   
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・村内の高齢者を中心とした買い物･交通弱者の利便性を高めるため、道の駅あおきを

拠点とした生活必需品（食品･惣菜･加工品など）の電話やインターネットによる販

売･宅配サービスを実施し、生活基盤の向上を図ります。 

・消費生活センターと連携を図り、迅速かつ適切な相談処理を行います。 

・消費生活等の啓発用パンフレット、チラシの作成、情報電話等により、的確でタイ

ムリーな消費者問題の情報を提供し、トラブルの発生防止に注意を喚起します。 

・消費者生活等の学習会や講習会への参加を呼び掛けます。 

・消費者の自主的活動を促進するため、消費者組織の育成、充実を図ります。 

・巧妙化･複雑化が進むニセ電話詐欺、インターネットやスマートフォンなどの通信機

器が普及する中でネット詐欺、個人の心理的な弱み、知識や経験不足につけ込んだ

各種詐欺被害に合わないよう、被害事例や正しい知識の周知･普及に努めます。 

⑧ 消費生活    
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・恵まれた自然環境の保全と景観の保護、整備を進めます。 

・四季折々の自然と親しめる環境づくりを進めます。 

・長野県自然保護レンジャーなどと連携して、自然保護活動を推進します。 

・自然の重要度を表わすマップなどを作成し、その魅力を村民に広く伝えていきます。 

・国道 143 号青木峠新トンネルの整備を見据え、工事の際の環境配慮や残土置き場

の確保の予備的な検討を行います。 

・ビオトープなど自然と触れ合える場の創出を図ります。 

・生物多様性など自然観察や自然学習の場やプログラムを創出し、村内外、県内外か

の企業や学校に利用してもらう。

・松くい対策として、全量駆除を目標に、緩衝帯の確保や樹種転換を進めます。 

・カラマツやアカマツの利用促進や、松炭づくりなど森林資源を有効活用する取り組

みを広め、村内外にＰＲしていきます。 

・特定外来生物に関する情報周知や駆除活動への参加を通じて、村民の自然環境保全

に関する意識の高揚を図ります。 

・住民の景観形成に対する意識の高揚に努め、美しい景観を守り、環境に配慮し、愛

着や誇りの持てる村づくりを推進します。 

・青木三山の眺望など良好なビューポイントやビュースポットの整備を進めます。 

・新たな公共施設等の整備に当たっては、環境に配慮し、景観対策の視点から十分に

検討し、整備を進めます。 

・自然環境と調和した、美しい観光地の整備を進めます。 

・景観上課題のある荒廃地の解消を進めるとともに、幹線道路沿いの街路樹整備や花

壇づくり、ビオトープの形成等、魅力ある景観づくりを推進します。 

・良好な景観形成や看板などによる景観阻害を回避するために、景観計画の策定を検

討します。 

② 景観形成 

分野５ 
環境保全 

生活基盤

① 自然環境保全 

【要 点】 

青木三山に代表される山並みや私たちの営みとともにある森林や農地、

河川は村民共有の財産です。適正な土地利用や良好な景観形成、人間活動

に伴う負荷低減を図り、この恵まれた自然環境を守っていきます。 

また生活の基盤となっている道路や住宅、上下水道、公園などの施設等

については、将来にわたり継続して有効に機能するよう、計画的かつ適切

な維持管理･更新を行い、良好な暮らしの場の形成を図ります。 
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・生活排水による公共用水路の水質の汚濁を防止し、住民の快適な生活環境の確保及

