
平成２８年度 第６回妙高市行政改革市民検討会 次第 

 

日時：平成２９年 ２月２７日（月） 

                            １０時００分～１２時００分 

                        会場：市役所 ３階 ３０３会議室 

 

１．開  会 

 

 

 

２．委員長あいさつ 

 

 

 

３．議  題 

 

（１）「第７次行政改革大綱実施計画」における平成２８年度の取組状況について 

                                 【資料１】 

 

 

（２）「地域コミュニティ振興指針」の改定について 【資料２－１～３】 

 

 

 

（３）「第三者評価」の対応について 【資料３】 

 

 

 

（４）その他 

 

 

 

４．閉  会  

 



第７次行政改革大綱　実施計画

１　市民との協働によるまちづくりの推進
　（１）市民主体の共助活動の促進

大綱での取組項目 個別取組項目 担当課
取組
番号

取組内容 目　標 目標設定根拠 H28年度　取組状況

自治基本条例に基づ
くまちづくりの推進

総務課
（全課）

1

　各種会議、集会等における説明や、社会
情勢への適合に向けた条例の見直しなどを
通じて、市民及び職員への普及・啓発を図
り、条例の運用を推進する。

まちづくり市民
意識調査におけ
る条例認知度
　：４０％以上

条例の啓発などの取組みにより毎年度
の逓増を見込む。Ｈ２５年度：３３％
（認知度：内容を知っている、言葉は
　聞いたことがある人の割合）

○町内会長会議(１５０部)及び成人式(２８０部)においてリーフレッ
　トを配布し、条例趣旨の周知を図った。
○リーフレットを共有書庫に保存。今後も様々な機会で周知を図って
  いく。

総務課 2
　地域の防災力、減災力の向上を図るため、
防災訓練の実施など自主防災組織の主体的
な活動を支援する。

実践的な訓練実
施率：１００％

全ての自主防災組織が避難訓練などの
実践に即した訓練を実施する。
　　　　　　Ｈ２５年度：５８．５％

○自主防災組織地区別会議（５月）
　３８会場１０８組織参加、訓練実施予定組織率：７７％（９７組織）
○防災リーダー研修会（8/21）
　研修内容：クロスロードゲーム９８人参加(６８人が良かったと回答)
○防災士の派遣（２件）
　両善寺…防災士講話「地震対応について」
  えちご上越農協…防災訓練支援
○訓練実施の働きかけ
　矢代地区すべてで訓練実施に向けた説明会を実施。新たに両善寺が
　実施した。（矢代地区訓練未実施地区４→３）

環境生活課 3

　多様な主体の参画を得る中で国立公園内
外の自然環境の保全及び活用を推進するた
めの地域協議会（生命地域妙高環境会議）
を設置し、特定外来生物の駆除などの活動
を推進する。

協議会主催によ
る保全・保護活
動への参加者数
　　：３００人

高山植物保護活動及びオオハンゴンソ
ウ駆除参加者数（Ｈ２５年度計１４５
人）に、新たに実施予定のスイレン駆
除、ライチョウ保護等を加え、２倍強
の参加者数を見込む。

○市内において自然保護等の活動に携わる方を構成メンバーとして生
　命地域妙高環境会議を設置（5/13）
○自然保護団体や市民ボランティアの参加を得て、外来生物駆除活動
　を実施【オオハンゴウソウ駆除２回（８２人）、いもり池スイレン
　駆除２回（１４０人）いもり池ブラックバス駆除１回（４５人）
　　⇒　計２６７人の参加　】

総務課
福祉介護課

4

　安心・安全な地域づくりを推進するため、
高齢者のみ世帯などの要援護世帯に対する
地域での除雪や見守りなどの生活支援活動
を支援する。

新たに生活支援
に取組む地区数
　　：１５地区

　新たに３地区／年の取組みを見込
む。
　（３地区×５年）
　Ｈ２４～Ｈ２６年度：１０地区

【総務課】
○町内会長会議や地域づくりに関する研修会を開催し、地域コミュニ
　ティによる共助活動等の事例紹介や支援制度を周知。公益活動の実
　施及び検討を始める地域が拡大している。
　・田口地区で高齢者の集いの場「地域の茶の間」を開始（福祉介
　　護課との連携）
　・平丸地域で生活支援活動組織が発足
　・新井南部地区区長に対して集落課題の聞き取りを実施

【福祉介護課】
○田口地区で高齢者の集いの場「地域の茶の間」の立上げ支援
○自治会単位での地域連携会議を開催し、市内全域で構築した地
  域安心ネットワークの仕組みの維持、継続と、高齢者の日常生
　活における支援サービスの提供に向けた課題把握に努めた。

健康保険課 5
　健康寿命の延伸を図るため、市民の日常
的な運動習慣の定着化など地域での健康づ
くりを支援する。

健康づくりに取
組む自治会数
　：１３５団体

Ｈ２６年度の健康づくりリーダー等選
出自治会数：１３５団体／１９７団体
健康づくりリーダー、食生活改善推進
委員を選出している自治会数を堅持す
る。

○健康づくりリーダー研修会の開催（３回）
○食生活改善推進委員研修会の開催（３回）
○食育委託事業（バランス食普及事業）の実施（４６回）

農林課 6

　荒廃地をなくし、美しい景観の魅力的な
交流の場をつくるため、地元組織グループ
が行うハートランド妙高周辺畑の景観維持
活動を支援する。

活動参加者
　　：２００人

毎年度５０人程度のサポーターズ会員
の増加を見込む。
Ｈ２６年度大洞原農地再生推進協議会
メンバー：１５名

【実績】
○花畑維持活動への参加
　・菜の花まつりに伴う花畑道づくり　３名
【評価】
○サポーター会員の拡大が進んでいない。

環境生活課
新規
追加

○市民・事業所などがボランティアで行う
　公園や道路などの公共の場所での環境美
　化活動に対して、市がその活動を支援す
　る。

環境美化活動回数
　 ：１５２回/年

【根拠】
　クリーンパートナー活動
　回数　団体数(38)×４回

○クリーンパートナー活動者の傷害保険加入（４月）及び団体への消
　耗品の支給（５・６月）
　・クリーンパートナーの活動内容をＰＲし、新規活動団体の募集を
　　行う。（６月）
　・平成２８年度活動団体数：２５

建設課
新規
追加

○改良計画のない市道未舗装部分における
　生コン舗装について、地元からの舗設労
　力の提供に対して、市が原材料（生コン）
　の支給を行う。

　１００％支給
 【根拠】
　要望に対して原材料（生
　コン）を１００％支給

○６路線／７地区を実施した。
○地元からの協力を得て、良好な時期に施工を行った。

◆新規団体の募集
◆活動団体への支援（消耗品の支
　給、傷害保険の加入）

◆７路線／７地区から要望あり

◆地域への情報提供と相談支援
　（地域安心ネットワークや補助
　　金の活用）

市民による公益活動
の促進

①自治組織や市民団
体等との公益活動に
おける協働

◆各種会議や集会等における条例
　趣旨の周知、ＰＲ

H28年度 取組内容（計画）

◆防災リーダー研修会の開催
◆防災士の派遣
◆防災士研修会の開催
◆訓練実施の働きかけ

◆生命地域妙高環境会議の設置
◆市民や事業所等の多様な主体の参
　加を得た中での外来生物駆除活動
　の実施

◆ＰＲ、募集
◆花畑維持活動の実施

◆各種研修会の実施
◆地域での健康づくり活動への支援
◆食育委託事業の実施
◆委員活動に関するＰＲ（町内会・
　区長会議、妙高チャンネル等）

 資料１ 
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福祉介護課
新規
追加

○地域支援専門員を中心に、自治会役員、
　民生委員、児童員、自主防災組織、老人
　クラブ役員、地域サポート人など、地域
　の実情に詳しい関係者と連携し、見守り
　が必要な要援護者への支援体制の構築を
　図る。

　孤独死者０人
 【根拠】
　死亡から３日以上発見さ
　れなかった高齢者数

○地域支援専門員が中心となり、要援護者への生活支援員や福祉協力
　員による見守りを推進するとともに、自治会や民生委員・児童委員
　、自主防災組織等とも連携し、地域の要援護者の把握や情報共有を
　行い、見守り体制の強化に努めた。

環境生活課
農林課

妙高高原支所

新規
追加

○鳥獣被害に対し、組織的に排除する意識
　の向上や基礎的な対策周知の徹底、及び
　電気柵設置や追い払いなどの対策を講じ
  る場合に支援する。

各地区からの鳥
獣被害報告数
：０／１３地区

 【根拠】
　妙高高原地区数から設定

【環境生活課】
○農林課・高原支所・妙高支所との対策打合せ（全課合同または各支
　所ごとに実施）
○高原区長連絡協議会にて当年度対策内容を説明及び周知
○杉野沢・関川・二俣地区協議会にテレメトリー機材貸出及び取組打
　合せ
○住民が使用する追い払い用品の購入及び支給
○市報（５月、８月）にて鳥獣の生態・被害防止対策の基礎知識を周
　知、またマスコミを活用し市の取組や鳥獣対策、被害の現状を周知
○人的被害状況の把握（被害なし）

【農林課】
○電気柵の設置　１９箇所・総延長３，７８９ｍ(妙高高原地区のみ）
○学習会の開催　6/2杉野沢（参加者約２０名）
　　　　　　　　6/3関川（参加者約４０名）

【妙高高原支所】
○実績：テレメ調査結果の周知、駆逐花火の配布、緩衝帯整備の協力
　など
○評価：残渣の処理など住民意識の差異が解消されていないのが現状。
　定期的に学習会等を開催し、地区での住民意識の統一を図る必要が
　ある。

生涯学習課 7

　市民活動支援センターにおける、市民団
体等の情報収集、団体の掘り起こしや育成
支援、団体相互のネットワーク化などによ
り、多様な団体による活動の活性化を推進
する。

市民活動支援セ
ンター利用件数
：１，５００件
　／年間延件数

Ｈ２５年度：１，３２３件／年
年間延べ利用件数の１０％増を見込
む。

○市民活動支援センターによる市民活動・地域団体等に対する相談対
　応と助言　延べ１５２件
○広報紙の発行、ホームページの随時更新
○おしゃべりカフェ「ＧＯ！縁会」の開催（６回）
○市民団体・地域団体向け講座（暖談講座）の開催（７回）
○市民活動団体連携事業
　「妙高夏色縁足」の開催（7/16～8/28：２６団体３４プログラム）
○市民活動ワークスペースの提供
○延べ利用件数：７４８件

福祉介護課
新規
追加

○高齢者など、誰でも気軽に集える場とな
　る「地域の茶の間」を全市的に拡大する
　ため、立ち上げや運営について支援を行
　う。

月２回以上実施
する会場数
　　：６０会場

 【根拠】
　平成２９年度３４会場、平成３０年度４４会
場の見込み

○地域の茶の間実施地区は３１会場（１月末現在）となり目標を達成
　できた。
○妙高高原田口地区では、町内と立ち上げに向けて５回検討会を開催
　し、地域主体で立ち上げることができた。また、田口地区の立ち上
　げをきっかけに地域の茶の間の重要性が地域へ波及している。

総務課
生涯学習課

8
　既存の助成制度を検証し、助成制度の統
廃合や拡充などの見直しを行い、効果的、
効率的に地域コミュニティ活動を支援する。

助成制度の見直
し完了

助成制度の検証結果と市民ニーズ等
を踏まえて、効率的、効果的な制度
とする必要がある。

【総務課】
○地域のこし活動支援補助金の防災減災活動事業では、自主防災組織
　の資機材の充実を図るため、１６件の支援を行った。新たな共助活
　動では、今年度交付申請がないことから、活用促進に向けて見直し
　を進める。

【生涯学習課】
○地域の元気づくり活動補助金の前金払い可能な割合を５割から９割
　に拡大し、制度活用の利便性を向上。拡充等の検討継続（Ｈ２８年
　度まで）
○地域づくり交付金制度の検証と見直し検討継続（Ｈ２９年度まで）

◆関係各課取組内容打合せ
◆関係地区へ取組内容の周知
◆関係地区との取組打合せ及び
　被害状況の把握
◆鳥獣の基礎情報の周知

◆助成制度の検証と見直し検討
◆先進事例研究

◆市民活動団体の相談対応、情報収
　集、情報発信、団体同士の交流促
　進、スキルアップ支援の実施

◆地域連携会議の開催
◆要援護者の状況把握と情報の収
　集、発信

◆地域の茶の間の周知
◆地域の茶の間立ち上げに向けての
　地域との協議
◆介護予防サポーター（有償ボラン
　ティア）の派遣

②地域コミュニティ
を維持するための仕
組みづくり

市民による公益活動
の促進

①自治組織や市民団
体等との公益活動に
おける協働

市民活動の支援の充
実

地域コミュニティ活
動への総合的な支援

2



総務課
生涯学習課

9

　地域コミュニティ活動を担う人材の育成
や活動への専門的、実務的な面からの人的
支援などのコミュニティ活動支援策を検討
、実施する。

新たな支援策の
実施

人的支援など助成に拠らない手法を
検討、実施する必要がある。

【総務課】
○町内会長会議で「町内会の行事、組織、会議の棚卸しと役割分担、
　担い手づくり」のポイントを学ぶ講演会を開催。
○地域コミュニティ振興指針の改訂にあたり、現指針に基づき取組評
　価と町内会長アンケートを実施。
○地域コミュニティを基盤としたＮＰＯ設立に向け、瑞穂地区や杉野
　沢地区での設立検討を支援。
○地域在住の市職員の名簿を町内会等に提供し、地域の担い手として
　の活用の働きかけを実施。１０１人の市職員が地域役員として活動。

【生涯学習課】
○地域づくり人材育成のための研修会を開催
  市（まなびの杜２回）、地域づくり協議会（１回）、市民活動支援
　センター（３回）
　※内容：地域づくり理論、ノウハウ、先進事例　等

福祉介護課
新規
追加

○生活支援コーディネーター（地域包括支
　援係員）が地域連携会議等に出向き、地
　域課題の把握とサービスの創出を進める。

地域課題に対する
生活支援サービス
の創出数の割合：
70％

 【根拠】
　地域ニーズから把握した地域課題に対する
サービス創出数

○社会福祉協議会との連携会議を実施し、地域の実情や課題の共有を
　図った。（開催日：４/２８、６/８、７/２８、１０/５、１/４）

○総務課や地域サポート人にも参画してもらい、課題の共有や取り組
　みの方向性を確認した。
○庁内での連携や役割分担を明確にし、不足する生活支援サービスの
　創出に向けた検討を行う必要がある。

地域コミュニティの
効率的な運営の促進

総務課
生涯学習課
関係課

10

　自治会間での事業の共同運営や、小規模
自治会の組織運営の統合など、地域コミュ
ニティの効率的な運営やその検討に対して、
情報提供や助言などの支援を行う。

運営方法改善に
取組む自治会数
　　：２０団体

　市内197自治会の10％で取り組むこと
を見込む。

【総務課】
○中町、柳井田町、石塚町、大鹿で新たに地域の課題解決や地域のこ
　しに向けた話し合いが始まり、地域の人口推計、住民アンケートの
　進め方など情報提供等を行った。
○中山間地域では共同作業や行事の運営が困難になってきていること
　から、外部からの支援者を募り、事業などに参画してもらうことで
　解決を図りしくみ（南部里山ファンクラブ）について、検討を行っ
　た。

【生涯学習課】
○市民活動支援センターでの相談対応を通じた情報提供や助言（１１
　団体に関与）
○地域づくり協議会リーダー研修会における事例研究（地域の茶の間
　の設置、運営について）

　（２）市民との相互理解の推進

大綱での取組項目 個別取組項目 担当課
取組
番号

取組内容 目　標 目標設定根拠 H28年度　取組状況

ＩＣＴを活用した情
報の受発信

総務課 11

　インターネットを活用したアンケートの
実施やＳＮＳの活用など、ＩＣＴを活用し
て市政情報を効率的、効果的に受発信する
仕組みを整備する。

ＳＮＳによる情
報受発信件数
　　：７００件

　市ホームページの目標更新回数：2回
／日と同数とする。
　365日×2回≒700回

○フェイスブックで毎日情報を発信（１月末の情報発信：３００件
（昨年度同様に、１日１回、毎日更新を継続中）・登録者：８７０人
　※４月から３９０人増）
○既存のホームページの仕組みを活用したアンケートの実施方法を検
　討したが、経費をかけずに実施することは難しいことから、単純な
　項目で利用できるものを検討する。
　・質問項目を表示したページを作ることは可能
　・回答者の特定、回答の集計機能が不足
○ＩＣＴ活用推進
　・情報弱者といわれる高齢者を対象に携帯電話の利活用推進のため
　　、温泉教室で２回と町内会長会議で、安全安心メールの説明、周
　　知を行った。

市民に分かりやすい
市政情報の発信

総務課
全課

12

　市が抱える政策的課題等の市政情報につ
いて、広報紙やホームページ等を通じて、
常に最新の情報を積極的に分かりやすく発
信し、市民との共通認識を図る。

市ホームページ
アクセス数
　 ：420,000件

　H26年度市ホームページアクセス数見
込み：400,000件から年１％の増加を見
込む。

○ホームぺージ、妙高チャンネル、ＦＭラジオ、広報紙の特性を活か
　し、それぞれ連動させた情報発信を実施した。
　※ＨＰアクセス数：１月末　　４５５，１２７件
　　　　　　　　（昨年同時期　４００，０７４件）

市民が意見を出しや
すい仕組みづくり

総務課 13
　パブリックコメント制度や市民が参加す
る会議などの在り方について検証し、市民
が意見を出しやすい制度の運用を図る。

パブリックコメ
ントのホームペ
ージ閲覧数
：100件／案件

　H26年度実績：76件／件を基準とし、
年5％程度の増加を見込む。

○市報８月号で「市長への手紙」を掲載し、周知拡大を図った。
　※手紙数＝２６人から２９件の意見や要望（１月末）
○パブリックコメント２件実施＝ＨＰ閲覧数：３８１件

行政評価への市民参
画の推進

企画政策課 14

　市民と有識者による第三者評価を実施し、
行政評価の客観性、透明性の確保と、市民
意見を踏まえた効果的・効率的な事業への
見直しを推進する。

第三者評価での
意見の反映割合
　　　：８０％

　市民の意見を積極的に取り入れなが
ら、事業の見直しを進める必要があ
る。
※直近3年間（H23～H25）の意見の反映
割合の平均：75.2％

○平成２７年度に実施した主要事業のうち、委員が選定した１１事業
　について第三者評価を実施（7/7、12、21、8/1）し、評価結果を所
　管課へ通知するとともに、市民へ公表（9/8）した。
○１０月から行った平成２９年度主要事業ヒアリングにおいて、第三
　者評価結果の反映状況を確認するとともに、２月に開催する行政改
　革市民検討会で対応状況を報告する。

◆地域連携会議への生活支援コー
　ディネーターの出席及び地域へ
　の意識啓発
◆社会福祉協議会との打ち合わせ
　による地域の実情や課題の共有
◆生活支援サービス創出に向けて
　の地域との調整

◆高齢化率の高いコミュニティな
　どにおける運営見直しの必要性
　や周辺との連携可能性の把握

◆地域コミュニティ振興指針の改訂
◆新たな支援策の実施
◆先進事例研究

②地域コミュニティ
を維持するための仕
組みづくり

①市民と行政との情
報共有の充実

②行政への市民参画
の拡大

地域コミュニティ活
動への総合的な支援

◆ＳＮＳの導入
◆インターネットを活用したアン
　ケート調査等の検討

H28年度 取組内容（計画）

◆庁内における行政情報の共有
◆時期を逃さない情報の発信
◆情報更新管理の徹底

◆第三者評価における市民意見の
　とりまとめ
◆事前評価（事中評価）ヒアリン
　グにおける対応状況の確認

◆市報や市ホームページのほか、
　様々な情報発信媒体を活用して
　の周知拡大

3



２　経営的視点による持続可能な行財政運営の推進
　（１）健全な財政運営の推進

大綱での取組項目 個別取組項目 担当課
取組
番号

取組内容 目　標 目標設定根拠 H28年度　取組状況

[市税]
現年度分収納率
　：９７．０％

[市税]
　H25年度実績から毎年度0.3%の改善
　を見込む
　　H25現年度分収納率：95.1％

◎平成29年2月1日現在の徴収状況
○徴収率 現年度分：81.26％ 前年比   0.01ﾎﾟｲﾝﾄ
         過年度分： 6.96％ 前年比△54.81ﾎﾟｲﾝﾄ
　　　　（但し、大口公売を除く場合、現年度分1.82・過年度分1.46
　　　　　・合計16.11ﾎﾟｲﾝﾄ改善）
○大口公売…年度内完結の見込
  ・処理済…不動産等  ３件…売却価格 6,097万円
　・未処理…不動産公売１件(駅前) Ｈ２９年５月売却見込
○差押…３８件(預貯金・生命保険・不動産等)
○徹底した早期催告を実施

[市営住宅使用料]
現年度分収納率
：９９．８％以上

[市営住宅使用料]
　H25現年度分収納率：99.5％からの
　更なる改善を目指す。

○電話連絡及び督促状の発送
○常習滞納者は固定化されていることから個別対応の実施

[介護保険料]
現年度分収納率
　：９９．７％

[介護保険料]
　直近3年間（H23～H25)の収納率の平
　均値から目標を設定。

◎平成29年2月1日現在の徴収状況
○現年度分
　 ・徴収率…83.09％（前年比　△0.24ポイント）
　 ・収入額…659,134,500円
○過年度分
　 ・徴収率…19.27％（前年比　＋2.91ポイント）
　 ・収入額…1,703,426円
○合計
　 ・徴収率…82.39％（前年比　△0.31ポイント）
　 ・収入額…660,837,926円
※早期の催告、処分等により、過年度分徴収率が改善

[国民健康保険税]
現年度分収納率
　：９６．０％

[国民健康保険税]
　直近3年間(H23～H25)の収納率の平
　均値から目標を設定。

◎平成29年2月1日現在の徴収状況
○現年度分
　・収納率 ：83.87％（前年比 ＋0.43ﾎﾟｲﾝﾄ）
　・収納額 ：494,833,400円
○過年度分
　・収納率 ：13.60％（前年比 △0.12％）
　・収納額 ： 20,917,825円
○口振、コンビニ収納等利用促進、早期催告、処分強化等で収納率を
　改善した。

［後期高齢者医
　療保険料］
現年度分収納率
　：９９．８％

［後期高齢者医療保険料］
　直近3年間（H23～H25）の収納率の
　平均値から目標を設定

○口座振替の推進通知発送者（１９４名⇒１１６名が振替手続済、年
　齢到達者等）
○督促前未納通知発送者…１６２名
○電話等による納付勧奨対象者…１３名（滞納者）
○戸別訪問実施世帯…９世帯
※コンビニ納付の検討を行った結果、納入通知書による納入者約２０
　０人は金融機関で納入していることや、費用対効果の面から、導入
　しないこととした。

[ガス･水道･下水
 道の使用料]
現年度分収納率
　　　：９９％
過年度分収納率
　　　：５０％

[ガス･水道･下水道の使用料]
　現年度分は現状で98％台を確保して
　おり、さらに収納率向上を目指す。
　過年度分は大口滞納者から毎年度10
　％相当の収納を目標とする。

○滞納状況を把握し、催告書発送後、支払のないに対して供給停止措
　置を実施した。
○供給停止措置を解除する場合には、催告分及び直近の督促分までの
　収納を基本とし、滞納の解消に努めた。
○大口滞納者には誓約書に基づく納入を履行してもらうように努めた。
○収納率(H29.1月末)
  現 年 分 98.33％（前年同期98.48％） △0.14ﾎﾟｲﾝﾄ
　過年度分 28.96％（前年同期25.31％） ＋2.16ﾎﾟｲﾝﾄ

[保育料]
現年度分収納率
　：９９．８％

[保育料]
　H25現年度分収納率：99.6%からの更
なる改善を目指す。

○徴収率：98.7％（2/20現在）
○口座振替不能者に対する早期催告の実施
○高額未納者等の戸別訪問の実施、納入誓約書の徴取

未利用公有地の活用
の推進

財務課
建設課

観光商工課
16

　未利用公有地の売却・貸付を促進する制
度の導入や積極的な情報提供など資産の有
効活用を推進し、歳入確保を図る。

[財務課]
財産処分又は貸
付件数：５件

[建設課]
市有地売払収入
（都市計画代替
　用地・法定外）
　　４件/年
（未分譲地）
　　２件/期間内

[観光商工課]
財産処分又は貸
付件数：３件

[財務課]
　財産売払い1件/年

[建設課]
　都市計画代替用地・法定外公共物に
ついては、これまでの実績を基に設
定。
　未分譲地は、これまでの実績を踏ま
えて計画期間内で2件を目標として設
定。

[観光商工課]
　新井東部工場団地の残区画

【財務課】
○宅建協会へ市有地売却依頼（通年）し、１件売却契約締結（6月28日
　246.38㎡　6,455,156円）。
○ヤフー官庁オークションへの申込み（4,5,7,9,10,1月）、市報、ホ
　ームページによるＰＲを実施したが、売却に至っていない。

【建設課】
○インターネットオークション、一般媒介契約等による販売促進
○実勢価格に基づく販売価格の見直し
○未分譲地の周知用昇り旗の設置

【観光商工課】
○市内企業巡回訪問等により企業の意向を把握し、市内企業の拡張の
　ため空き区画内一部の賃貸借契約を締結した（契約8/31、使用開始
　10/1、新規貸付4,711.84㎡、残面積：３区画 13,105㎡）

◆滞納者の情報把握
◆口座振替日等の変更調整
◆納入管理の徹底

◆口座振替の推進、コンビニ収納等
　の利用促進PR
◆早期催告、納税相談の実施

◆電話催告の実施

◆市営住宅等使用料の現年度滞納
　額ゼロを目標に取り組む（催促
　、督促の徹底、個別面談・訪問
　の実施等）

①自主財源の確保

市税等の収納率向上
に向けた取組みの推
進

H28年度 取組内容（計画）

　積極的に早期の催告(訪問や電話、文書)
に努め、滞納額の縮減を図り、収納率を高
める。また、滞納状況を踏まえ、法的整理
等の強化により、累積滞納額の削減を図る。

15

市民税務課
建設課

福祉介護課
健康保険課
ガス上下
水道局

こども教育課

◆口座振替の推進、コンビニ収納
　等の利用促進PR
◆関係課と連携した電話催告及び
　夜間訪問を含む徹底した早期催告
◆納税相談の充実と履行監視、約
　束不履行者等に対する滞納処分
　の強化

◆口座振替の推進、督促前通知、電
　話による納付勧奨、戸別訪問、市
　民税務課との情報共有

◆定期的な電話催告、納付書の郵
  送、戸別訪問の実施
◆早期催告の実施

◆市報、ホームページにおける土地
　情報と各種支援制度の周知、ＰＲ
◆不動産事業者等を通じた住宅取得
　制度の紹介
◆企業誘致活動におけるＰＲ
◆販売価格の見直し方針の検討

4



広告収入や寄付金等
による歳入確保の推
進

総務課
財務課
関係課

17
　市ホームページなどへの広告掲載や、妙
高山麓ゆめ基金の募集ＰＲ強化など各種媒
体を活用し、歳入確保を図る。

[総務課]
広告料収入：
　3,000千円／年

[財務課]
広告料収入：
　　300千円／年
寄付金：
 50,000千円／計
 画期間

[総務課]
・H26年度見込額1,500千円の倍増を見
  込む。

[財務課]
・広告料収入
　封筒広告料収入の最大額（300千円
　／年）を確保する。
・寄付金
　H25年度実績：10,575千円を踏まえ
　て目標を設定。

【総務課】
○広告掲載の募集を広報紙で行った。１月末の広報紙・ＨＰバナーの
　広告収入額 1,092千円
○ホームページのバナー広告は、全６枠のうち２枠が利用されている
  状況。引き続き、企業等へ働きかけていく。

【財務課】
○「寄付金」妙高山麓ゆめ基金寄附金59,472千円（Ｈ29.1月末現在）
　・Ｈ28.8.1から新たな返礼品「山岳ガイド券」を追加した。
　・Ｈ28.4.1から民間のふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」に
　　おいて、申込と同時にクレジット決済ができるように改善した。
　　（Ｈ28.1月末 1,047件 31,061千円
　　　　　　　　　　　　　　→ Ｈ29.1月末 2,228件 59,472千円）
○「広告料」封筒広告料収入角２封筒の６枠 180千円を確保できた。

行政評価に基づく事
務事業の徹底した見
直し

企画政策課
全課

18
　定期的な事業評価を実施し、限られた経
営資源を適切に配分するために事業の見直
しや廃止を進める。

財政計画に基づ
く予算規模への
事業費の縮小

　財政計画に掲げる各年度の歳出額に
見合う規模の事業計画としていく必要
がある。

○四半期ごとに主要課題の具体的な改善プロセスの確認（市長ヒアリ
　ング）を行い、事業の進捗管理を強化した。（４月、７月ヒアリン
　グ）
○ＰＤＣＡサイクルの循環が見えやすいよう経営方針及び主要事業計
　画書の様式を見直した。

政策形成と予算編成
プロセスの抜本的な
見直し

企画政策課
（財務課）

19
　行政評価や各種ヒアリングのあり方の見
直しなど、政策形成から予算編成までの一
連のプロセスの見直しを行う。

見直し完了
　行政評価と予算編成の連携強化など
継続的に見直しを行う必要がある。

○新年度主要事業計画の策定にあたり、政策が反映されるよう各課経
　営方針（案）に対する市長ヒアリングを実施した。（１０月上旬）
○その後、３課（企画政策課、財務課、総務課）による主要事業計画
　のヒアリングを実施し、各課事業の事前評価を集中して実施した。
　（１０月中旬～下旬）
〇３課によるヒアリングにおいて方針確認できなかった項目について、
　副市長を長とした庁内評価委員会において再協議し、事業計画の方
　針を示す。（１１月～）

使用料、手数料等の
見直し

総務課
関係課

20

　サービス提供に必要なコストを削減しつ
つ、実際の費用（原価）を基本とした算定
方法により、使用料、手数料や各種事業等
における自己負担額（受診料、入場料、出
展料、販売物の販売価格等）の見直しを行
う。

見直し完了
　サービス提供に係るコストや社会情
勢の変化などを踏まえた料金とするた
め、全庁的な見直しが必要である。

○公共施設使用料の見直しについては、平成２７年度に実施し、平成
　２８年６月１日以降の施設利用分から適用。

ガス上下水道料金等
の見直し

ガス上下
水道局

21

　公営企業の健全な経営を維持するため、
経営コスト削減と水洗化率向上など収入確
保を図りつつ、需要予測などを見据えて、
ガス上下水道料金等の見直しを行う。

・ガス上下水道
　料金の見直し
　完了

・下水道水洗化
　率：96.2％

　人口減少等による需要減少に伴い安
定経営ができる料金への見直しが必要
である。
　新たに供用開始した杉野沢地区等の
水洗化率向上を目指す。
　H25年度下水道水洗化率：94.6％

○水道料金の見直し実施済 … Ｈ２８年６月分から改定
○ガス料金の見直し実施済
　※石油石炭税増税、熱量変更による料金の値上げ改定は、Ｈ２８年
　　１１月分から
　※輸入天然ガス割合の変更、原価の洗い替えによる料金の値下げ改
　　定は、Ｈ２９年４月分から
○簡易水道料金等の見直し　（３月議会提案）
　※簡易水道料金の改定（妙高区域の料金に統一）は、Ｈ２９年６月
　　分から
　※給水装置新設時の負担分の改定（妙高区域の加入金に統一）は、
　　Ｈ２９年４月から
○杉野沢地区等での水洗化啓発（水洗化促進のため、使用可能な世帯
　に対して戸別訪問を実施、Ｈ２８年度接続戸数：２１戸）
　※接続総数６４件、接続率４７．１％

各種サービスにおけ
る対象要件の見直し

環境生活課
福祉介護課
こども教育課
(健康保険課)

22
　市の独自制度におけるサービス受給者の
収入要件について、受益と負担の公平性確
保の観点から見直しの検討を行う。

検討完了
　公平性を確保するため、慎重な検討
を行う中で、必要な市民に対し、適切
な支援を行っていく必要がある。

【環境生活課】
○地上デジタル波難視聴者等補助金交付
　・対象世帯の要件に収入要件を設けることとし、補助要綱を変更し
　　た。平成２８年度からの新規対象世帯の決定にあたっては市民税
　　課税要件に加え、収入を反映する。(H28年度対象者12名)
○指定ごみ袋交付
　・平成２８年度も継続し、１歳未満の乳児の属する世帯を対象に、
　　紙おむつ用指定ごみ袋の無償交付を実施（実績：Ｈ２７年度２１
　　８世帯、H２９年２月現在１７０世帯）

【福祉介護課】
○見直した要援護世帯冬期在宅支援事業対象者世帯要件に基づき、決
  定した世帯に対し、支援を実施した。

【こども教育課】
○国の制度改正に準じ、年収３６０万円相当の世帯に対する負担軽減
　を図る形で、市の保育料額を改めた。

【健康保険課】
○該当する要件なし

①自主財源の確保

②「選択と集中」に
よる事務事業の抜本
的な見直し

③受益者負担の適正
化

【広告料】
◆ホームページ、広報紙への広告
  掲載の募集
◆市内企業等への積極的な広告掲
　載の依頼
◆庁用封筒への広告掲載の募集

【寄付金】
◆謝礼内容の検証と必要に応じた
　変更
◆民間会社のＷebサイトでのＰＲ等

◆平成27年度に見直し実施済

◆企画・総務・財務の各課による
　見直し内容の検討
◆各種ヒアリングの内容・手法の
　検討
◆予算査定の内容・手法の検討

【環境生活課】
◆見直し後制度の運用

【福祉介護課】
◆見直した要援護世帯冬期在宅支援
　事業の対象世帯要件に基づき支援
　の実施

【こども教育課】
◆国の動向・他市の状況等を踏まえ
　た適切な負担額の検討
◆国の保育料制度改正に準じた年収
　３６０万円未満相当世帯に対する
　負担軽減措置の実施。
◆認定こども園の１号認定子ども給
　食費の第３子無償化
◆減免申請の審査、承認及び不承認
　の通知

【健康保険課】
◆該当する要件なし

◆財政計画に基づく事業費の縮小
◆施策評価など、効果的な行政評
　価の実施に向けた検討（事務事
　業の施策への貢献度による事業
　の選択と集中）

◆ガス、水道、簡易水道料金の見
　直し
◆杉野沢地区等での水洗化啓発

5



④堅実で効率的な財
政運営

財政健全化判断比率
などの改善

財務課 23
　優良債の有効活用や市債発行の抑制など、
適切な財政運営により、実質公債費比率、
将来負担比率、経常収支比率の改善を図る。

・実質公債比率
　　：13％以下
・将来負担比率
　　：71％以下
・経常収支比率
　　：81％以下

　第2次妙高市総合計画の目標値

○予算執行通達・通知
○契約等状況調査の実施
○執行伺等の合議の中で効率的な予算執行等のチェック
　（Ｈ２７年度経常収支比率：６６．４％）
○Ｈ２７年度の決算数値の分析とＨ２９年度予算に向けての課題整理
　（Ｈ２７年度実質公債比率：　９．７％）
　（Ｈ２７年度将来負担比率：１８．９％）