び公衆衛生の向上を図ります。 

・整備された公共下水道への接続率の向上を促進します。 

・公共下水道区域外地区の合併処理浄化槽の普及を促進します。 

・正しい下水道の利用についての指導及び合併処理浄化槽の適切な維持管理のための

指導･支援を行います。 

・下水道未接続世帯で利用されている簡易沈殿浄化槽については、適切な維持管理が

図られるよう指導するとともに、今後は公共下水道及び合併処理浄化槽への接続を

促進し、利用廃止への移行を図っていきます。 

・河川の水質を保全するため、定期的な調査、監視を行います。 

・単独処理浄化槽からの転換について指導し、公共下水道への接続や合併処理浄化槽

の設置のための施策を推進します。

・長和町･青木村し尿処理施設の安定稼働のための、経営と施策を推進します。 

・上田地域広域連合のごみ処理広域化計画に基づいた、広域的なごみ処理に関する体

制づくりを構築します。 

・広域的な廃棄物処理に関する具体的な計画策定を進めます。 

・施設の共同利用･共同設置を進めます。 

・ごみ処理の統一化を図ります。 

・地域の循環型社会構築に向けて、ごみの分別収集の徹底を図り、減量化･再資源化･

￥生ごみの堆肥化を進めます。 

・清潔で住みよい生活環境をつくるための住民意識の高揚を図ります。 

・河川や水路に家庭や事業所等のゴミを捨てたり、排水を直接流したりしないよう、

下水道の適正利用の周知とモラルの向上を図ります。

・不法投棄を防止するため、パトロールの強化を図るとともに、関連機関と連携し防

止対策を進めます。 

・ごみの減量やリサイクルを促し、循環型社会の形成に努めます。 

③ 生活環境保全 
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・環境にやさしいライフスタイルや経済活動を推進し、よりよい未来に引き継げるよ

う、住民への意識の啓発に努めます。 

・住民による環境保全活動に対する支援の充実を図ります。 

・学校教育における環境教育の推進を図ります。 

・国土保全に配慮した環境保全型農業を推進します。 

・地球温暖化防止のため、間伐をはじめとする森林整備を進め、美しい自然を守り、

森林の公益的機能の向上を図ります。 

・河川環境を改善し、河川の水質保全や生態系の保全・再生に努めます。 

・不法投棄のパトロールを強化するとともに、住民に対しても周知徹底を図ります。 

・遊休荒廃地を解消することで里山の活用に努め、バイオマス資源の活用、観光産業

との調和など、村の土地や自然資源の持続的な利用を推進します。 

・環境月間に合わせて、環境保全に対する住民への意識の啓発を守るため、環境保全

活動を実施します。 

・環境にやさしいライフスタイルへの取り組みを推進します。 

・休憩時間の照明の消灯、クールビズ、ウォームビズへの取り組み、ハイブリッド自

動車の導入等、村が積極的に省エネルギーに取り組みます。 

・太陽光、太陽熱、風力、小水力等の再生可能エネルギーの効率的利用に関する普及、

啓発を推進します。 

・省資源、省エネルギー意識の高揚を図り、エネルギーの効率的利用を推進します。 

・松くい枯れ材などのバイオマスなど自然エネルギーの活用研究･導入を推進します。 

④ 地球環境保全 
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・人口の増加、若者の定住のため、良好な居住空間の形成、自然環境に配慮した土地