（２）質の高い行政体制の確立

大綱での取組項目 個別取組項目 担当課
取組
番号

取組内容 目　標 目標設定根拠 H28年度　取組状況

人事考課制度の適切
な運用

総務課 24
　人材育成や組織の士気高揚を図るため、
評価項目に業務目標管理の視点を加えるな
ど人事考課の見直しを行う。

見直し完了
　H28年4月の地方公務員法の改正に伴
い人事考課制度の見直しが必要であ
る。

○人事考課票を見直し、上半期評価において、一部の役職で試行を実
　施し、実績評価が明確になるように見直しを進めた。今年度３月分
　から全職員の評価を新様式で実施する予定。
○人事評価者研修を実施（9/28,9/29)し、評価者のレベル統一を図っ
　た。

職員の能力開発の促
進

総務課
全課

25
　職員が主体的、自発的に能力開発を行う
ため、選択制や公募制の職員研修を拡大す
る。

選択制、公募制の
職員研修の拡大

　研修機会を拡大し、職員自身の意欲
を高め、研修効果の向上を図る必要が
ある。

○主体的な研修意欲を醸成するため一人１自主研修の取組を実施。
○２月１５日現在：総合事務組合等研修７５名、新分野開拓研修７名
　（６件）、専門研修９件(９名）となっており、研修を業務改善
　につなげている。
○研修後３ヵ月経過時の研修効果の検証、研修報告会実施の報告など
　、研修効果を高めることに努めた。

総務課
全課

26
　ＩＳＯの取組みにより、業務目標や業務
課題等を職場内で共有し、組織全体として
業務改善への意識を高める。

はねうま運動推
進リーダーによ
る課内チェック
の平均評点
　　　：４以上

　H26年7月の課内チェック平均評点：
3.39から毎年度逓増を見込む。

○実行部門長会議において、業務改善計画書を課内にて共有し、進捗
　管理等への活用するよう働きかけを行った。
○職務基準面接、中間面接を実施し、業務目標の共有、課題や問題点
　の把握等、取組み状況の確認を行った。

総務課
全課

27
　職員の行動規範である「はねうま運動」
の取り組み手法を見直し、運動の実践を徹
底する。

市役所利用者アン
ケート平均評点
　：４．６以上

　H26年度市役所利用者アンケート平均
評点：4.54から毎年度の逓増を見込
む。

○市役所利用者アンケートの実施
　（実施結果：平均評点４．６６点、前年比０．０５点の増加）
○多くの項目で前年度より良い評価となったが、電話応対や窓口対応
　についての苦情もあり、引き続き意識改革を進める。

総務課
全課

28
　業務手順書や行政手続条例の審査基準等
の定期的な見直しにより、迅速で適切な業
務執行を徹底する。

不適合サービス
発生件数
　　：８件以下

　H26年度発生件数：17件からの半減を
目指す。

○実行部門長会議において今年度のＩＳＯ取組方針、内容等について
　説明すると共に行政手続条例に係る個々の規定の、審査基準の見直
　しを促進した。
○立法技術や政策法務を理解していない職員が多いとの指摘を受け、
　ＯＪＴによる能力の底上げを図っている。（Ｈ29.1.18に若手職員
　を中心とした法務研修を実施）
○ＩＳＯ規格の改正に伴い、統合マニュアルの見直しに併せて業務の
　効率化を図るよう検討中。

組織機構の継続的な
見直し

総務課 29

　多様化する市民ニーズや新たな行政課題
に迅速かつ柔軟に対応し、効率的な組織体
制を構築するため、継続的に組織機構を見
直しする。

見直し完了
　毎年度、組織機構を検証し、行政課
題に対応した組織機構を構築する必要
がある。

○４月から、生涯学習課に国体推進室を新設。ガス上下水道局のガス
　水道整備係と下水道整備係を統合し施設整備係を新設。
○現行の組織体制及び事務分掌の検証を実施（１０月～１１月）。
　平成２９年度の組織のあり方について調整、方針決定を行う（１２
　月～１月）。

定員適正化計画に基
づく職員定員管理の
推進

総務課 30

　職員の総人件費を抑制しながら、サービ
スの質の維持、向上を図るため、業務量や
業務内容を踏まえた人員配置を行い、職員
数の適正化を図る。

職員数
　　：３２４名

　第5次定員適正化計画（H27～31年
度）の目標値

○定員適正化計画に基づいた職員数の管理を行った。
　※平成２８年度職員数３３９人（前年度比▲１３人）
○再任用制度運用を開始。Ｈ２８年度：５人を任用

弾力的な勤務体制へ
の見直し

総務課 31
　長時間勤務の軽減や業務効率化の向上等
を図るため、職員の勤務時間の柔軟な運用
など弾力的な勤務体制の検討を行う。

検討完了
　時差出勤制度の導入を検討し、時間
の有効活用や長時間勤務の軽減を図る
必要がある。

○Ｈ２７年度試行結果により取り組みを行わない。

H28年度 取組内容（計画）

◆業務課題と組織体制の検証
◆組織体制見直しの検討

職員意識改革の促進

②機能的な組織づく
りと適正な職員管理

◆「はねうま運動」の実践
◆取組み手法の見直し
◆課内チェックの実施

①職員能力を最大限
に活かす人材育成

◆業務改善計画書を活用した業務
　目標の共有
◆定期的な取組み状況の評価

◆業務手順書及び行政手続条例審
　査基準の見直し

◆自主財源の確保と歳出削減
◆公債費の削減（繰上償還の実施、
　新発債の抑制や優良債の効果的
　活用）

◆人事考課票の見直し
◆人事考課者研修の実施

◆定員適正化計画に基づく職員数
　の管理
◆庁内における業務等の把握

◆Ｈ27年度試行結果により取り組
　みを行わない。

◆年度別研修計画の策定
◆職員への研修内容の周知
◆研修効果の検証

6



（３）効率的な行政活動の推進

大綱での取組項目 個別取組項目 担当課
取組
番号

取組内容 目　標 目標設定根拠 H28年度　取組状況

マイナンバー制度活
用による業務の効率
化

総務課
関係課

32
　各種行政手続きの簡素化を図るため、市
独自業務におけるマイナンバー制度の利用
を検討する。

検討完了
　国の動向に合わせて検討を進める必
要がある。

○国や県、システムベンダーから積極的に情報を収集した。
○国では、子育て支援や民間ポイントカードとの連携、図書館カード
　との共有化などマイナンバーカードの魅力アップ案を掲げている。
　妙高市としても、今後の体制づくりを進めていく必要がある。

総務課
関係課

33
　業務やシステム機能の見直しによるシス
テムの最適化を図るため、庁内の電算シス
テムの連携、統合を検討する。

検討完了
　システム構築における費用対効果を
見極める必要がある。

○基幹系システムの見直しは、マイナンバー制度の他市連携の動向を
　踏まえて検討を進める。
○システムの導入や更新にあたり、システムの適性や連携等を確認。
○学校と接続する財務会計システムの回線を見直して経費節減実施。

総務課
関係課

34
　災害時の事業継続の確保やコスト削減を
図るため、他自治体とのシステム共有やク
ラウド化などの手法について検討する。

検討完了
　近隣自治体と情報を共有しながら検
討を進める必要がある。

○上越三市において検討会を実施し、情報共有を図った。
○マイナンバー実施に伴う、セキュティ強化のためのインターネット
　と業務システムの分離にあっては、県のセキュティクラウド工事の
　進捗に合わせ、今年度中に庁舎内システムの改善を行う。

総務課
こども教育課

35
　効率的で安全な運転業務を行うため、ス
クールバス等の運転業務について、民間委
託の導入を検討する。

検討完了
　安全性と効率性の両立や、受け皿と
なる団体等の状況を踏まえた検討が必
要である。

○４月より直営運行だった路線の運転業務をバス会社へ委託。あわせ
　て、バスの車両管理、運転手の安全管理、配車業務を委託。
　・運転手の人的管理や車両等の安全管理、配車業務をバス会社へ委
　　託したことにより、事務の軽減が図られた。
　・変更初年度のため、学校側のバス運行に関するデータ入力等は徹
　　底されていない。

ガス上下
水道局

36
　ガス事業法改正の方向性を見極めながら、
ガス事業の譲渡や民間委託の拡大等に向け
て検討する。

検討完了

　H27年にガス事業法が改正され、H29
年に都市ガスの小売り販売が全面自由
化となる見込みであり、今後の事業の
あり方について、検討が必要である。

○ガス、水道、下水道事業の広域化等について、近隣の上越市、糸魚
　川市との情報交換会を実施（今後も継続予定）
○今年度ガス事業譲渡手続きを行った公営企業に関する資料収集を実施

総務課
関係課

37
　他自治体の民間委託導入実績などを参考
に民間へ委託する業務の検討を行う。

検討完了
　全ての事務事業において、民間委託
導入の可能性を洗い出す必要がある。

○県や他市町村で実施されているアウトソーシングの情報収集を実施。
○交付税算定におけるトップランナー方式等の導入が進められており、
　今後、主に窓口業務等についてアウトソーシングの可能性を調査中。

こども教育課 38
　安心・安全で効率的な給食を提供するた
め、給食調理業務の民間委託を拡大する。

民間委託導入
校数：７校

　各給食施設に適正な人員を配置する
ため、食数や施設等の状況を踏まえて
民間委託を拡大する。
　H26年度現在1校で導入

○民間委託新規導入…１校(新井中学校）
○Ｈ２９年度以降の民間委託導入計画の方針を作成した。

公共施設等総合管理
計画の策定

財務課
関係課

39

　長期的視野に立った適切な施設の維持管
理と将来的な財政負担の軽減や平準化のた
めに、全ての公共施設（インフラ施設含む）
を対象とした総合管理計画を策定する。

計画策定
　総務省からのH28年度末までの策定要
請に対し、できる限り前倒しして取組
む。

○他市の計画の調査
○施設更新費用の推計等
○計画素案作成
○パブリックコメントの実施（9/26～10/25）
○議会全員協議会で説明（１２月）
○計画の策定（１２月）

公共施設有効活用再
配置計画の着実な実
施

総務課
関係課

40
　公共施設有効活用・再配置計画に基づき、
空き施設の活用や施設の複合的な利用と廃
止施設の計画的な除却を進める。

有効活用や廃止
等の実施施設数
　　：１０施設

　５年間に有効活用や廃止等を見込む
施設減

○「新井克雪管理センター」及び「新井南体育館」の再配置について
　検討。瑞穂地区でＮＰＯ設立の動きがあり、進捗にあわせ再検討す
　る。
○「妙高市総合センター」については、利用者団体（配食ボランティ
　ア）と協議後に、機能移転及び撤去に向けた方針の確認・決定を実
　施した。

上下水道施設の効率
的な運用

ガス上下
水道局

41
　人口減少への対応や施設の効率的な運用
を図るため、計画的に上下水道施設の統廃
合を行う。

統合完了

　妙高簡水の施設接続等により、瑞穂
浄水場を廃止する。
　新井浄化センターの更新に合せて、
斐太クリーンセンターを廃止する。

○簡易水道統合については、瑞穂ポンプ場築造工事や、妙高簡水と新
　井南部簡水を接続させる連絡管（配水管）布設工事を実施し、平成
　２９年１月２６日に旧瑞穂簡易水道給水区域の全世帯の給水が開始
　され、施設運用の効率化と安定した給水が図られた。
○新井浄化センター更新は、１２月に日本下水道事業団と改築更新工
　事委託協定の締結を行い、引き続き老朽化した設備の更新を進める。
　（協定期間：H28.12.26～H30.3.31）
○集落排水接続工事の実施設計を１１月に発注、
　（委託期間：H28.11.17～H29.3.23）

指定管理者制度の効
果的な運用

総務課
関係課

42
　施設の管理運営状況の検証を行い、指定
管理料の算定基準や制度の効果的な運用等
について見直しを行う。

見直し完了
　安定的且つ効率的なサービス提供を
行うため、社会情勢や利用状況を踏ま
えた見直しが必要である。

○平成２７年度モニタリング結果を踏まえ行ったヒアリング（８月～
　９月）では、モニタリングの実施方法、利用者のニーズ把握や指定
　管理委託料の考え方などで課題を確認。
○制度運用に係る指針の改訂は、年内に着手し、平成２９年４月施行
　予定。また、委託料の算定基準等は、関係課を含め検討会を組織す
　る中で、平成３０年度の予算編成前までに方針を決定する。

H28年度 取組内容（計画）

◆指定管理施設における課題の洗
　い出しと対応策の検討

◆施設の有効活用や廃止に向けた
　内部調整
◆機能移転、譲渡などに向けた関
　係機関との協議

◆瑞穂ポンプ場築造工事及び配水
　管布設工事
◆新井浄化センター更新と集落排
　水接続工事の実施設計

◆Ｈ２９年度以降の民間委託導入
　計画の策定
◆民間委託導入校…３校

◆計画の策定

◆今後の民間委託・譲渡など、事
　業の在り方の検討

◆事務事業における民間委託等の
　導入の検討

◆電算システムの連携、統合の検討

◆近隣自治体との情報共有と導入
　の検討

◆情報収集と制度利用の検討

③公共施設の適切な
配置と管理運営

①業務の効率化によ
る行政サービスの向
上

全庁的な電算システ
ムの再構築

②民間活力の積極的
な活用

民間委託・民営化の
推進

◆民間委託に向けた検討

7
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妙高市地域コミュニティ振興指針の取組評価（H24～H28年度） 
 

地域コミュニティの課題 課題解決に向けた方針 取組評価 

(1)近所づきあいや連帯感の希薄化  (1)地域コミュニティの基礎である町

内会等の維持と活性化 

・地域コミュニティ振興指針に基づき、各種施策を進めてきたほか、自治組織活動への財政的支援を拡充し、住民の地域活動への参加促進

と相互扶助機能の強化を支援してきた。 

・地域では将来を見据えた地域コミュニティの維持・活性化に向けて、危機感や話し合いが必要との意識が高まってきている。 

・地域での見守りや除雪による高齢者世帯への日常支援活動が広がってきた。市内全域で見守りネットワークが構築されたほか、住民共助

のお助け隊などの活動等が拡大している（市内１５地域）。 

・自主防災組織が全地域で組織され、地域で災害に備えた訓練等の活動が拡大している。（訓練実施率 H２７年度６６％） 

・その他、環境美化や鳥獣対策など地域課題を主体的に解決していこうとする自治組織等が増えてきている。 

(2)リーダーや役員の担い手の不足 (2)リーダーなど多様な人材の発掘と

育成 

・地域コミュニティの役割や重要性を再認識し、自主的・主体的な自治活動の促進を図るため、町内会長会議や地域づくりリーダー研修会

を開催してきた。 

・防災士、健康づくりリーダーや食生活改善推進委員など、行政が委嘱している各種委員が地域等で活動を進めている。 

・市職員に地域活動への参加を促すとともに、町内会長等へは地域に居住する市職員リストを送付することで地域活動への市職員の支援が

拡大している。（１０１人の市職員が地域役員等として活動） 

・市民活動支援センターとの連携による研修会の実施など、団体や人材の育成に努めるとともに、地域づくり協議会での事例発表等を通じ

た情報交換を行ってきたことにより、意識の高い団体やそこでのキーマンとなる人材が表れてきている。 

(3)小規模な町内会等の活動の低下 (3)複数の町内会等による活動の連携 ・小規模な町内会等に対して地域点検を実施し、祭り等のイベントや高齢者の見守り体制、防災体制など複数の集落で取り組むよう働きか

けてきた。 

・子ども会、老人クラブなどの地域団体が広域化されている地域もあるが、高齢化や子ども数の減少により、祭りへの参加や行事を中止し

ている地域も出てきている。 

・地域集会施設の修繕、新築に対し補助金を交付してきたことにより、地域活動の拠点となる施設の整備が進んでいる。 

(4)町内会等と各種地域団体との連携

の困難さ 

(4)地域コミュニティへの支援 ・地域づくり活動団体支援交付金を地域づくり協議会構成５４団体に交付し、財源面から各団体の実状に応じたコミュニティ活動を支援し

てきた。 

・地域のこし補助金を創設し、新たな共助組織づくりを支援してきた。防災減災活動での活用が主であり、今後は、地域主体の共助組織づ

くりへの活用を図っていく。 

・自らの創意工夫により自主的かつ自発的に取り組むまちづくり活動を支援する「地域の元気づくり補助金」の活用により、地域課題の解

決に取り組む地域団体が増えてきている。（２１団体） 

・市民活動支援センターにおいて地域団体等に対する相談対応と助言に取組み、地域団体による事業の立ち上げなどを支援してきた。 

・町内会長等の負担軽減として、市報等の配布を月１回に削減したほか、町内会長等が出席する会議などについて、全庁で情報を共有し、

開催日の日程調整を図った。 

・地域課題の解決に向けて地域と行政との連携を強化していくため、総務課に地域コミュニティ振興係を設置した。 

(5)共同作業維持の行き詰まり 

 

(5)中山間地域の過疎化・高齢化の進ん

だ地域コミュニティへの支援 

 

・水原、平丸、長沢地区に地域サポート人を配置し、地区振興計画に基づく活動を支援してきた。 

・都市部の若者が地域のこし協力隊として、地域活動や生活支援の担い手として活動に取り組み、地域住民に明るさや新たな交流拡大の機

運が高まっている。 

・長沢、平丸地区では自治会組織の再編が進み、地域全体で支え合う体制へと見直しが行われたほか、水原地区では、学生などとの交流事

業を促進し、地域の活力づくりに取組んできた。 

・農産物の生産や６次産業化の推進による、コミュニティビジネスの立ち上げ支援により、縄綯いや菊芋加工などの事業へのチャレンジが

始まった。ステップアップ補助金を設立し、機械購入補助など８件を受け付け、６次産業化に取組む生産者の掘り起こしを行った。 

・高齢者の生活支援の仕組みとして、市内全域で見守りネットワークが形成され、さらには生活支援コーディネータによる地域組織や社会

福祉協議会等との連携、充実を進めている。 

資料２－１ 
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妙高市地域コミュニティ振興指針（改訂案）の概要 

 