利用を推進します。 

・地籍の明確化を図り、所有権を保護するとともに、土地の有効活用、地域の開発整

備、負担の公平化、その他土地に関する様々な基礎資料として調査成果を利用する

ため、地籍調査事業を推進します 

（森林） 

・緑豊かな自然環境は大切な資源として保全に努めます。 

・歴史的文化遺産と一体となった森林景観や、郷土の特色ある自然環境を保全します。 

・森林を利用した森林公園、キャンプ場やトレッキングコース、パラグライダーなど、

観光面でも森林の活用に努めます。 

・山林の持つ多面的機能を総合的に発揮させるため、生活基盤の整備を図るとともに、

保健休養地などとしての利用と調和に努めながら、有効利用を図ります。 

・広範な森林は林業の拠点ともなるため、地場産業の育成や、地域の安らぎの場とな

る有効な利用計画を進めます。 

・森林の保全及び産業、観光面が共存した区画設定を推進します。 

（農地） 

・農地の流動化による規模拡大、農用地の利用集積等により生産性の向上を図ります。 

・中山間地域直接支払制度により、条件の不利な農用地は耕作者の集団的管理を進め、

遊休荒廃化の防止に努めます。 

・農用地利用が難しい遊休荒廃地については、多様な手法での活用を図り、公共的機

能の維持増進に努めます。 

・地域全体で農地を有効的に有効利用し、遊休化を防ぐ取り組みを推進します。 

（宅地） 

・宅地開発に際しては、農用地確保の観点から必要な調整を図り、自然景観や歴史･

文化に調和した整備を行います。 

・人口増加策の一環として、宅地の需要動向を把握し、必要な土地の確保を図ります。 

・ゆとりある居住空間を実現できる宅地分譲を目指します。 

・企業の新増設に備えて、必要な住宅用地の確保を図ります。 

・農村地域工業導入地域の拡大検討や、新たに工業地としての利用ゾーンを選定する

など、環境の保護と地域住民の生活との調和に配慮しながら開発計画を進めます。 

・村民所得の向上と、幅広い雇用の場を確保するため、優良企業の誘致に努めるとと

もに必要な用地の確保を図ります。 

⑤ 土地利用計画 
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・国県道については、通学、通勤、観光、病院等へのアクセス生活観光道路として重

要な道路であるため、関係機関と協議しながら改良整備の促進を図るとともに、新

たなルートの計画、整備を検討します。 

・村道については、幹線道路の整備を中心に、土地利用の変化、公共公益的施設等の

設置状況を考慮した道路整備計画に沿った改良促進を図ります。 

・村道の維持修繕については、緊急性の高いものから順次対応し、地域住民による工

事が可能な場合については原材料支給対応を推進します。 

・道路の拡幅改良に併せ、橋梁幅員の拡幅や歩道の設置を推進します。 

・橋梁診断を行い、適切な維持管理計画を策定し、橋の安全･延命対策を推進します。 

・歩車道の段差解消等バリアフリー化を推進し、歩行者の安全の確保に努めます。 

・人口の増加や若者の定着を図るため、計画に基づいた宅地の造成を進めます。 

・ゆとりのある面積の区画造成、周辺道路や公共施設の整備等による居住空間の充実

と環境の整備に努めます。 

・土地の利用に関する個別情報の収集を行い、優良農用地等との調和に配慮しながら

宅地のあっせんを進めます。 

・「定住促進応援補助金」制度を継続するとともに若者定住促進住宅退去後の若者定住

を促進します。

・若年者･母子家庭･障がい者･高齢者等が安心して生活できる住宅の整備を計画的に進

めます。 

・村営住宅の建設と子育て、福祉環境（保小中一貫教育、出産祝金制度、福祉医療費

給付事業等）の充実を有機的に結び付け、人口の定住につなげます。 

・売買･賃貸の空き家物件の情報を提供する空き家バンクのしくみを通じて、村内の空

き家の有効活用を進めます。 

・空き家バンクに登録されている住宅を準村営住宅として位置付けるなど、有効活用

の方策を具体化します。 

・県の既存の村営住宅の買い取りを働きかけていきます。 

・個人の住宅建築やリフォームに対する支援の充実を図り、転入者の増加、転出者の

抑制につなげます。 

⑥ 道路    

⑦ 住宅・宅地    
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・表流水からの水源確保を図り、清浄な水を安定供給できるように計画に基づき浄水