改訂のポイント 

① 行事活動型から地域課題の解決を図る協働型地域コミュニティへの転換 →（地域コミュニティと市との公益活動における協働の推進、安全・安心な暮らしの確保に向けた取り組みへの支援） 

② 地域づくりが円滑に進められる体制づくり              →（広域的な地域コミュニティのあり方の検討、地域団体における活動範囲の見直し） 

③ 地域負担の軽減に向けた合理化と役割分担の推進           →（行政が施策を推進するために組織化を働きかけた地域づくり活動団体の見直し） 

（赤字部分は主な改訂点） 

現状と課題 課題解決に向けた方針 地域コミュニティが取り組むもの 市が取り組むもの 

(1)近所づきあいや連帯感の希薄化 

 

・アンケート調査では、町内会等における近所づきあいや

連帯感が「以前と比べて薄くなっている」との回答が半

数を超え５年前よりも上昇している。 

・地域コミュニティが必要とされる理由としては、「防犯、

防災につながる」、「災害時等に助け合うことができる」

との回答が多い。 

・少子高齢化等により町内会等の活動が縮小し、また、生

活スタイルの変化により地域に関心を持つ住民が減少し

ている。 

・地域の連帯感を醸成するためには、住民が地域コミュニ

ティの重要性を認識し、地域活動に参加しやすい環境を

整える必要がある。 

 

（継続） 

(1)地域コミュニティの基礎である町内会等の維持

と活性化 

 

・地域コミュニティの維持・活性化と地域課題の解

決に向けた話し合いの実施 

・地域役員の役割分担等の見直し 

・住民が地域活動へ積極的に参加する取り組みの実

施（地域を守る活動、地域住民が集うイベント、

地域を再発見する活動） 

・共助活動やコミュニティビジネスの仕組みづくり 

・地域コミュニティによる共助活動への支援 

・地域への依頼業務等の見直し（負担軽減） 

・財政的支援 

・市民活動支援センターによる地域コミュニティへの

支援 
・住み良い地域社会を持続するには、一番身近で、

全市的に組織されている町内会等の活動を維持

していくことが必要です。 

・町内会等では地域組織体制の整備や協働労働の仕

組みづくりを行うほか、住民の安全・安全な暮ら

しの確保をはじめとした地域課題の解決を図る

ための地域づくりを進めます。 

(2)リーダーや役員の担い手の不足 

 

・町内会長等の任期は１年とする地域が多く、地域運営の

継続性や活性化の点で課題となっている。 

・地域組織の活性化に必要なこととして、女性や若い世代

が役員に積極的に参加することが求められている。 

・地域活動を活性化していくためには、リーダーや役員な

ど活動の中核を担う人材を確保、育成していく必要があ

る。 

 

 

（継続） 

(2)リーダーなど多様な人材の発掘と育成 

 

・地域に欠かせない特技・職業経験を持つ人材の発

掘 

・若い世代や女性層、子どもの参加促進 

・地域活動リーダーの育成 

・地域活動を担うリーダーなどの育成や活動に踏み

出せないまま地域に埋もれている団塊の世代を

はじめ幅広い地域住民が、地域活動に参加できる

環境を整備します。 

資料２－２ 
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現状と課題 課題解決に向けた方針 地域コミュニティが取り組むもの 市が取り組むもの 

(3)小規模な町内会等の活動の低下 

 

・子ども会、青壮年会、婦人会など地域団体の活動が縮小

してきている。 

・祭事、共同作業を維持するためには、近隣自治会等と連

携する仕組みづくりが必要とされている。 

・小規模な町内会等では、共同作業や地域団体の活動をい

かに維持するかが課題となっている。 

・集会施設の除雪対応や維持管理が困難になっている。 

 

（継続） 

(3)複数の町内会等よる活動の連携 

 

・町内会等の枠を超えた連携 

・集会施設の統合 

・地域づくりが円滑に進められる体制づくり 

・単一の町内会等では開催が難しい行事や、小規模

な町内会等では実施できない高齢者の生活支援

などの課題は、近隣の町内会等と連携するなど、

地域づくりが円滑に行われるよう必要な体制づ

くりを行います。また、地域の集会施設は、統合

など共同利用を推進します。 

(4)町内会等と各種地域団体との連携の困難さ 

 

・町内会等では、各種地域団体との関係が複雑化し、地域

課題の共有や解決に向けて団体間の連携強化が課題とな

っている。 

・行政からの依頼業務等が地域役員等にとって大きな負担

となっており、本来の地域活動の妨げになっているとの

意見もあるため、その対策が求められている。 

・人口減少や高齢化により町内会費が減少する傾向にあり、

地域活動の維持や組織運営が困難になりつつある。 

（現行） 

(4)地域コミュニティへの支援 

      ↓ 

（変更後） 

(4)地域コミュニティの主体的な活動への支援 

 

・住民が地域活動へ積極的に参加する取り組みの実

施（地域を守る活動、地域住民が集うイベント、

地域を再発見する活動）（再） 

・共助活動やコミュニティビジネスの仕組みづくり

（再） 

・地域役員の役割分担の見直し（再） 

・地域コミュニティと市及び地域づくり活動団体との

連携 

・市職員の地域コミュニティへの支援 

・市の組織体制の整備 

・地域コミュニティによる共助活動への支援（再） 

・財政的支援（再） 

・市民活動支援センターによる地域コミュニティ団体

への支援（再） ・地域コミュニティが課題解決に向けた主体的な活

動が実施できるよう、地域役員等の負担軽減を図

るとともに地域コミュニティと市及び地域づく

り活動団体との連携強化に取り組みます。 

・地域の特性や課題に応じて柔軟に対応できるよ

う、交付金、各種補助金制度の見直しを進めます。 

(5)共同作業維持の行き詰まり 

 

・中山間地域など過疎化、高齢化が著しい地域では、地域

コミュニティの維持や共同作業などが困難になってきて

いる。 

・これまで地域サポート人や地域のこし協力隊を配置しな

がら地域支援を行ってきているが、地区振興計画などで

地域が目指すことや将来像を明確にした地域支援を図っ

ていく必要がある。 

・高齢者世帯が増えてきており、高齢者の生活支援、声か

け・見守り等の高齢者の暮らしを支える活動の重要性が

高くなっている。 

（継続） 

 (5)中山間地域の過疎化・高齢化の進んだ地域コミ

ュニティへの支援 

 

・地域コミュニティの維持・活性化と地域課題解決

に向けた話し合いの実施（再） 

・共助活動やコミュニティビジネスの仕組みづくり

（再） 

・地域外人材等の活用 

・社会福祉協議会を通じた一人暮らし高齢者等への支

援 

・地域コミュニティによる共助活動への支援（再） 

・地域コミュニティの運営が困難な地域に地域サポ

ート人や地域のこし協力隊を配置し、地域コミュ

ニティの再構築を支援します。 

・高齢者が安心して地域で暮らせるよう、地域の支

え合い、助け合いの共助活動を促進するととも

に、共同作業の維持に向けて、地域外からの支援

や交流の仕組みづくりを推進します。 

 



  

 

 

妙高市地域コミュニティ振興指針

（改訂案） 

 

 

 

 

平成２４年４月策定 

平成２９年４月改訂 

 

 

妙高市 
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１ 指針策定の趣旨 

 

（１）策定の目的 

妙高市では、高齢化率が３４．１％（H29.1.1現在）と全国を上回る状況で高齢

化が進んでいます。 

特に、妙高地域の豊葦地区や新井地域の南部地区などの中山間地では、過疎化に

よる人口減少と６０％を超える高齢化により、地域コミュニティの維持・存続が危

惧される状況になっています。一方、中心市街地でも、少子高齢化による人口減少

や核家族化による高齢者世帯の増加と住民の価値観の多様化などによる連帯感の

薄れから、地域コミュニティ活動の衰退が見られるところも出ています。 

当市の人口は、２０１５年の国勢調査では３万３，１９９人でしたが、国立社会

保障・人口問題研究所の推計では、２０４０年に２万２，２４９人まで減少すると

予測されており、地域コミュニティの維持がさらに困難になることが懸念されます。 

私たちは、大震災以前から地域コミュニティの重要性を認識し、高齢者の見守り、

防犯、防災の活動など、お互いに助け合い、支え合う地域のつながりや協働心の醸

成に努めてきました。今後、さらに進行していく人口減少・超高齢化社会において

は、支えられる高齢者が増加し、支える世代が減少することにより、高齢者の生活

支援をはじめとする地域課題が多様化していきます。これらの課題を解決するため

には、地域住民の主体的な取り組みが不可欠であり、地域の仕組みや支援を強化し

ながら、助け合い、支え合える地域コミュニティの再構築が必要です。 

このため、地域コミュニティが持っている相互扶助機能を維持・向上させ、「地

域のこし」を実現していくため、地域コミュニティや市民、市の共通の指針として

「妙高市地域コミュニティ振興指針」を策定しました。 

 

（２）改訂の背景 

当市では、これまで平成２４年度に策定した妙高市地域コミュニティ振興指針に

基づき、地域コミュニティの維持・再生に向けた各種施策に取り組んできました。

その結果、町内会等の一部では、地域住民が主体となった地域課題の解決に向けた

活動が広がってきたほか、町内会等による高齢者等の見守りネットワークが市内全

域に拡大しました。 

今後も、地域住民が支え合い、安心して暮らすことができる地域コミュニティを

実現し、維持、活性化を図るためには、町内会等と市との連携のもと、地域づくり

の取り組みをさらに強化していく必要があります。 

このため、策定から５年が経過し、様々な社会状況の変化やこれまでの取り組み

から見えてきた課題を踏まえて、この度、指針を改訂します。 

 

（３）指針の位置づけ 

この指針は、妙高市自治基本条例に規定されている地域コミュニティの基本原則

並びに第２次妙高市総合計画及び妙高版総合戦略の施策を実現するための行動指

針として位置づけます。 



 なお、この指針では、町内会、大字、区など地域を基盤に形成された団体を「地

域コミュニティ」と総称します。 

 妙高市自治基本条例における地域コミュニティの基本原則並びに第２次妙高市

総合計画及び妙高版総合戦略における施策は次のとおりです。 

 

①妙高市自治基本条例における地域コミュニティの基本原則 

  ・「市民は、互いに助け合い自主的、主体的に自ら自治の推進に取り組むこと

を目的として形成された団体（「コミュニティ」）が、自治の担い手である

ことを認識し、これを守り育てるよう努めるものとする」（条例第８条） 

【説明】条例では、町内会、大字、区など地域を基盤に形成された団体につい

て、ＮＰＯやボランティア団体（地域を越え共通の関心や課題から形成され

る団体）とともに、自治の担い手として、これを守り育てることを定めてい

ます。 

 

②第２次妙高市総合計画における地域コミュニティの施策 

・まちづくりの大綱６「自立した地域を創る・生命地域」の基本施策１「市民協

働のまちづくり」において、「地域コミュニティの維持・再生」を主要施策と

して掲げ、「地域住民が主体的に地域課題の解決にあたり、地域コミュニティ

による共助の力を発揮するため、市民と行政との協働により、地域の仕組みや

支援を強化しながら、助け合い、支え合える地域コミュニティを再構築し、自

らの地域を守り、残していこうとする思いを形にしていく、妙高発「地域のこ

し」を推進することとしています。 

 

③妙高版総合戦略における地域コミュニティの施策 

・基本目標４「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域

と地域を連携します」において、施策の基本的方向２「心豊かで安心な地域コ

ミュニティの推進」を掲げ、「高齢化率が著しく高い地域等への活動支援」、

「地域のこし拠点づくり」、「介護予防と地域包括ケアシステムの構築」を柱

とする施策を推進することとしています。 

 

（４）指針の推進期間 

この指針の推進期間は、平成２９年度から平成３３年度までの５年間とします。 

 

（５）指針の策定方法 

この指針は、町内会長等を対象としたアンケート結果や市民活動の主体となる

住民代表者により組織した「地域コミュニティ振興策検討市民会議」から意見を

聴き策定しました。 

また、改訂にあたっては、再度、町内会長等へのアンケートを実施し地域コミ

ュニティの実態の推移を検証するとともに、市民の代表者により組織した「行政

改革市民検討会」等の意見を反映しました。 



２ 地域コミュニティの現状と課題 

 

地域コミュティの維持・活性化には、地域と市が地域コミュニティの現状と課題

について、共通の認識を持つ必要があります。 

このため、地域コミュニティの実態を詳細に把握するために、町内会長等を対象

とした実態調査を実施しました。また、市職員による居住地等の実態調査と地域を

構成する団体、人口推計などの調査を実施しました。 

調査の結果から、地域コミュニティの現状と課題は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）近所づきあいや連帯感の希薄化 

妙高市では、市内全域に、町内会、大字、区などが組織され、ほぼ全市民が加

入しています。この基礎的な地域コミュニティである町内会等における近所づき

あいや連帯感について、アンケート結果から「以前と比べて薄れている」との回

答が５年前よりも増加し５５．６％と半数を超えています。少子高齢化等により

町内会等の活動が低下しているほか、生活スタイルの変化により地域に関心を持

つ住民が減少していることが原因と考えられます。一方で、地域コミュニティが

必要とされる理由としては、「防犯、防災につながる」、「災害時等に助け合う

ことができる」との回答が多くなっています。 

地域の連帯感を醸成するため、住民が地域コミュニティの重要性を認識し、地

域活動に参加しやすい環境を整える必要があります。 

 

（２）リーダーや役員の担い手の不足 

町内会長等の任期については、「１年」との回答が半数を超えています。1年の

任期では、役員としての仕事を理解し、軌道に乗り出した時期に交代となり、地

域運営の継続性や活性化の点で課題となっています。また、地域では役員の担い

手が不足しており、地域組織の活性化には、若い世代や女性層が積極的に役員と

して参加することが求められています。このため、活動を支えるリーダーや役員

の計画的な育成や、リーダーをサポートする組織体制を整備する必要があります。 

（参考） 
【調査内容】 

○地域コミュニティ実態調査（町内会長等を対象としたアンケート） 
 対  象：町内会長、大字区長、地域づくり協議会長 ２１４名 
 回  収：１５１部（回収率：７０．６％） 
 調査時期：平成２８年１０月 
調査内容：地域の方の連帯感やつながりに関すること、地域団体の活動状況 

に関すること、祭事、共同作業に関すること、自治会の運営に関 
すること、地域の課題に関すること 

〇庁内調査（市職員による居住地等の実態調査） 
調査時期：平成２８年５月 
調査内容：地域で困っていることや問題となっていること 

新たに取り組んでいる地域活動、目指している地域活動 



（３）小規模な町内会等の活動の低下 

子ども会、青壮年会、婦人会など地域団体の活動が構成員の減少などにより縮

小したり、解散したりする事例が増加しています。地域コミュニティにおいても、

地域の共同作業などを維持するためには、「近隣町内会等と連携する仕組みづく

り」が必要との回答が２８．５％と最も多い結果となっています。 

小規模な町内会等は、今後さらに構成員が減少、高齢化することから、単独の

町内会等で、維持・活性化に必要な行事、共同作業、地域団体の活動をいかに継

続していくかが課題になっています。 

また、町内会等はそれぞれ集会施設を所有していますが、その維持管理が困難

になっている場合もあり、今後、除雪への対応、修繕等の維持管理の合理化や効

率化を図っていく必要があります。 

 

（４）町内会等と各種地域団体との連携の困難さ 

妙高市の地域コミュニティは、町内会等を基礎的な団体とし、子ども会、老人

クラブなど地域団体を町内会等の構成団体とし、又は町内会等と連携する団体と

して、活動を行っています。 

この地域団体の中には、市が行政施策を推進するため組織化を働きかけた各種

の団体があります。代表的なものとしては、地域づくり協議会をはじめ、環境衛

生対策協議会、自主防災組織のほか、スポーツ等の生涯学習事業、子どもの健全

育成事業、健康事業、福祉事業などを行う全市的な組織である地域づくり活動団

体があります。 

市では、地域づくり活動を推進するため、複数の地域づくり活動団体を組織し、

財政的支援を行うなど事業を実施してきましたが、町内会等では、各種地域団体

との関係が複雑になっており、役員の選出や依頼業務などが負担となってきてい

ることから、町内会等と地域団体との関係の見直しや、地域の問題を共有し解決

に向けた各種地域団体との連携強化が必要となっています。 

 

（５）共同作業維持の行き詰まり 

地域の共同作業等を維持するためには、近隣の町内会等による連携の他に「有

償とすることで、地域内で元気な方の協力者を募る」ことが必要との回答が２６．

２％あり、地域では、従前のボランティア活動だけでは今後の活動維持が困難に

なると考えています。今後、町内会等の活動は、高齢者の生活支援、安全・安心

な環境整備など、さらに多様化、複雑化し、また、その担い手の不足が予想され

ることから、共同作業を維持するための新たな仕組みが必要になっています。 

市では、過疎化・高齢化が著しい中山間地域に、地域サポート人（地域支援員）

や地域のこし協力隊を配置しながら地域支援を行っていますが、地域内の共同作

業や地域組織を維持することが困難な地域も出てきています。このため、地域が

目指す地域づくりの内容を明確にした支援の強化や、地域外からの支援、交流の

拡大など、地域を存続する仕組みづくりが必要になっています。 



３ 地域コミュニティの課題解決に向けた方針 

 

妙高市の地域コミュニティの現状から、基礎的な地域コミュニティである町内会

等の連帯感の醸成が必要なこと、小規模な町内会等では、近隣町内会等と連携する

など新たな活動維持の仕組みが必要なこと、高齢者の生活支援など地域課題の多様

化などには、町内会等と各種地域団体との関係の見直しや連携が必要なことなどが

課題として明らかになりました。 

これらの課題解決のためには、住民の皆様の主体的な取り組みと市の支援を強化

しながら、地域コミュニティの再構築を図っていく必要があります。このため、課

題解決に向けた５つの方針を定めます。 

 