場を整備します。 

・不慮の事故にも対応すべく配水系統を確保するため、有機的かつ効果的な連絡が取

れるよう配水管の布設や減圧弁の設置を行います。 

・水質管理工場及び災害等に対する迅速な対応が図れるよう、定期的に施設機器の保

守点検を行います。 

・簡易水道特別会計の安定化に努めます。 

・辺地総合整備計画に基づき、入奈良本地区の水道施設については平成 30 年度まで

に整備し、安定した水の供給を図ります。 

・緑と清流に囲まれて、清潔で快適な生活が営めるよう、水洗化工事等を支援します。 

・長期的な計画に基づき、施設及び設備の改築、更新に合わせ高効率機器を導入する

とともに、施設の長寿命化を図ることでランニングコストの低減を図ります。 

・近隣の自治体とバイオマス利用を連携することにより、維持管理費の削減を図ると

ともに、再生可能エネルギーの利用に貢献します。 

・適正な維持管理及び災害等に対する迅速な対応を図ります。 

・特定環境保全公共下水道事業特別会計の安定化に努めます。 

・周囲の景観、環境に配慮し、地域の歴史、文化を考慮した個性と特色のある施設を

検討します。 

・スポーツ、レクリエーション、史跡保存、森林体験、農業体験等、複合的用途を有

する総合公園の整備を検討します。 

・各地区に必要な規模の公園･緑地を順次整備していきます。 

・既存の公園の利用状況やニーズに応じて遊具のさらなる充実化を図ります。 

・公共施設内の緑地は、一般市民に開放し、公園として活用できるよう検討します。 

⑧ 上水道 

⑨ 下水道 

⑩ 公園・緑地   
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・地域生活を支える重要な役割を果たしている区（自治会）の活動を支援し、活性化

を図ります。 

・地域との交流を図る地域社会教育を充実させ、家庭と地域がふれあう場の創出を図

るとともに、住民が主体となった地域の活性化活動を支援します。 

・「地域づくりは人づくりから」を理念に、地域のリーダー的人材の育成に努めます。 

・教育、防犯面からの地域コミュニティの形成策としてあいさつ運動を推進します。 

・コミュニティ活動の支援の一環として各種施設の整備や修繕を進め、快適な地域環

境形成を目指します。より多くの住民の方にボランティアに参加いただけるよう、

広報等で住民意識の啓発を行い、幅広い活動を目指します。 

・ボランティアの育成、ボランティア活動の推進のための各種講習会、研修会の充実

を図ります。 

・ボランティアが村で活動しやすいように施設の整備、活動日程の調整に努めるとと

もに、ボランティア活動等に対する財政等の支援を行います。 

・若い世代が気軽に集まれる場づくりを促進するとともに、若者たちの交流から生ま

れた自由な発想やチャレンジ精神に基づく活動や各種取り組みを支援する補助制度

の検討や応援できる体制づくりを進めます。 

・消防団の魅力化や地域内の交流サポートを通じて、若者同士の交流促進を図ります。 

・地域支え合いのしくみなど通じて、世代を超えて気軽におしゃべりなど交流のでき

る場を確保していきます。 

分野６ 
自治 

協働 

交流 

① コミュニティ活動 

【要 点】 

青木村が自立した村として成り立っていくためには、コミュニティの力

は今後ますます重要になります。年齢や性別、出身地等を問わず、誰もが

参画しやすい地域社会をつくり、リーダーを育て、多様な人･組織と行政と

の協働で自治を進めながら、財政の健全化も図ります。 

また広域の連携を拡大･強化するとともに、国内外の都市間交流や相互連

携を広げ、深化させながら、移住･定住の促進にもつなげていきます。
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・各種計画策定における委員の一般公募やパブリックコメント（意見公募）の導入な

ど政策過程での住民の参加を進めます。 

・各種懇談会、相談窓口等、住民の地域づくりへの参加機会を充実させ、多様化する

住民ニーズの把握に努めます。 

・ホームページ、広報誌等により住民参加を可能にする情報発信を充実します。 

・地域活力の創出を図るため、各地域の自主的な取り組みを支援します。 

・夏祭り、地域のイベント等に住民が気軽に参加できる機運を高めます。 

・定年を迎えた人の経験や知識、技術を活かせる場の創出を図ります。

・性別役割分担の意識を解消し、男女が共に対等なパートナーとして尊重し合い、喜

びと責任を共有できる村づくりに向けて、啓発活動の充実を図ります。 

・職場や市域における男女格差が解消され、持てる能力を十分発揮できる村づくりを

推進します。 

・男性も女性も積極的に家事、育児、介護等に参画できるように支援します。 

・公職、公的審議会における方針、政策決定に女性の参画及び登用を積極的に推進し

ます。 

・男女共同参画基本計画の策定を推進し、男女共同参画社会の実現を図ります。 

・女性があらゆる場で参画できる機会を増やします。

③ 男女共同参画 

② 住民参加 
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・住民がゆとりと豊かさを実感し、安心して暮らすことができるよう、地域における