（１）地域コミュニティの基礎である町内会等の維持と活性化 

少子高齢化や過疎化、核家族化により、地域コミュニティを取り巻く環境は厳

しく、今後もこの傾向はさらに強くなってきます。その反面、高齢者の見守りな

ど生活支援や防犯、防災など安全・安心な環境整備など新たな課題は、多様化、

複雑化しています。そのような中でも、住み良い地域社会を持続するためには、

住民に一番身近で、ほぼ全住民が加入している地域コミュニティである町内会等

の活動を維持し、さらに活性化させていくことが重要です。 

このことから、地域コミュニティでは、住民が地域活動へ積極的に参加する取

り組みをはじめ、住民同士の支え合いによる共助活動や住民の安全・安心な暮ら

しの確保など地域課題の解決を図る地域づくりを行います。 

 

（２）リーダーなど多様な人材の発掘と育成 

地域コミュニティ活動を進めるためには、活動をけん引するリーダーが必要で

す。リーダーには人望はもとより、組織を取りまとめる調整力や実行力なども求

められています。また、活動には、リーダーだけでなく、企画や調整、実働する

メンバーなどの人材を確保していくことも重要です。 

また、地域の中には、様々な特技や職業経験を持ちながら、活動に踏み出せな

いまま地域に埋もれている人材が多く存在しています。 

このことから、地域コミュニティでは、団塊の世代をはじめ若い世代や女性層

など、幅広い層の住民がそれぞれの立場に合わせて地域活動に参加できる環境を

整備するなど、地域活動を担うリーダーなどの育成や地域に欠かせない特技・職

業経験を持つ人材の発掘に努めます。また、将来の担い手である子ども達には、

学校と地域が連携し郷土愛を育む取り組みを行います。 

 

（３）複数の町内会等による活動の連携 

小規模な町内会では、運動会やさいの神などの行事を継続したり、子ども会活

動などを維持したりすることが困難になっている地域も出てきています。また、

高齢者の日常生活支援など地域コミュニティを取り巻く課題は多様化、複雑化し

ており、今後さらにその対応が困難になると予想されます。 



このため、町内会等では、それぞれの地域の実情にあわせて地域づくりが円滑

に行われるよう必要な体制づくりを進めるとともに、小規模な町内会等では、近

隣の町内会等との連携による行事開催や、子ども会、老人クラブなどの地域団体

の広域化に取り組みます。 

また、地域の集会施設などの維持が困難になっている町内会等には、近隣町内

会の施設との統合などによる共同利用や空き家の活用などへの支援を検討します。 

 

（４）地域コミュニティの主体的な活動への支援 

地域コミュニティでは、課題解決に向け主体的に活動が実施できるよう、これ

までの市との関係の見直しや、各種支援の強化等が求められています。 

市と地域コミュニティとの関係の見直しでは、町内会等の負担軽減のため、地

域への依頼業務等の見直しを行うほか、市が行政施策を推進するために組織化を

働きかけた各種の地域づくり活動団体については、活動範囲がそれぞれの団体で

異なり、複雑になっていることが地域との連携を困難にしているため、地域の実

情を考慮しながら、効果的に連携できるよう活動範囲を見直します。 

市から地域コミュニティへの支援強化は、地域にとって必要な活動をもっと活

発に、自由にできることにつながることから、地域づくり活動団体支援交付金や

各種補助金制度の見直しによる支援強化と活用の促進を図ります。 

さらに、市民活動支援センターによる支援、市職員の地域活動への支援、地域

コミュニティ支援に関する市の組織体制の整備を行います。 

 

（５）中山間地域の過疎化・高齢化の進んだ地域コミュニティへの支援 

過疎化・高齢化により、地域内の共同作業や地域コミュニティの運営を維持す

ることが困難な地域では、地域を存続する仕組みづくりが求められています。 

市では、地域コミュニティの再構築を支援するため、地域サポート人（地域支

援員）による集落巡回や集落維持に向けた話し合いを促進するほか、地域のこし

協力隊が地区振興計画に基づく取り組みを支援するとともに、地域外の団体や事

業所、個人など有志による支援、交流など新たな仕組みづくりに取り組みます。 

また、高齢者が地域で安心して暮らせるよう、住民や民生・児童委員等の連携

により一人暮らし高齢者等を対象とした見守り・支援を行う「地域安心ネットワ

ーク」や生活支援コーディネーターによる生活支援の充実・強化を図ります。 



４ 地域コミュニティの維持・活性化に関わる各主体の役割 

地域コミュニティの課題解決に向けた５つの方針を具体的な取り組みとして実践

していくには、地域コミュニティの維持・活性化に関わる各主体がそれぞれ次に掲

げる役割を果たすとともに、相互に連携する必要があります。 

 

（１）市民の役割 

市民は、地域づくりの担い手として、「自分たちの地域は自分たちでつくる」と

いう自治の意識を持つ必要があります。また、地域づくりの主体として、地域に関

心を持ち、積極的に地域コミュニティ活動に参加することが求められています。 

安全で安心な地域コミュニティをつくるには、日頃からのあいさつや、交流を通

じて、普段から顔の見える関係づくりを行うことが必要です。また、地域に伝わる

伝統や文化に対する理解を深め、次世代に守り伝えていくことも求められています。 

 

（２）地域コミュニティの役割 

① 町内会等の役割 

町内会等は市内全域で組織され、ほとんどの市民が加入しています。地域住民

の生活に最も身近な存在で、地域課題の対応を中心的に担う地域コミュニティの

核となる組織です。地域住民同士が助け合い、協力し合うことができる関係づく

りが求められています。また、町内会等に関係する各種地域団体の活動を支援す

ることや団体を結び付けるコーディネート機能を担うことも求められています。 

 小規模な町内会等において、高齢者の見守り、防犯、防災など新たな課題に対

応が困難な場合は、近隣の町内会等との連携を図る必要があります。 

 

② 地域づくり活動団体の役割 

市は、行政施策の推進と地域コミュニティ活動を活性化するため、各種地域づ

くり活動団体の組織化を全市的に働きかけ、この活動経費に対する支援を行うな

ど、継続的な支援を行っています。 

地域づくり活動団体には、単独の町内会、大字などで組織するもののほか、市

街地周辺部や中山間地域では複数の小規模な大字などが地区ごとにまとまり組織

しているものがあります。小規模な町内会等では取り組むことが困難な課題につ

いて、地区単位の地域づくり活動団体が主体的に取り組んでいくとともに、活動

しやすい組織範囲について市とともに見直しを行うことが求められています。 

 

（３）市の役割 

市は、地域コミュニティが自治の担い手であることを認識し、市民に対し地域

コミュニティを守り育てることを求めていくとともに、財政的支援、人的支援に

ついては、その自主性や自立性を損なうことがないよう配慮しつつ、必要な支援

を行います。町内会等の連携では地域コミュニティ間のコーディネートなど必要

な役割を果たします。また、町内会等の機能を補完する地域づくり活動団体につ

いて、必要な支援を行います。 



５ 地域コミュニティと市が取り組む具体的な項目 

課題解決に向けた方針を実現するため、地域コミュニティと市が取り組む具体的

な項目を次のとおり掲げます。 

 地域コミュニティの規模は、町内会等においても１０世帯以下の小規模な団体か

ら７００世帯程度の大規模な団体まで多様であり、また、地理的条件、年齢構成、

構成する地域団体の違いもあり、必然的に地域コミュニティが取り組む項目も異な

ってきます。 

このことから、地域コミュニティにおいては、住民同士が話し合いをする中で、

解決すべき課題を選択し、取り組んでいきます。 

 

【具体的な取組項目】 

課題解決に向けた 

方針の別 
地域コミュニティが取り組むもの 市が取り組むもの 

(1)地域コミュニテ

ィの基礎である町

内会等の維持と活

性化 

・地域コミュニティの維持・活性化

と地域課題の解決に向けた話し

合いの実施 

・地域役員の役割分担等の見直し 

・住民が地域活動へ積極的に参加す

る取り組みの実施（地域を守る活

動、地域住民が集うイベント、地

域を再発見する活動） 

・共助活動やコミュニティビジネス

の仕組みづくり 

・地域コミュニティによる共助活動へ

の支援 

・地域への依頼業務等の見直し（負担

軽減） 

・財政的支援 

・市民活動支援センターによる地域コ

ミュニティへの支援 

(2)リーダーなど多

様な人材の発掘と

育成 

・地域に欠かせない特技・職業経験

を持つ人材の発掘 

・若い世代や女性層、子どもの参加

促進 

・地域活動リーダーの育成 

(3)複数の町内会等

による活動の連携 

・町内会等の枠を超えた連携 

・集会施設の統合 

・地域づくりが円滑に進められる体制

づくり 

(4)地域コミュニテ

ィの主体的な活動

への支援 

・住民が地域活動へ積極的に参加す

る取り組みの実施（地域を守る活

動、地域住民が集うイベント、地

域を再発見する活動）（再） 

・共助活動やコミュニティビジネス

の仕組みづくり（再） 

・地域役員の役割分担等の見直し

（再） 

・地域コミュニティと市及び地域づく

り活動団体との連携 

・市職員の地域コミュニティへの支援 

・市の組織体制の整備 

・地域コミュニティによる共助活動へ

の支援（再） 

・財政的支援（再） 

・市民活動支援センターによる地域コ

ミュニティへの支援（再） 

(5)中山間地域の過

疎化・高齢化の進

んだ地域コミュニ

ティへの支援 

・地域コミュニティの維持・活性化

と地域課題解決に向けた話し合

いの実施（再） 

・共助活動やコミュニティビジネス

の仕組みづくり（再） 

・地域外人材等の活用 

・社会福祉協議会を通じた一人暮らし

高齢者等への支援 

・地域コミュニティによる共助活動へ

の支援（再） 



 

 

○地域コミュニティの維持・活性化と地域課題の解決に向けた話し合いの実施 

内  容 

地域の将来を考え、行動するためには、地域の課題を整理し、解

決策を検討するための話し合いが必要です。住民同士で地域の実情

を共有するとともに、５年後、１０年後を見据えた地域の将来ビジ

ョンを策定し、実行します。 

取組事例 

・住民アンケートや話し合いによる地域課題の把握と共有 

・住民が主体となって地域課題を解決するため地域ビジョンの策定

と活動の実行 

 

○地域役員の役割分担等の見直し 

内  容 

地域コミュニティの活動を円滑に進めるためには、地域組織の強

化が必要となります。町内会長等が複数の団体の役員を兼ねるなど、

代表に係る負担が大きいことが指摘され、本来業務である地域の活

動に支障をきたしていることから、地域内の役員等の役割分担を見

直します。 

取組事例 

・町内会長等のもとに、部会（総務部門、高齢者・福祉部門、安全・

安心部門、地域づくり部門、環境・美化部門、子ども部門等）を

設け、役割分担を明確にし、それぞれに権限を与える仕組みづく

り 

・活動の継続や活性化に向け、計画的な役員育成、順番による人選

や短期間の任期の見直し 

 

○住民が地域活動へ積極的に参加する取り組みの実施（地域を守る活動） 

内  容 地域の一体感を図るため、地域内の美化、見守りを実施します。 

取組事例 

・住民の手による道路等の環境整備 

・町内会等と地元企業等との共同による花壇の整備 

・児童の登下校を見守る安全ボランティア活動 

・高齢者の見守りや高齢者世帯のごみ出し支援 

 

○住民が地域活動へ積極的に参加する取り組みの実施（地域住民が集うイベント） 

内  容 住民の親睦を図るため、地域住民が集まるイベントを開催します。 

取組事例 

・既存の行事への積極的な参加の呼びかけ 

・地域健康マラソン大会、健康ウォークの実施 

・地域の茶の間、健康づくり教室、介護予防教室等の実施 

・地域住民みんなでお米づくりなどの通年行事の開催 

 

 

(1)地域コミュニティが取り組むもの 



○住民が地域活動へ積極的に参加する取り組みの実施（地域を再発見する活動） 

内  容 地域への愛着を持つため、地域の歴史・文化を学びます。 

取組事例 

・地域の伝統芸能（無形文化財）の活動伝承・復活 

・郷土の歴史を学び伝える郷土学習資料室の開設 

・地域の歴史・文化を知る地域探検ツアーの開催 

 

○共助活動やコミュニティビジネスの仕組みづくり 

内  容 

地域課題の解決に向けて住民が主体となり、自分たちの地域は自

分たちで守るという自治の精神のもと、地域住民の支え合いによる

共助活動の仕組みづくりを行います。共助活動により取り組む内容

は、町内会等の活動の補完、地域内の共同作業の補完、高齢者等へ

の除雪支援、買い物支援などです。 

また、地域を豊かに、元気にするため、地域資源等を活用した地

域が取り組むコミュニティビジネスの仕組みづくりを行います。コ

ミュニティビジネスの活動内容としては、農産物加工や伝統工芸品

の生産などが一般的ですが、その範囲はあらゆる分野に広がります。

それぞれ地域で活動内容を決定します。 

なお、共助活動の活動も軌道に乗れば、コミュニティビジネスへ

の拡大が期待できます。 

取組事例 

・地域課題を解決する共助活動の仕組みづくり 

・地域資源等を活用し、町内会等が組織的に取り組むコミュニティ

ビジネスの仕組みづくり 

 

 ○地域に欠かせない特技・職業経験を持つ人材の発掘 

内  容 
地域活動に欠かせない人材を発掘するため、住民同士が顔見知り

になれるよう、住民同士の距離を縮めるきっかけづくりを行います。 

取組事例 

・年数回、自己紹介と近況報告などをする会議の開催 

・多くの人が楽しめるイベントの開催による住民の参加 

・初参加の人でも馴染みやすいようイベント等での名札付け 

・人材登録カードによる、住民の特技等の把握 

 

 ○若い世代や女性層、子どもの参加促進 

内  容 

地域活動に関心はあっても、活躍できる環境がないため、結果と

して参加していない人もいます。特に地域の人材育成という観点で

は、若い世代や女性層、子供たちなど、幅広い層の新たな人材が、

気軽に地域活動に参加し活躍できるような環境づくりを行います 

取組事例 

・地域役員等への若い世代や女性層の積極的な登用 

・子ども達が「この地域で暮らしたい」と思えるような郷土愛を育

む地域活動の実践 



 ○町内会等の枠を超えた連携 

内  容 
町内会等の活動の維持・活性化と負担軽減を図るため、活動の一

部を隣接する町内会等と連携します。 

取組事例 

・地域団体である子ども会、老人クラブなどの組織の広域化 

・地域行事（地域の運動会、敬老会など）の複数の町内会等による

共同開催 

 

○集会施設の統合 

内  容 

少子高齢化などにより住民が減少し、施設維持そのものが負担に

なってきています。そのため、活動範囲の広域化と並行して、施設

の統廃合などを検討します。 

取組事例 ・複数の町内会等における集会施設の共同利用 

 

 

 

○地域コミュニティによる共助活動への支援 

内  容 

・地域コミュニティ振興指針の普及、啓発 

地域コミュニティ振興指針（改訂版）の普及を図り、自主的・主

体的な地域づくり活動を促進します。 

 

・地域コミュニティと市との公益活動における協働の推進 

防災、環境美化、高齢者支援、健康づくり、鳥獣被害対策、６次

産業化、未舗装道路の整備などの様々な活動において地域コミュニ

ティとの協働を進めます。 

 

・安全・安心な暮らしの確保に向けた取り組みへの支援 

地域に必要な生活支援組織の立ち上げ、自主防災組織の活動、見

守りネットワークの充実強化を図ります。 

 

○地域への依頼業務等の見直し（負担軽減） 

内  容 

・文書配布等の見直し 

町内会等の実情の把握や他自治体の先進事例等を調査し、地域の

負担軽減に向けた文書配布等の見直しを検討します。また、文書配

布等の見直しに合わせて、依頼業務等に係る事務委託料の見直しも

行います。 

 

・各種会議やアンケート調査等の集約 

町内会等に出向いて実施する会議、各種依頼事務の実施予定を全

庁で共有し、重複しないように調整します。 

(2)市が取り組むもの 



○財政的支援 

内  容 

・地域づくり活動団体支援交付金の見直し 

地域事情に応じた特色ある取組が推進される交付金となるよう、

交付金のあり方を検証し、必要な見直しを行います。 

 

・地域の元気づくり活動補助金・地域のこし活動支援補助金等の活

用促進 

町内会長等が、地域づくりや共助活動等に取組みやすいよう、活

動事例の情報提供を進めるとともに、補助事業の一元化、申請手続

きの簡素化などを検討します。 

 

・地域活動施設整備支援事業の対象事業の見直し 

地域コミュニティの活動拠点である集会施設等について、耐震化

や老朽化による新築や改修を支援するとともに、集会施設の統廃合

に向けて施設の解体や空き家等を活用した集会施設への転用などに

要する経費補助について検討します。 

 

○市民活動支援センターによる地域コミュニティへの支援 

内  容 

・市民活動支援センターによる地域コミュニティへの支援 

町内会等の地域コミュニティに対して、地域ビジョンの策定や共

助活動の仕組みづくり等を積極的に支援します。また、地域の元気

づくり活動補助金などの地域コミュニティ支援制度の活用を促進し

ます。 

 

○地域活動リーダーの育成 

内  容 

・地域コミュニティを担う人材の育成 

町内会長会議、地域づくりリーダー、防災リーダーなどの研修会

を実施するとともに、市民講座などを通じて、地域コミュニティ活

動を担う人材育成に取り組みます。また、研修会の実施にあたって

は、先進的な活動を行う地域コミュニティの活動を視察したり、参

加者の負担軽減に配慮するなどの工夫を行います。 

 

・共助活動組織のネットワークづくり 

共助活動に取り組むリーダーなどの交流やネットワークを拡大

し、情報交換、情報共有などができる環境づくりを行います。 

 

 

 

 



○地域づくりが円滑に進められる体制づくり 

内  容 

・広域的な地域コミュニティのあり方の検討 

地域住民の生活に最も身近な存在で、地域コミュニティの核とな

る町内会等について、それぞれの地域の実情にあわせて、将来にわ

たって地域づくりが円滑に進められるよう、今後のあり方や枠組み

等を地域とともに検討します。 

 

・地域団体における活動範囲の見直し 

子ども会や老人会などの地域団体について、将来にわたって活動

が継続できるよう、活動範囲の見直しを働きかけます。 

 

○地域コミュニティと市及び地域づくり活動団体との連携 

内  容 

・行政が施策を推進するために組織化を働きかけた地域づくり活動

団体の見直し 

行政が施策を推進するために組織化を働きかけた協議会や委員会

などについて、活動範囲の見直しを行います。また環境衛生対策協

議会などの地域コミュニティにおける役割や活動内容を明確にし、

今後の在り方を見直すとともに活動しやすい環境を整えます。 

 

 ○市職員の地域コミュニティへの支援 

内  容 

・市職員の地域コミュニティへの支援 

身近な地域に住んでいる市職員が地域コミュニティと行政とをつ

なぐ窓口となることで、地域コミュニティ活動を支援するとともに、

地域の行事、イベント、作業などへ積極的に参加する姿勢を持つよ

う意識改革を進めます。 

 

○市の組織体制の整備 

内  容 

・市の組織体制の整備 

地域コミュニティについて情報や課題を共有し、支援を総合的か

つ全庁的に進めるため、市民活動支援センターや地域サポート人（地

域支援員）との連携強化など市の組織体制を強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○地域外人材等の活用 

内  容 

・地域サポート人（地域支援員）、地域のこし協力隊の配置 

高齢化の著しい地域に、地域支援員や地域のこし協力隊を配置し、

地域のこしに向けた活動に取り組みます。 

 

・地域外からの支援や交流の仕組みづくり 

（南部里山応援団の組織化） 

地域からの共同作業、行事運営などの要請に対して、外部から支

援者を募り参画してもらうことで解決を図る仕組みづくりを行いま

す。 

 

○社会福祉協議会を通じた一人暮らし高齢者等への支援 

内  容 

・社会福祉協議会を通じた一人暮らし高齢者等への支援 

高齢者等が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域住民等

が連携し、日常的に見守りや声かけなどを行う活動を推進します。 

 



６ 地域コミュニティ活性化の具体的な進め方と市の支援策 

 

（１）地域コミュニティ活性化の進め方 

地域によって、世代構成、課題やニーズは様々なことから、地域コミュニティの

運営や活性化の方法なども、地域によって異なるものになると思われます。 

まずは、「できることから始めてみる」ことが大切です。住民にとって参加しや

すく、活動しやすい仕組みにするためには、地域の皆さんが話し合うことから始め

るのが、地域コミュニティの活性化への第一歩です。 

交流を進めていくうちに、一個人や一団体ではなく、地域全体のことを考えた目

標が見えたら、その目標にむかって活動を始めましょう。 

地域での活性化に向けた取組手順の一例を次のように示します。この手順にとら

われる必要はありませんが、参考としてください。 

 

【地域コミュニティ活性化のための手順の一例】 

① 話し合う組織を作る 

地域の現状と課題、解決策を検討するための組織を作りましょう。地域の方が、

５年後、１０年後の将来について、どんな地域になってほしいのかをまとめるため

の組織ですので、地域住民でつくることが原則となります。 

そのために、町内会等のほか、子ども会、老人クラブ、女性団体等、子どもから

高齢者まで、いろいろな人ができるだけ多く参加して話し合う組織を作ります。 

（すでにそのような組織ができていれば、新たに作る必要はありません。） 

 

② 地域の現状と課題を共有する 

地域の将来を考え、行動するためには、地域住民の意見を聞き、反映することが

必要です。話し合いの場を設定したり、場合によってはアンケートを行ったりし、

住民が普段から感じている地域の課題を把握し、それを共有します。 

 

③ 具体的な取り組みと範囲を決める 

課題を解決するための具体的な取り組みを検討します。取組内容によっては、地

域でやるべきことや市の協力を得てやること、すぐにできることや中長期的な検討

が必要なことなどに分類されます。まず、地域が行うべき事項を中心に取り組みま

す。 

また、地域課題を解決するための組織とその範囲について、検討します。町内会

等の内で地域課題が解決できるのが一番よいことですが、人口減少のため活動がで

きない分野については、近隣地域との連携も検討し、範囲を決めます。 

 

④ スケジュールや役割分担を決める 

取り組みが決まったら、それをいつ頃実行するのか、誰が中心となり行うか、ス

ケジュールと役割分担を明確にします。 



 

⑤ 取り組みやスケジュールをまとめ、地域住民で共有する 

③・④をまとめると、大まかな計画が出来上がります。地域住民に配布・回覧し、

できるだけ多くの人に意見を聞きます。広くＰＲしておくことで、その後の活動を

スムーズに行うことができます。 

なお、組織や運営方法の変更等には、総会での承認が必要な場合が多いので、確

認が必要です。 

 

⑥ 活動成果を振り返り、次回につなげる 

実際に活動を行ったら、地域住民のみんなに活動の報告し、活動内容を振り返り

ましょう。また、活動を振り返って見えてきた課題や成功例を次回の活動の際、参

考にしましょう。 

地域役員の交代などで活動が途切れることがないよう、活動や会議の記録を残し

たり、引継ぎをしたりすることも忘れずに。大きな活動を一回だけするよりも、継

続して活動していくほうが大切です。 

 

 

 

（２）地域課題の解決に向けた地域コミュニティの取組事例 

【事例①】地域ビジョンの策定 

事例地域 平丸地区、水原地区、長沢地区 他 

目 的 

高齢化や過疎化など地域の存続が危ぶまれている中で、５年後、  

１０年後も地域でいきいきと安心して暮らせるように、住民が目指す

地域づくりのビジョンを明らかにする。 

地域ビジョンのもとで住民の意識改革と地域が一丸となった地域づ

くりを実施する。 

 

 

 

 

 

 

内 容 

 

 

 

 

 

 

・住民アンケートで地域課題や魅力、将来に向けて目指したいことな

どを把握し、地域住民による話し合いのもと地域ビジョンを策定し、

地域の将来に向けて目標を住民間で共有することで、中長期的な視

点で地域づくりの活動を推進。 

（平丸地区の主な計画内容） 

・自治会組織の見直し 

・住民有志による生活支援組織「お助け隊」の組織化 

・スゲ細工の伝承 

（水原地区の主な計画内容） 

・若者などの移住促進による地域おこし 

・新たな特産品づくりのチャレンジ（菊芋、小手縄、大濁味噌など） 

・大滝荘の活用促進 

（長沢地区の主な計画内容） 



 

 

内 容 

・自治会の組織体制の見直し 

・若者層など次期リーダーの育成 

・集落の集会施設の在り方の検討 

・長沢茶屋の活用促進 

 

 

【事例②】自治会運営の組織体制の見直し（再編、統合） 

事例地域 
長沢地区（長沢下平、長沢中平、長沢番場平、長沢上平） 

平丸地区（上平丸、下平丸） 他 

目 的 

世帯数の減少により、小規模な集落単位では役員選出や自治会活動

が困難になってきているため、近隣集落との連携による組織再編や統

合により、地域コミュニティの維持、存続を図る。 

内 容 

（長沢地区） 

・大字長沢内の４集落毎での自治会組織の見直しを図るため、大字内

に組織検討委員会を設置 

・組織検討委員会では２年を超える歳月をかけて、組織体制の素案づ

くりに取り組み、大字単位での協議、住民総会での承認を経て自治

会組織の１本化を実施 

・４集落の区長は事務所長としての位置づけに改め、大字長沢区長の

もと副区長１名、評議員１０名、監事２名とする自治会運営の組織

体制へ統合し、会計も統合 

・組織体制の統合に伴い、区長等の選出方法も改め、区長には前副区

長が就任することや、副区長の選出は７５歳以下の候補者リストを

作成したうえで評議委員が合議し選任すること。評議員の任期は４

年とすることなど、継続的な地域づくりが行いやすい体制づくりや、

新たなルール作りも実施 

 

 

【事例③】高齢者等への生活支援活動 

事例地域 末広町、広田町、瑞穂地区、東赤倉地区、菅沼地区、平丸地区 他 

目 的 

ご近所同士の助け合い、支え合いによる相互扶助機能の強化し、一

人暮らし高齢者世帯でも安心して暮らせる地域の絆づくりと地域づく

りを目指す。 

内 容 

・住民有志による生活支援組織「お助け隊」の活動 

 高齢者等の支援を要する住民に対して、除雪作業、草刈り、冬囲い、 

送迎などの生活支援を実施 

・高齢者宅、要支援者宅等への定期的な訪問、声かけ 

・防災訓練（夜間）の実施 

 



【事例④】高齢者等の集いの場づくり（「地域の茶の間」活動） 

事例地域 
石塚町こぶしの会 矢代ほっとカフェ、和田いこいの仲間 

田口だんらんハナミズキ、関山お茶なんこ 他 

目 的 

高齢者の閉じこもり予防、生きがいづくりを含めた交流をはじめ、

介護予防、健康づくり等をあわせて実施し、地域での見守り機能の強

化を目指す。 

内 容 

・地域の集会場など住民の身近な場所で、誰でも気軽に、近所のお茶

飲みに参加できるような場を定期的に開催 

・お茶飲みや住民同士の交流を楽しみながら、地域住民のボランティ

アや介護予防サポーターなどを活用し、からだや頭の体操、レクリ

エーション、健康講座など毎回、様々な内容で実施 

 

 

（３）地域コミュニティ活性化のための市の支援策 

  地域コミュニティの活性化に向けて、話し合いを行い、具体的な取組内容を決

める際、市の協力が必要となる場合があります。市では、地域からの相談、要望

の内容により必要な支援策を実施します。なお、次に例示するような支援策があ

りますので、参考としてください。また、相談、要望の内容により、支援策を新

たに検討することもありますので、お問い合わせください。 

 

 



市が行う地域コミュニティ活性化支援の一覧表 

 

≪財政的支援≫ 

支援の項目 支援内容 相談窓口 

地域のこし

活動支援補

助金 

地域の皆さんが、「地域のこし」を実践するため、主

体的かつ継続的に行う新たな共助活動と防災・減災活動

に対して、補助金を交付します。 

■支援の内容 

①新たな共助活動支援事業 

 新たな共助活動により地域住民の生活支援を行う事

業、地域自治組織の体制見直しなど、自治組織の維持・

活性化を図る事業、地域の防災・減災体制を推進する事

業（防災資機材の購入は除く）など 

②防災・減災活動支援事業 

 防災資機材を整備（購入）する事業 

■補助額 

①新たな共助活動支援事業 

 上限額：２００万円（３万円未満は対象外） 

②防災・減災活動支援事業 

 上限額：１０万円 

■補助率 

○高齢化率 ５０％以上     ：９／１０ 

      ４０％以上５０％未満：８／１０ 

      ４０％未満     ：７／１０ 

※高齢化率は、補助金交付年度の４月１日現在の数値 

■申請書類等 

・地域の現状と課題、目指す将来像、取り組む事業など

をまとめた「地域のこしプラン事業計画書」を作成し

てください。 

・防災・減災活動支援事業の場合は、整備した防災資機

材を活用して訓練を実施しください。 

 

●総務課 

地域コミュニ

ティ振興係 

（74-0001） 

（防災・減災活

動支援事業は、

危機管理室防

災係74－0002） 

 

地域づくり

活動団体支

援交付金 

住みよい地域社会の維持や形成に向けた地域づくり自

主活動を支援するため、自主的に活動を行う地域づくり

団体に対して交付金を交付します。 

■交付額（世帯数に応じて交付） 

（＠３００円/世帯×団体を構成する世帯数）＋ 

（団体を構成する世帯数に応じた額（５～２０万円）） 

●生涯学習課 

市民活動支援

係 

（74-0034） 

 

 



 

支援の項目 行政の支援内容 相談窓口 

地域の元気

づくり活動

補助金 

市民活動団体や地域自治組織（町内会等）が自ら取り

組むまちづくり活動に対して、審査を実施の上、補助金

を交付します。 

■小さな成功体験事業 

○単年度補助（上限５万円） 

■地域のやる気事業（３年間） 

○１年目（上限：３０万円） 

○２、３年目（上限：各年度１００万円） 

●生涯学習課 

市民活動支援

係（74-0034） 

●市民活動支

援センター 

（73-7808） 

地域活動施

設整備支援

事業補助 

各種地域活動の拠点となる施設の新築や修繕等にかか

る経費を補助します。 

■上限：６００万円 

■補助単価 

○新築及び改築の場合 

補助対象面積のうち100㎡までの部分：4万円/㎡ 

補助対象面積のうち100㎡を超える部分：2万円/㎡ 

○購入の場合 

補助対象面積のうち100㎡までの部分：17,000円/㎡ 

補助対象面積のうち100㎡を超える部分：7,200円/㎡ 

○増築の場合 

・既設床面積が100㎡までの場合 

100㎡から既存床面積を差し引いた部分：38,000円/㎡ 

既設床面積の部分：16,000円/㎡ 

・既設床面積が100㎡を超える場合：16,000円/㎡ 

■修繕の場合の補助額 

 （総事業費－（世帯数×１万円））×１/２の額 

●生涯学習課 

市民活動支援

係（74-0034） 

除雪関連補

助（市道除排

雪補助事業） 

除雪３種路線又は除雪未実施路線のうち、３戸以上で

生活実態がある市道を対象に、地域の団体が行う市道除

排雪にかかる経費を補助します。 

■除排雪活動補助 

○市道の除雪延長１ｍ１回につき３０円とし、補助金は

その１/２以内で、回数は、実施除雪回数と隣接する市道

の除雪回数を比較し少ない方とします。 

補助金上限：３０万円 

■小型除雪機械購入補助 

○市道の除排雪活動に使用する除雪機の購入又はリース

に必要な額の１/２以内を補助します。 

補助金上限：８０万円 

●建設課 

雪水対策係 

（74-0024） 



 

支援の項目 行政の支援内容 相談窓口 

除雪関連補

助（融雪施設

等整備補助

事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の団体が行う市道及び集落駐車場の消雪パイプ等

の設置費用や修繕費用、稼働費の一部を補助します。 

■補助対象 

市道及び集落駐車場の消雪パイプ、流雪溝、路面流水

などの融雪施設の設置費、修繕費、稼働費 

■補助率 

○整備費補助金 

工事費の１/２以内（ただし、節水・節電制御装置の設

置費用は２/３以内） 

事業費上限：８００万円 

○修繕費補助金 

工事費の１/２以内（ただし、節水・節電制御装置の設

置費用は２/３以内） 

補助金上限：２００万円 

○稼働費補助金 

電気基本料金相当額（降雪期の電気基本料金） 

 

●建設課 

雪水対策係 

（74-0024） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家等の

適正管理に

係る協働作

業補助金 

自治組織等が行う空き家等の適正管理に係る活動に対

して、補助金を交付します。 

■支援の内容 

①資機材等購入 

・管理不全な建物その他の工作物等を改善若しくは解決

するために必要な資機材等で地域内で調達できないもの 

・作業等に係る消耗品 

②作業労務費 

・屋根雪除雪（雪庇落し） 

・景観保全のための草刈り 

■補助額 

①資機材等購入 

 補助対象経費の１/２以内（５万円上限） 

②作業労務費 

 １日７，２００円（１人当たり） 

 

 

 

 

 

●総務課危機

管理室防災係 

（74－0002） 



支援の項目 行政の支援内容 相談窓口 

防災士の設

置や派遣な

ど（コミュニ

ティ防災組

織育成推進

事業） 

 

 

自主防災組織が行う防災訓練等の支援、自主防災会長
等の補佐的役割を担う防災士の配置（各自主防災組織へ）
などを実施し、地域防災力の向上に努めます。 
■支援の内容 
防災組織の機能向上・訓練支援、防災士派遣活動、防災
士資格取得支援、地域防災マップづくり支援、自警消防
団活動費補助など 
■補助額 
○自警消防団活動費補助： 
活動費に対する補助（上限：２万円） 
消防小型動力ポンプ修繕に対する補助（上限：５万円） 

●総務課 
危機管理室 
防災係 
（74-0002） 
 
 
 
 
 
 
 

地区避難所

等耐震化補

助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築基準法が改正された昭和５６年５月３１日以前に

着工した、旧耐震基準の地区避難所等（地域集会施設）

について、耐震化を進めています。 

■補助期間 

○耐震診断（平成２２年度～） 

○耐震補強設計及び耐震補強工事（～平成３２年度） 

■補助額 

①耐震診断 

○木造：全額補助（１棟あたり１２万円～１６万円） 

○非木造：１/２補助（上限：５０万円） 

②耐震補強設計 

 構造評点0.7未満を0.7以上にする補強設計費用 

○補助率：２/３補助（上限：１００万円） 

③耐震補強工事 

 構造評点0.7未満を0.7以上にする耐震補強工事費用 

○補助率：２/３補助（上限：５００万円） 

●生涯学習課 

市民活動支援

係（74-0034） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備品の貸し

出し 

 

 

 

 

 

 

町内会等が実施する活動に必要な備品を貸し出しま

す。 

【貸出備品】 

○机         ○イス 

○放送設備      ○テント 

○暗幕        ○草刈り機 

○スポーツ用品各種  など 

 

 

●勤労者研修
センター
（73-7230） 
※スポーツ用
品各種は市総
合体育館
（78-7468） 
●妙高高原メ
ッセ（70-2275） 
●妙高ふれあ
いパーク
（82-4400） 

 



 

支援の項目 行政の支援内容 相談窓口 

農
業
・
農
村
の
多
面
的
機
能
の
維
持
に
対
す
る
支
援 

      