行政を自主的かつ総合的に実施します。 

・行政体制の整備・確立を図り、効率的な組織運営を推進します。 

・関係機関と連携し、財源移譲等の検討･研究を進めます。 

・地方分権改革を受けて、自主･自立し、特色ある村づくりを推進します。 

④ 地方分権･地方自治 

・長期振興計画を遵守し、総合戦略との整合性を図りながら、計画行政を行います。 

・企画立案→実施→評価→改善のサイクルを確立し、各種政策、施策が効果的・効率

的に実行されているか等の行政評価システム作りを研究します。 

・計画段階から住民の意見を取り入れ、住民参加による行政を進めます。 

・住民からのニーズに柔軟かつ機動的に対応できる組織づくりを目指します。 

・指定管理者制度等を活用することで、住民へのサービス、利便性の向上を図るとと

もに行政組織のスリム化を推進し、村の負担軽減を図ります。 

・事務量及び事務内容に応じた職員配置適正化を図ります。 

・情報公開を推進し、開かれた行政を目指します。 

・文書･資料の整理、保存等の管理体制を整備します。 

・公共施設の利用予約等、事務の IT化を推進します。 

・マイナンバー（社会保障･税番号制度）を含めたネットワークの強靭化を推進し、情

報セキュリティ対策の強化を図ります。 

・住民サービスに十分配慮し、最小の人的資源で最大の効果を上げることを目標に、

定員管理の適正化に努めます。 

・職員の政策能力や判断能力を高める研修の充実を図ります。 

・住民から信頼される職員を目指します。 

・仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･バランス）を実現と、女性の職業生活における

活躍を推進します。

・住民が行政や議会を身近なものと感じることができるよう、取り組みを進めます。 

・広報誌は、地域の話題を豊富に取り入れ、親しみのある紙面づくりを充実させます。 

・ホームページを活用して広聴機会の充実と積極的な情報提供を行います。 

・効果的な情報通信サービスの活用を図ります。 

⑤ 行政 
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・負担の公平性を確保する上で、税･料金等の未収金の縮減に向けた取り組みを強化す

るなど、自主財源の確保に努めます。（村税、上下水道料金、介護･後期高齢者医療

保険料、住宅使用料、保育料、通信･放送サービス使用料等）

・依存財源については、国、県等の施策の動向を的確に把握し、村に有益な財源の確

保に努めます。 

・多様化する住民の要望に対応するため、各種事業の緊急度や公共性を十分に検討し、

限られた予算の中で最大限の効果が得られるように予算配分を行います。 

・各事業における行政の役割の見直し等を行い、住民の負担も考慮しながら、適切な

歳出に努めます。 

・村の財政状況を村民にわかりやすく周知していきます。 

・各種交付金を利用しながら地方創生事業を推進していきます。

⑦ 財政 

・広域圏内市町村の連携を図り、それぞれの機能や役割を分担し、圏内の一体的な振

興と発展を目指します。 

・広域的な地域情報化、保健福祉及びごみ処理の推進等の住民サービスを推進するた

め、調査研究業務を実施します。 

・平成 29 年度から改定された「上田地域定住自立圏共生ビジョン」に基づき、上田

市と連携して医療、福祉、産業振興等の18項目で事業を推進します。

・人口定住策、村の人口減少に歯止めをかけるべく、住民のニーズに沿った新たな施

策も検討していきます。 

⑥ 広域行政 

・都市圏を中心とした大学生の学び･体験のフィールド･インターンシップの場として

道の駅あおきを中心にした村全体を学びの環境を整えます。 

・国際人としての資質を養い、社会に貢献できる人材育成を目標とします。 

・学習の一環として語学力の向上、習得の機会としてホームステイ等を実施します。 

・住民の国際交流の機会を創出します。 

⑧ 都市間交流・国際交流   
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・村の特性や魅力、国道143号青木峠新トンネルの整備を見据え、松本の通勤･通学