中山間地域

等直接支払

事業 

中山間地域等において、協定に基づいて農業生産活

動や農地保全活動等を行う集落に対し、対象農用地の

面積に応じて交付金を交付します。 

○対象農用地 

急傾斜農用地（田は２０分の１以上、畑・草地・採

草放牧地は１５度以上）など、生産条件の悪い農用地 

○対象行為 

協定に基づいて５年以上継続される農業生産活動等 

○交付単価 

地目 区分 交付単価 

田 
急傾斜 ２１，０００円／１０ａ 

緩傾斜 ８，０００円／１０ａ 

畑 
急傾斜 １１，５００円／１０ａ 

緩傾斜 ３，５００円／１０ａ 

※上の交付単価は主なものです。取組内容によって交

付単価は異なります。 

○交付金の使途 

交付金の使途は、協定参加者の合意により決定され

ます。よって、地域の状況に応じた活用（農業用施設

等の維持管理活動、農村環境の保全活動、地域コミュ

ニティ活動等への活用）が可能。 

 

●農林課 

農業振興係 

（74-0027） 

農地有効利

用促進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中山間地域等直接支払事業にかかる集落協定を締結

した集落が販売目的で新たに薬用作物や山菜類などを

生産した場合に、取組面積に応じて助成金を交付しま

す。 

○対象農用地 

 中山間地域等直接支払事業における協定農用地 

○対象行為 

 協定農用地（１年以上の間、作付けが行われていな

かった農用地に限る）において、販売目的で新たに薬

用作物や山菜類などを生産すること 

○交付単価  １０，０００円／１０ａ 

●農林課 

農業振興係 

（74-0027） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

支援の項目 行政の支援内容 相談窓口 

農
業
・
農
村
の
多
面
的
機
能
の
維
持
に
対
す
る
支
援 

多面的機能

支払事業 

 

農地や農業用水等の基礎的な保全管理活動や、植栽

などの環境保全活動、施設（農道・水路など）の長寿

命化のための活動に取り組む組織（地域）に対し、対

象農用地の面積に応じて交付金を交付します。 

○対象施設等 

 農用地や水路、農道、ため池 

○対象行為 

①農地維持支払 

・草刈りや水路の泥上げなどの保全活動 など 

②資源向上支払（質的向上を図る共同活動） 

・景観作物の植栽などの農村環境保全活動 

・田んぼダムなどの多面的機能の増進を図る活動 

 など 

③資源向上支払（施設の長寿命化） 

・老朽化した水路のコーティング 

・未舗装農道の舗装 など 

○交付単価 

区分 田 畑 草地 

農地維持支

払 

3,000円

/10a 

2,000円

/10a 
250円/10a 

資源向上支

払 

（共同活動） 

2,400円

/10a 

1,440円

/10a 
240円/10a 

資源向上支

払 

（長寿命化） 

4,400円

/10a 

2,000円

/10a 
400円/10a 

※単価は上限額です。 

※農地・水保全管理支払事業を5年以上継続して取り組

んでいた場合などは単価が異なります。 

●農林課 

農業振興係 

（74-0027） 



 

支援の項目 行政の支援内容 相談窓口 

農業用施設

の改修等に

係る補助金

の交付、原材

料の支給（む

らづくり農

業基盤整備

事業） 

 

農業基盤や農村居住環境の整備等に必要な原材料の支 

給又は整備等にかかる経費の一部を補助します。 

○対象者 
土地改良区、大字、集落等農業用施設の管理団体 

○事業概要 
①補助金交付事業 

【農道整備事業】 

新設、改良を行う場合で、次の条件を満たすもの 

受益面積 おおむね 0.5ｈａ以上 

延長 30ｍ以上 

幅員 ２ｍ以上 
【用排水路改良事業】 

用排水路等の改良工事を行う場合で、次の条件を満

たすもの 

受益面積 おおむね0.5ｈａ以上 
※補助率 

・対象者の戸数が 41 戸以上の場合は補助対象経費の

40％ 

・対象者の戸数が 21 戸から 40 戸までの場合は補助対

象経費の 60％ 

・対象者の戸数が20戸以下の場合は補助対象経費の
80％ 

②原材料等支給事業 
【農道舗装事業】 

  農道の舗装を行う場合で、次の条件を満たすもの 

受益面積 おおむね 0.5ｈａ以上 

延長 30ｍ以上 

幅員 ２ｍ以上 
※生コンクリート等の材料を支給します。 
（10㎡につき１ｍ３） 

【用排水路整備事業】 

  水路の改良を伴わなく、Ｕ字溝や水路蓋等を設置す

る場合で、次の条件を満たすもの 

受益面積 おおむね0.5ｈａ以上 
※Ｕ字溝や水路蓋等の材料を支給します。 
 
 

 

●農林課 

農地林政係 

（74-0029） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

支援の項目 行政の支援内容 相談窓口 

森林・山村多

面的機能発

揮対策交付

金（国補助） 

地域住民、森林所有者、自伐林家等が協力して実施す
る里山林の保全、森林資源の利活用、森林環境教育、研
修活動などの取組みを支援します。 
①活動推進費 
 ・現地の林況調査、活動計画の実施のための話し合い、

研修等（11.3万円上限：活動開始初年度のみ） 
②地域環境保全タイプ 
・里山林景観を維持するための活動（12万円/ｈａ） 

 ・侵入竹の伐採・除去活動（28.5万円/ｈａ） 

③森林資源利用タイプ 
 ・しいたけ原木などとして利用するための伐採活動 

（12万円/ｈａ） 
④教育・研修活動タイプ 
・森林環境教育の実践（3.8万円/回：年度内の上限12

回） 
⑤森林機能強化タイプ 
・森林内の路網の補修・機能強化等（800円/ｍ） 

⑥資機材・施設の整備 
・④教育・研修活動タイプを除く上記活動の実施に必
要な機材及び資材の整備（1／2以内） 

■補助対象活動組織 

・最低３名以上で構成する活動組織（森林所有者、地域
住民、自治会、ＮＰＯ法人、森林組合、生産森林組合、
林業者、企業等に所属する方々など） 
■活動の対象森林 
・森林所有者と最低３カ年の協定締結が必要 

●農林課 

農地林政係 

（74-0029） 

 

コミュニテ

ィバス運行

費補助金 

 

 

 

 

 

地域住民の生活交通の確保のため、地域住民が主体と

なって運行するコミュニティバスに要する経費を補助し

ます。 

■補助対象地域：市長が必要と認めた地域 

■補助対象経費： 

○車両購入経費（次に掲げる経費の合計額） 

・車両購入経費及び車両の装備品ほか、諸経費 

○リース車両及び自家用車両を使用した場合のリース料

全額 

○運行経費 

●環境生活課 

生活安全係 

（74-0032） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



支援の項目 行政の支援内容 相談窓口 

花等の植栽

に関する助

成（環境美化

活動推進事

業） 

 

 

地域が行う花壇づくりやプランターへの植栽などに必

要な、花苗、種子、肥料等に対する助成を行います。 

■対象者 

大字・町内会等の地域自治組織、老人クラブ、市民団

体、ＮＰＯ法人、その他市長が適切と認める団体 

■対象となる場所 

○多数の人が鑑賞できる市内の公共道路に接する場所 

○町内、大字の中心部等、活動状況が認知される場所 

○観光地、商店街等、来訪者の人目に資する場所 等                  

○おおむね５０㎡以上の面積 

■助成期間 

３年 

■助成内容 

○活動に係る花苗、種子、肥料等を現物支給 

（３０，０００円を上限とします） 

■その他 

認定基準や認定条件等があります。 

●環境生活課 

環境企画係 

（74-0033） 

 

地域内清掃

に関する補

助 

 

 

 

 

■廃棄物処理手数料の減免 

町内会等が環境清掃美化活動（地域内清掃）を実施す

る場合に、廃棄物処理手数料の減免（ごみ袋の交付、処

理施設減免券の交付）をします。 

■車の借上料補助 

【妙高市環境衛生対策協議会からの補助】 

地域内清掃で出たごみを再資源センター等へ運ぶと

き、車輌１台につき、１，０００円を補助します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●環境生活課 

リサイクル係 

（74-0031） 

●環境衛生対

策協議会事務

局（環境生活課

リサイクル係

内）（74-0031） 



支援の項目 行政の支援内容 相談窓口 

要援護世帯

の屋根雪除

雪、雪踏み

（高齢者世

帯冬期在宅

支援事業等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①経済的支援 

高齢者世帯等のかたが、冬期間自宅で安心して暮らせ

るよう、屋根雪の除雪及び生活路の雪踏みの費用を助成

します。 

②相談支援 

除雪業者の斡旋・紹介等の相談支援を行います。 

■対象世帯 

高齢者世帯、障がい者世帯、母子世帯のうち、次の要

件のすべてに該当する世帯（経済的支援） 

○世帯員全員の当該年度の市町村民税が非課税である

世帯 

○当該年度の前年中の年間収入が、単身世帯で150万

円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以

下である世帯 

○世帯員全員が自力で除雪できない世帯 

○扶養義務者である子がいない世帯（子ども要件） 

 【子ども要件の例外事項】 

 ・子が市町村民税非課税で、かつ、妙高市、上越市、

飯山市、信濃町以外に居住し、労力的、金銭的に援

助を受けられない 

 ・子が高齢者で労力的、金銭的に援助を受けられない 

 ・子が行方不明、音信不通である 

 ・子が重度障がい者である 

○親、兄弟姉妹その他親族から労力的又は金銭的に援

助が得られない世帯 

○除雪対象となる住宅を生活の本拠としている世帯

（ただし、冬期間のみ短期入所、入院、または妙高

市、上越市、信濃町、飯山市以外に居住する子の住

居に滞在し、春に自宅に戻る場合は対象） 

■支援額（除雪等の実施者は個人、事業者、地域） 

○屋根雪の除雪：全額 

○生活路の雪踏み：15,428円／月 

※世帯員全員の課税対象年金収入と合計所得金額（課

税年金所得を除く）の合計が世帯員数に応じた基準

額を超える世帯の支援額は9割とし、1割は自己負担

となります。 

●福祉介護課

高齢福祉係 

（74-0016） 

●社会福祉協

議会 

（72-7660） 

・妙高高原支所 

（86-5310） 

・妙高支所 

（82-4084） 

●地域の民生・ 

児童委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪人的支援≫ 

支援の項目 行政の支援内容 相談窓口 

市民活動支

援センター

による相談 

市民活動支援センターでは、団体の育成に向け、次の

各種支援を実施しています。 

■市民活動の支援 

①相談業務(運営全般) ②情報発信 ③市民活動の交流

の推進 ④情報収集 ⑤スキルアップ支援 

■人材育成 

①人材の発掘 ②学習機会の提供 ③参加機会の提供  

④ボランティアの育成 

●市民活動支

援センター 

（73-7808） 

●生涯学習課 

市民活動支援

係（74-0034） 

 

いきいき妙

高出前講座 

行政の様々な分野の取り組みについて、担当課の職員

が地域に伺い、説明します。 

●生涯学習課 

市民活動支援

係（74-0034） 

健康づくり

リーダー 

食生活改善

推進委員 

健康づくりの担い手として、健康づくりリーダーや食

生活改善推進委員の皆さんが、町内会、自治会の健康づ

くり活動を行います。 

 

 

 

●健康保険課 

健康づくり係 

（74-0013） 

●各地区の食

生活推進委員、

健康づくりリ

ーダー 

スポーツ推

進委員 

生涯スポーツ活動のコーディネーター役として、子供

から大人まで、幅広い年齢層の市民からスポーツや運動

を楽しんでもらうきっかけづくりや、さまざまなスポー

ツ活動等の支援を行います。 

■支援の内容 

ニュースポーツやラジオ体操等の普及活動 

●生涯学習課 

スポーツ振興

係（74-0036） 

民生委員・児

童委員 

地域住民がかかえる問題について、相手の立場に立ち、

親身になって相談にのります。また、個々の福祉ニーズ

に応じた福祉サービスが受けられるよう関係行政機関、

施設・団体等に連絡し、必要な対応を促す役割をつとめ

ます。 

●福祉介護課

地域包括支援

係（74-0017） 

●社会福祉協

議会（72-7660） 

・妙高高原支所 

（86-5310） 

・妙高支所 

（82-4084） 

 



 

支援の項目 行政の支援内容 相談窓口 

生活支援体

制整備 

地域の支え合い、助け合いの仕組みづくりを支援する

ため、地域包括支援センターに生活支援コーディネータ

ーを配置し、区長や町内会長、民生委員・児童委員等の

地域の関係者や社会福祉協議会、介護事業所、民間事業

所等との連携を図りながら、地域の茶の間など生活支援

サービスの充実を図ります。 

●福祉介護課

地域包括支援

係（74-0017） 

 

社会福祉協

議会による

一人暮らし

高齢者等の

見守り・支え

あいの体制

整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとり暮らしなどの高齢者等が住み慣れた地域で安心

して住み続けることができるように、地域支援専門員を

配置し、地域ぐるみでの見守り支援の仕組みづくりを行

います。また、ボランティアによる日常生活支援を行い

ます。 

■支援の内容 

①地域連携の仕組みづくり 

区長や町内会長、民生委員、福祉協力員などの地域の

関係者による地域連携会議を開催し、支えあいマップづ

くりなどを通じて、情報の共有や問題解決への対応を行

います。 

②見守りネットワークづくり 

ひとり暮らしなどの高齢者等の見守りが必要な世帯

の緊急情報の把握と民生委員や地域包括支援センター

への連絡体制を、福祉協力員などの地域ボランティアの

協力により、見守りネットワークをつくります。 

③有償ボランティアによる日常生活支援 

社会福祉協議会に登録しているボランティアが、高齢

者世帯等の掃除や買い物、通院の付き添いなどの日常生

活について、有償でお手伝いします。 

○負担額：５００円/時間（３０分ごとに２５０円を加算） 

●社会福祉協

議会（72-7660） 

・妙高高原支所 

（86-5310） 

・妙高支所 

（82-4084） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 



① 近所づきあいや地域の連帯感の状況について

② 地域コミュニティが必要と思う理由について　（２つまで回答可）

地域コミュニティ実態調査の結果（概要）

（調査概要）
１　目的
　　　地域コミュニティ振興指針の改定にあたり、地域コミュニティの実態を把握するとともに、区長や町内会長等
　　　が日頃の地域活動において感じていることを聞き、指針の見直しに活かすことを目的に実施。
２　調査期間
　　　平成２８年１０月４日～３１日
３　調査対象
　　　町内会長、大字区長、地域づくり協議会長　２１４名
４　回答者数
　　　１５１名（回収率：７０．６％）

【１．地域の方の連帯感やつながりに関すること】

（結果概要）
・町内会等における近所づきあいや連帯感について、「以前と比べて薄れている」という回答が前回調査より７．４
 ポイント増加し、半数を超えています。
・少子高齢化等により町内会等の活動が低下しているほか、生活スタイルの変化により地域に関心を持つ住民が
 減少していることが原因と考えられます。
・地域コミュニティが必要であるという理由について、「防犯・防災につながる」、「災害時等に助け合うことができる」
 という回答が多くなっています。

0.7% 

37.1% 

6.6% 

55.6% 

4.8% 

1.8% 

38.0% 

7.2% 

48.2% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

無回答 

わからない 

変わらない 

以前と比べて強くなっている 

以前と比べて薄れている 

平成23年 

平成28年 

0.4% 

0.7% 

6.0% 

4.3% 

2.5% 

11.7% 

35.6% 

38.8% 

1.0% 

0.6% 

0.3% 

4.5% 

4.8% 

5.8% 

10.9% 

40.4% 

31.7% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

無回答 

必要性を感じない 

その他 

ふるさとへの愛着や誇りにつながる 

生活上の悩みなどの相談ができる 

地域の教育力が向上する 

地域内の環境保全につながる 

災害時等に助け合うことができる 

防犯や防災につながる 

平成23年 

平成28年 

資 料 
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① 地域組織の状況について （各分野で活動している地域組織があると回答があった割合）

① 祭事、共同作業を維持するためには、どのような仕組みが必要か　(２つまで回答可）

（結果概要）
・地域組織の活動状況では、ここ５年間になくなった地域組織として、青壮年会、婦人会などの割合が高いのに対し、
 除雪等の共助組織、地域の茶の間などの活動組織が拡大しています。

【２．地域組織の活動状況に関すること】

【３．祭事、共同作業に関すること】

（結果概要）
・地域の共同作業等を維持するためには、「近隣自治会等と連携する仕組みづくり」が必要との回答が多くなってい
 ます。
・地域組織の活性化に必要なこととして、「地域の将来について地域住民が考えること」、「女性や若い世代が役員
 に積極的に参加すること」、「地域外から支援していくれる人材との交流や受け入れを拡大する」との回答が多くな
　っています。

28.5% 

10.0% 

47.6% 

51.0% 

17.2% 

28.5% 

68.2% 

54.9% 

50.0% 

21.7% 

33.1% 

66.3% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

お茶の間活動 

除雪等の共助組織 

防犯、自主防 

老人クラブ 

婦人会 

青壮年会 

子供会 

平成23年 

平成28年 

14.5% 

14.5% 

13.4% 

2.9% 

28.5% 

26.2% 

21.5% 

11.0% 

10.0% 

3.8% 

25.8% 

27.8% 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

無回答 

その他 

地域外から支援してくれる人材 

との交流や受け入れを拡大する 

地域を離れて住む家族が協力する 

姉妹都市のように自治会 

同士で連携する仕組みづくり 

近隣自治会等と連携する仕組みづくり 

活動に対して、 有償とすることで、 

地域内で元気な方の協力者を募る 

平成23年 

平成28年 
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① 自治会長の年代について ② 自治会長の職業について

 

③ 自治会長の決定方法について ④ 役員の任期について

⑤ 市からの依頼業務に要する時間について ⑥ 自治会独自の業務に要する時間について

　

　

　

　

⑦ 自治会業務や依頼業務の負担軽減方法について

【４．自治会の運営に関すること】

（結果概要）
・自治会長の年代は６０代が最も多く、職業は約半数が会社員となっています。
・自治会長の任期は１年というところが多く、地域運営の継続性や活性化の点で課題となっています。
・市から自治会に依頼している業務に要する時間は、年10回以下という回答が４２％で最も多く、自治会独自の業務
 に要す る時間では、年１１回～２０回という回答が３９％で最も多くなっています。
・自治会長の負担軽減に対して、市や自治会内での業務や事業の見直しの他、地域内での役割分担が必要となっ
 てきています。

任期 1年 ２年 ３年 ４年

会長 76 62 1 1

副会長 44 57 1 1

会計 42 50 2 1

無回答 4 2.8%

計 151 100.0%

７０代 17 11.2%

８０代以上 1 0.7%

10 6.5%

５０代 21 13.9%

６０代 98 64.9%

４０代

年齢 回答数 割合

３０代以下 0 0.0%

無回答 4 2.6%

計 151 100.0%

無職 27 17.9%

その他 5 3.3%

自営業 18 11.9%

農林業 28 18.6%

会社員（非常勤） 17 11.3%

公務員 4 2.6%

職業 回答数 割合

会社員（常勤） 48 31.8%

無回答 2 1.4%

選考会 11

計 140 100.0%

前副会長が会長を務める 24 17.1%

7.9%

順番 6 4.3%

住民の互選 29 20.7%

役員の互選 40 28.6%

決定方法 回答数 割合

住民投票 28 20.0%

100.0%

17

151

割合

33.8%

39.1%

7.3%

4.0%

1.3%

3.3%

11.2%

年51回以上

無回答

計

回答数

51

59

11

6

2

5

回数

年10回以下

年11～20回

年21～30回

年31～40回

年41～50回

回答数 割合

44 29.1%

42 27.8%

23 15.2%

17 11.3%

25 16.6%

151 100.0%計

負担軽減方法

役員の役割を明確にし、依頼業務に応じて担当者を設定
年間で予定している募金等は、住民の了解を得て、自治会から支出

担当者の設定、自治会から支出の両方

その他

無回答

年11～20回

年41～50回

年10回以下

年21～30回

年31～40回

年51回以上

無回答

計

回答数

64

42

19

3

2

1

20

回数 割合

151

42.4%

27.8%

12.6%

2.0%

1.3%

0.7%

13.2%

100.0%
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① 自治会の課題について（５つまで回答可）

② その他の意見、困りごとなど  (主なもの）

【（５）自治会の課題に関すること】

・人口減少や高齢化により、自治会では実施困難な事業も発生する等、組織運営が困難になりつつある。
・会費収入が減少傾向にある。
・行政がつくった各種協議会やアンケート調査が多すぎる。
・地区公民館が老朽化し維持管理が困難になっている。
・空き家対策、鳥獣被害対策が新たな課題となっている。
・補助金などの申請書を簡素化していほしい。

（結果概要）
・自治会の課題としては、「構成員の高齢化」、「役員の担い手不足」、「役員の負担が大きい」という回答が多くなっ
 ています。
・人口減少や高齢化による担い手不足で、市から依頼している文書配布等が困難になっている自治会も出てきてい
 ます。

回答数 割合

103 28.1%

10 2.7%

27 7.4%

3 0.8%

80 21.8%

1 0.3%

65 17.7%

8 2.2%

19 5.2%

26 7.1%

20 5.4%

5 1.3%

367 100.0%

集会施設（拠点施設）が少ない

役員の負担が大きい

地域課題

構成員の高齢化

構成員の交流減少

資金不足

自治会未加入者の増加

役員の担い手不足

他の自治会との連携が弱い

地域住民の協力が得にくい

活動の参加者が少ない

特に課題はない

その他

計
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〒944－8686 妙高市栄町５－１  

妙高市総務課 地域コミュニティ振興係 

電話７４－０００１ 有線２－２６９１ 

E-mail somu@city.myoko.niigata.jp 
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資料３－１ 

 

 

 

 

主要事業「第三者評価」の対応について 

 

 

１．平成２７年度主要事業「第三者評価」における意見への対応状況 

1) 対応状況（別紙のとおり） 

No. 事  業  名 意見数 
対応状況 

① ② ③ ④ 

1 ごみ減量・リサイクル推進事業 1 1 
   

2 不法投棄防止対策事業 2 2 
  

 

3 妙高型エコツーリズム推進事業 1 
 

1 
 

 

4 妙高山麓ゆめ基金事業 1 1    

5 企業立地促進事業 1    1 

6 観光誘客支援事業 2 1 1   

7 市民主体の健康づくり事業 1  1   

8 地域安心ネットワーク推進事業 2 2    

9 都市と農村交流推進事業 1  1   

10 協働型地域コミュニティ創出事業 2 2    

11 職員能力開発事業 1  1   

合計 15 9 5 0 1 

 

＜対応状況＞ 

①平成 28年度内で対応済み（予算不要、既存予算で対応など）  ９件 

②平成 29年度予算で対応予定                 ５件 

③検討・検証の結果、対応不可                 ０件 

④現在、検討・検証中                     １件 

 

2)公表 

本検討会終了後、対応状況の公表を行います。 

・市ホームページ（行政評価）にて公表 

・市役所、各支所にて紙ベース（閲覧）で公表 

 



事業
番号

担当
課名

事業名
評価
区分

委員会意見
委員会意見へ
の対応状況

意見への対応内容

【１．対応済み】

【１．対応済み】

【不法投棄の早期発見・早期回収について】
・不法投棄監視員は、28名を任命。
・活動内容は、担当地区を1回4時間程度、月3回の巡回を実施（降雪時期まで）
・これらの活動を通じて、新規不法投棄発見：10カ所、2,739㎏を回収（未回収箇所は0箇所）

【ポイ捨て防止に対する教育と意識啓発について】
・不法投棄強化月間（6月）にあわせた意識啓発を実施
　*市報6月号への啓発記事の掲載
　*ＦＭみょうこうでの不法投棄防止対策活動や不法投棄の実態の紹介
　*地域での一斉清掃を励行し、いつもきれいで捨てにくい環境づくりの実践
　*市内小・中学生からの環境標語やポスターの募集を通じた意識啓発
    （夏休みの選択課題として実施）

①引き続き、市民・
事業所の３Ｒに対
する理解を深める
工夫をし、ごみの
減量と資源化を推
進すること。

2

環
境
生
活
課

不法投棄防止
対策事業

維持

①監視パトロール
を継続し、早期発
見・早期回収に努
めるとともに、ポイ
捨て防止に対する
教育と意識啓発に
取り組むこと。

1

環
境
生
活
課

ごみ減量・リサイ
クル推進事業

維持 【１．対応済み】

【市民・事業所の３Rに対する理解を深める工夫について】
・燃えるごみの減量・リサイクル説明会を地域で45回開催し、分別の方法等について、説明
　を実施した。
・妙高高原地域、妙高地域は、再資源センターなどから遠方であるため、資源物の拠点回収
　を平成28年度から実施した。
・ごみカレンダーについては、引き続き、わかりやすい分別にこころがけ、作成している。
・食べ残しゼロ運動を推進するため、外食が多くなる忘年会シーズンなどの時期を捉え、啓
　発に努めた。
・事業所ごみの削減に向け、事業所ニュースの発行（7月、2月）や訪問による指導を強化し
　た。

平成２７年度主要事業「第三者評価」への対応状況について      資料３－２

1



事業
番号

担当
課名

事業名
評価
区分

委員会意見
委員会意見へ
の対応状況

意見への対応内容

【２．対応予定】

【各課連携により、自然・歴史・文化等を掘り下げた魅力あるエコツーリズムの実施について】
・平成28年5月に設置した環境会議では、国立公園を活用した魅力あるエコツアーの実施を
　検討しており、平成29年度に、現地踏査を行う。
・市としては、平成29年度に、春の高原の湿原性植物を楽しむ「笹ヶ峰夢見平ツアー」、秋の
　紅葉に彩られた渓谷美を楽しむ「苗名滝奥渓谷ツアー」を実施する。
・なお、市が行うツアー以外にも、妙高高原ビジターセンターや自然保護に関わるNPO団体、
　地域の観光協会などが主催するツアーが一年を通じて行われているため、市主催のツアー
　は、整理・縮小していく。
・今後、市は、これら実施団体と連携して、歴史・文化等の企画を働きかけることにより、エコ
　ツアーの充実を図る。また、ホームページを立ち上げ、各課・各団体の取り組みを紹介し、
　一層の連携を図っていく。

【１．対応済み】

【返礼品を工夫した事業拡大について】
・ふるさと納税専門サイトを活用し、妙高の素晴らしい自然環境等をPRし、また訪れていただ
　くため、国立公園内を登山やトレッキングできる「ガイド券」、スカイケーブルや周遊バス等を
　利用した紅葉の妙高を満喫できる「妙高満喫セット」などを返礼品として取り入れた。
・妙高を代表する特産品である、「妙高あっぱれ逸品」に登録・推奨されている「妙高ゆきエ
　ビ」や「健康飲料ユアラーゼ」、また、世界30か国以上1,500の銘柄で争われるワールド・
　ビア・アワードでJapan'sBestに輝いた「妙高高原ビール」を返礼品に加えるなど、事業の拡
　大を図りつつ、リピーターの寄附者が飽きないよう取り組んでいる。
・４つのツーリズムのうち、寄附額の少ないヘルスツーリズム、アート＆カルチャーツーリズム
　については、寄附の誘導を図るため、平成29年度では、ふるさと納税専門サイトを活用して
　取り組んでいく。
・なお、地元野菜や山菜については、検証した結果、安定した供給体制の確立が必要となる
　ため、対応することは困難なものと考える。

【実績等】
　平成28年12月末：57,857千円
　平成27年度末　 ：32,461千円

①市の財源確保と
プロモーション効果
を高めるため、返
礼品を工夫しなが
ら事業拡大を図る
こと。

4
財
務
課

妙高山麓ゆめ基
金事業

拡大

3

環
境
生
活
課

妙高型エコツー
リズム推進事業
（エコツアー妙高
推進事業含む）

拡大

①生命地域妙高
環境会議を活用
し、各課連携した
事業展開により、
自然・歴史・文化
等を掘り下げた魅
力あるエコツーリ
ズムを実施するこ
と。

2



事業
番号

担当
課名

事業名
評価
区分

委員会意見
委員会意見へ
の対応状況

意見への対応内容

【４．検討・検証中】

【企業誘致の成果について】
・企業誘致活動を推進するため、平成26年度から配置した産業政策監は、企業訪問、情報
　収集などを積極的に実施し、平成26年7月から平成28年12月までに、延621件の企業及び
　関係機関への訪問を実施した。
・その結果、進出候補地の提出を求められたり、企業の現地視察の対応を行った案件もあ
　った。
・平成27年度からは、企業振興奨励条例を大幅に拡充し、投資に対する固定資産税免除期
　間や限度額の拡大、中小企業の適用要件の緩和、対象業種の拡大のほか、新たに物件
　賃借に対する補助制度を設けた。
・これらにより、平成27年4月から平成28年12月までに18件を支援し、新たに37名が雇用さ
　れた。
・本市での企業誘致は、地理的条件や豪雪地であることから、難しい点があるが、今後も市
　内企業への訪問活動を行い、動向やニーズを把握しながら、必要な支援を検討していく。

【１．対応済み】

【２．対応予定】

【観光組織の連携強化による国内外からの誘客促進について】
・観光関係者のほかに、観光振興に関わる商業や農業、歴史文化などの多様な業種が加
　わった新たな組織「妙高版DMO（妙高観光推進協議会）」を設立（平成28年4月設立）し、
　地域が一体となった観光振興に取り組み始めた。
・その中の一つとして、日本語だけでなく、英語、台湾語、韓国語の４か国語対応の観光顧
　客管理システム（CRM）を構築（平成28年12月稼働）し、これらを活用して、国内外へのプ
　ロモーションとさらなる誘客を進めている。

【トラブルの未然防止による安全安心な観光地の確保について】
・外国人観光客によるトラブルの未然防止に向け、現在、「外国人向け生活ガイドブック
　（3月完成予定）」の作成を進めており、外国人観光客や転入者へ配付し、マナーの向上
　を図る。
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観
光
商
工
課

観光誘客支援
事業
（経済対策分を
含む）

維持

①観光組織の連
携を強化しながら、
国内外からの誘客
を進めること。

②外国人旅行者
の増加によるトラ
ブルの未然防止に
努め、安全で安心
な観光地を確保す
ること。

5

観
光
商
工
課

企業立地促進
事業

維持

①雇用の創出や
地域経済の活性
化につながる企業
誘致を継続的に進
め、成果を上げる
こと。
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【２．対応予定】

【健康妙高エコマイレージの取り組みのPRによる市民の健康づくり意識の高揚について】
・平成28年度は会員登録制を導入（登録者375人）し、実践者の把握、メール配信による
　情報提供を行ったほか、ボーナスポイントの対象事業を民間運動施設にも拡大するな
　どの見直しを行った。
・また、食生活改善推進委員や健康づくりリーダーに率先した取り組みを呼び掛け、地域
　での普及拡大に努めた。
・健康づくり推進協議会市民部会などに制度の課題や改善点などに対する意見を求め、
　平成29年度からは、健康づくりに特化し、より取り組みやすい新たな事業として実施する。

【１．対応済み】

【１．対応済み】

【既存ネットワークの維持について】
・平成28年12月末現在で、新規37ネットワークを含めた、543ネットワークが実働している。
・平成28年度では、地域ごとに福祉協力員に対する研修会を開催し、地域の特性を踏まえ
　た事業の重要性等を説明し、理解を深めた。
・今後も、自治会ごとに開催する地域連携会議を通じ、広く市民にも事業をPRし、事業の重
　要性の周知に努めていく。

【関係者間の情報共有による事業の充実について】
・地域連携会議では、区長、町内会長、民生委員・児童委員のほか、老人クラブ連合会長、
　食推代表、自主防代表など、多様な立場のかたが集まり、地域の実情とネットワーク構築
　が必要なかたの掘り起しを行った。
・社会福祉協議会からのネットワーク構築者の情報については、必要なサービスを迅速に
　提供するため、地域包括支援センターを中心とする関係者で情報共有を図っている。
・今後も引き続き、地域課題の洗い出しと必要なサービスの構築に向けた関係者間の協議
　を進め、地域安心ネットワークの充実を図っていく。

福
祉
介
護
課

地域安心ネット
ワーク推進事業

維持

①地域ぐるみで高
齢者を支える重要
な事業であり、これ
まで築いてきた
ネットワークを維持
するとともに、関係
者間の情報共有に
より、支援の充実
を図ること。

①健康妙高エコマ
イレージの取り組
みを積極的にＰＲ
し、市民の健康づく
り意識を高めるこ
と。

8

7

健
康
保
険
課

市民主体の健
康づくり事業
（経済対策分を
含む）

維持
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【２．対応予定】

【事業目的に即した魅力あるプログラムについて】
・現在、グリーンツーリズム推進協議会が地元農家や地域住民の協力を得ながら、妙高市
　全体をフィールドとして農業体験や伝統工芸体験、農産物を活用した調理体験、郷土料理
　づくり体験などのプログラムを提供している。
・今後も、ニーズを踏まえた多様な農業・農村体験プログラムの提供を図り、交流の促進に
　つなげていく。
・平成29年度は、建設課と連携し、都市住民向けの空き家見学ツアー参加者へ体験プログ
　ラムを提供する予定としている。
・また、妙高観光推進協議会（ＤＭＯ）を主体に、より都市住民との交流が深まるよう、旅行
　商品としての魅力の高いプログラム造成を検討していく。

【１．対応済み】

【１．対応済み】

【コミュニティによる相互扶助機能に対する市民の理解浸透について】
・町内会長会議の開催（平成28年6月）による相互扶助活動への理解・浸透を促進
　*地域コミュニティに関する講演会の実施
　*除雪ボランティアや高齢者の見守りなどの相互扶助活動の先進事例を紹介
　*補助制度の周知、ＰＲ
・地域コミュニティに関する実態調査（10月）を実施し、結果を公表することで、問題意識の
　啓発、課題の共有化を図った。
・市報2月号や市民活動支援センターだよりの発行を通じて、地域づくりに関する取り組み
　や支援制度について周知を図った。

【全市的な取り組みへの拡大について】
・地域コミュニティの維持・活性化には、住民の主体的な活動が重要であることから、
　各地域の実情に応じた支援が必要であると考えている。
・そのため、全市的な支援として、生涯学習課所管の「ボランティア・ＮＰＯ育成支援事業」
　において、市民活動支援センターが中心となり、住民主体の活動紹介や人材育成講座
　などの開催、相談対応などを実施している。
・一方で、高齢化率が高い地域では、本事業により、地域サポート人などの人材を活用し
　た支援を実施し、H28年11月からは、新井南部地区全域で集落点検を実施した。

拡大
協働型地域コ
ミュニティ創出事
業

総
務
課

見直し

①妙高の農村の
良さを体感し、移
住定住や交流を増
やしていくための
事業であり、地域
住民やグリーン
ツーリズム推進協
議会、行政の役割
分担を明確にし、
事業目的に即した
魅力あるプログラ
ムを展開すること。
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9
農
林
課

都市と農村交流
推進事業
（経済対策分を
含む）

①地域コミュニティ
による相互扶助機
能の重要性につい
て、市民の理解を
深めるとともに、市
街地など全市的な
取り組みへの拡大
も視野に入れるこ
と。
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【２．対応予定】

【研修の成果を業務へ活かすことについて】
・現在取り組んでいる新分野開拓研修や専門研修では、研修事項を業務にどう活かすか、
　関係職員等への研修結果の報告をどのように行うかを明らかにした上で研修に参加して
　いる。
・平成29年度からは、職員として必要不可欠な知識に関する研修成果を効果的に活用でき
　るよう、受講職員の選定や研修内容の充実を図る。
・研修成果を把握するため、引き続き、各研修において、受講直後の研修報告だけではなく、
　3カ月後の「研修効果の検証」を行っていく。

11
総
務
課

職員能力開発
事業

維持

①職員の育成・能
力向上は、市民
サービスの向上に
つながらなければ
無駄であり、その
成果を業務に活か
すこと。
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