圏となることや踏まえ、ターゲットを明確にしながら、積極的に住みたいと思う人

が移住を決断できるよう様々な支援策を検討していきます。 

・求人情報の掲載や上小･松本方面での広域的な就職活動を後押しし、若い世代の方が

Ｕターンしやすい環境づくりや支援体制の強化を図ります。 

・雇用の確保とセットで、単身世帯向けのアパートなど安価な住宅物件を確保し、若

者の移住を後押ししていきます。 

・充実した子育て支援体制や教育環境の魅力を活かして、ひとり親家庭の移住･定住支

援を推進します。

・東京圏へのアクセスのよさを活かし、ニーズに応じて二地域居住など多様な暮らし

方を受け入れながら、村内への移住を促進していきます。 

・東京圏との移動時間のさらなる短縮化を図るために、北陸新幹線の高速化（上田－

東京間のスピードアップ）を関係機関に働きかけていきます。 

・長野県や青木村での暮らしに様々な不安を有する県外･村外の方が移住を検討しやす

いように、お試し滞在施設の整備を促進します。 

・移住･定住については、上田地域定住自立圏として広域とも連携して支援の取り組み

を推進していきます。 

⑨ 移住･定住 
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３ 付属資料       

＜＜策策定定体体制制＞＞
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◆青木村長期振興計画審議委員会 

（敬称略･順不同）

氏 名 任命基礎 備 考 

◎沓掛 英明 青木村教育委員会の教育長  

増田 良和 青木村農業委員会の会長  

吉澤 修一 青木小学校 校長  

清水 恒善 青木中学校 校長  

高橋 俊一 信州うえだ農協青木支所の代表者  

久保 航太 信州上小森林組合青木支所の代表者  

○岩下 勇雄 青木村商工会の代表者  

岩下 竜太郎 青木村消防団の代表者  

上原 京子 青木村女性の会の代表者  

清水 よし江 青木村女性団体連絡会の代表者  

奈良本 惣資 その他村長が必要と認める委員 ラポートあおき施設長 

坂井 英明 その他村長が必要と認める委員（公募）  

塩澤 正隆 その他村長が必要と認める委員（公募）  

遠藤  紘 その他村長が必要と認める委員（公募）  

成田  茂 その他村長が必要と認める委員（公募） 若者の代表者 

塚田 真也 その他村長が必要と認める委員 若者の代表者 

神原 邦暢 長野県 上小地方事務所 地域政策課長 助言者（オブザーバー）

北村 政夫 村長   

井古田 嘉雄 事務局（参事兼総務企画課長）   

塩澤 和宏 事務局（総務企画課 事業推進室係長）   

◎：会長 ○：副会長 
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◆青木村長期振興計画審議会条例 

昭和 46 年 3 月 20 日

条例第 10号

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67号)第 138 条の 4の規定に基づき、青木村長期振

興計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。 

(設置) 

第 2 条 村長の諮問に応じ、青木村長期振興計画に関し必要な調査及び審議を行うため、青木村長期振

興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(組織) 

第 3 条 審議会は、委員 25 人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げるものについて村長が任命する。 

(1) 教育長 1 人 

(2) 青木村農業委員会の会長 1 人 

(3) 青木小学校校長 1人 

(4) 青木中学校校長 1人 

(5) 青木村の区域内の次の公共的団体の代表者 4 人 

信州うえだ農業協同組合青木支所 1 人 

信州上小森林組合青木事業所 1 人 

青木村商工会 1 人 

青木村消防団 1 人 

(6) 青木村老人クラブの代表者 1人 

(7) 青木村女性の会の代表者 1 人 

(8) 青木村女性団体連絡会の代表者 1人 

(9) 知識経験を有するもの 若干人 

(10) その他村長が特に必要と認めるもの 若干人 

(会長及び副会長) 

第 4 条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。 

2 会長は、会務を総理する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
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(任期) 

第 5 条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。 

(会議) 

第 6 条 会議は会長が招集し、会長が議長となる。 

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

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

(幹事) 

第 7 条 審議会に、幹事若干人を置く。 

2 幹事は、村の一般職の職員のうちから村長が任命する。 

3 幹事は、審議会の所掌する事務を掌る。

 (委任) 

第 8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。 

附 則 

この条例は、昭和 46 年 4 月 1日から施行する。 

附 則(平成 3年 6 月 27 日条例第 12 号) 

この条例は、平成 3年 6月 27 日から施行する。 

附 則(平成 8年 6 月 17 日条例第 13 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 13 年 6 月 14 日条例第 16 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 15 年 12 月 12 日条例第 24 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 27 年 3 月 18 日条例第 15 号) 

この条例は、平成 27 年 4 月 1日から施行する。 
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◆審議委員会 

年 月 日 会議名 内 容 

平成 28 年７月 27 日 第１回長期振興計画審議委員会
策定にあたっての基本的な事項 

青木村創生の視点と取り組み状況 

平成 28 年 10 月 13日 第２回長期振興計画審議委員会
アンケートの結果報告 

後期基本計画（素案）たたき台 

平成 29 年１月●日 第３回長期振興計画審議委員会

地区別懇談会の開催報告 

パブリックコメントへの対応 

後期基本計画（案） 

◆住民アンケート 

実施期間 平成 28 年８月 

対象者 
平成 28 年●月●日現在の住民基本台帳における村内在住の 18 歳以上

の男女 1,000 人（無作為抽出） 

調査方法 郵送による配布･回収 

回収数 400 通（回収率：40.0％） 

◆地区懇談会 

年 月 日 

（時間） 
対象地区 場 所 

参加 

人数 

平成 28 年 10 月 18日 

（19:00～20:30） 
入田沢・青木 義民の郷ふれあいセンター 20 名 

平成 28 年 10 月 19日 

（19:00～20:30） 
殿戸・夫神・細谷 殿戸区コミュニティセンター 12 名 

平成 28 年 10 月 26日 

（19:00～20:30） 
下奈良本・入奈良本・沓掛 

下奈良本ふれあいセンター滝

の館 
68 名 

平成 28 年 10 月 27日 

（19:00～20:20） 
中村・中挟 中挟防災研修センター 20 名 

平成 28 年 10 月 30日 

（10:00～11:30） 
全地区 保健センター研修室 5 名 

平成 28 年 10 月 31日 

（19:00～20:25） 
村松 アイリスの館 25 名 

平成 28 年 11 月 1 日 

（19:00～20:25） 
当郷 当郷公民館 18 名 

計 168 名

＜＜策策定定経経過過＞＞
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◆意見募集（パブリックコメント） 

募集期間 平成 28 年 10 月 28日～平成 28年 11 月 18 日 

資料の閲覧場所 青木村役場及び青木村ホームページ 

提出方法 
所定の様式に記入の上、電子メールもしくはＦＡＸによる送付、郵送ま

たは担当窓口への直接提出 

提出者数 3 名 



第５次青木村長期振興計画後期基本計画

発行年月  平成 29 年３月 

発  行  青 木 村 

編  集  青木村役場 総務企画課 事業推進室 

      〒386-1601 

      長野県小県郡青木村大字田沢 111 番地 

      電 話：0268-49-0111（代） FAX：0268-49-3670 

      メール：somu@vill.aoki.nagano.jp 






