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第３部 基本計画 
 
第１章 教育 

 
学校教育－(1)次代を担う人材の育成 
現状と課題 

村内の幼稚園、小・中学校は、北山、大塩地区に各１校(園)、桧原、裏磐梯地区に各１校(園)が立
地し、中学校区単位で、幼小中の連携を図りながら、教育の質の向上、子供の育成に取り組んでいます。 

小学校においては、自ら取り組む姿勢を高めているほか、中学校においては、英語、漢字検定に積極的に
受験するなど、学力の向上対策にも努めており、その後の進学にも成果が現われています。 

学校評議員の声を学校運営に活かしているほか、学校支援地域本部事業など、学校、家庭、地域が一
体となった教育、子育てに取り組んでおり、読書に対する興味関心、意欲の向上、生活文化や風習、歴史
など、成長段階に応じた学習に力を入れています。 

児童生徒数の減少により、桧原・裏磐梯地区では、複式学級の指導支援として村単独雇用の講師を配
置するなどの対策を行っています。 

保護者からは、少人数ゆえに子供の競争心や学力、部活動に関して不安視する声も聴かれます。 
 
◉ 学力の向上 

村の特性を活かした教育の実践、少人数ならではのきめ細やかな教育
により、一人一人に寄り添った学習指導を行うとともに、教育環境を整備
推進し、次代を担う人材を育成します。 
◆幼小中の連携強化 
◆施設設備水準の向上 
 
◉ 人間力の向上 

地域の豊かな自然や伝統文化、産業にふれる学習のほか、村内学校間の交流や村外との交流(交流自治
体の子供等)に取り組んでいきます。 

部活動やスポーツ面においては、地域と連携した指導体制や外部人材を活用するなど、多様な活動を支援
していきます。 
◆自然体験、生活文化体験活動の推進 
◆国際、県内外等交流活動の推進 
◆部活動の環境整備、活動支援 
 
 
 
 
 
 

裏磐梯幼稚園の園児たち 

第一中学校・稲作体験 さくら小学校・自然体験(雄国沼湿原) 
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生涯教育－(2)心豊かな暮らしの創出 
現状と課題 

村内各地区の集会所や主要公共施設を住民の主体的活動の場として位置づけているほか、学校施設
の開放も行うなど、子供から高齢者までの活動を支援しています。 

2014 年度(平成 26 年度)には、生涯学習センターを供用開始(旧大塩小学校校舎)。生活文化歴史
の交流、情報発信の拠点施設として位置付けています。村民同士の自由な語らいの場としても開放していま
すが、未利用スペースも多くあります。村民による活動拠点となるための対策が必要です。 

スポーツ少年団や中学校部活動、高校生、一般の上位大会出場者等に対して支援や表彰制度を設け
るなど、村あげての応援体制を構築していますが、価値観の多様化、少子化の影響により、スポーツ少年団
で活動するメンバーが不足しています。 

また、野球、ソフトボール、婦人バレー、駅伝などの村代表チームを編成し、大会に出場するなど、地域
間、世代間交流の推進とともに、郷土に対する誇りも醸成しています。 

仕事、家庭との兼ね合いで、生活スタイルにあった学びに取り組めないなどの悩みも聞こえてきます。都市
部のように、多様な講座が身近にはある訳でもありません。 

社会人のグループにおいても、新たな会員が入らなく、人材の固定化や特定会員の負担の増、万が一の
際の対応不安など、継続的な活動面でも課題があります。 

 
◉ 文化・スポーツの振興 

 毎年開催する「交流フェスタ」の企画、運営、村民同士の交流を通じ、人とのつながりや、活動を進める機運
を高めていきます。 
 また、様々な催しが開催されているにも関わらず、参加者数が少ないものも多く、ニーズの把握、周知方法の
検討を図るとともに、村民の関心意欲の高揚についても対策を講じます。 
 村民が主導するこれまでの文化・スポーツの取り組みを促進するとともに、活動内容によっては、多様な世代、
地域内外、村内外との交流の仕組みを取り入れるほか、必要な環境整備を推進します。 
◆人的ネットワークの強化、拡充 
◆学ぶ意欲に応える環境整備、支援 

 
 
 
 

 
 
 

きたしおばら交流フェスタ(村民ふれあい健康マラソン大会) 

きたしおばら交流フェスタ(村民による出店) 

 
 

 

歴史文化－(3)郷土の誇り、魅力の醸成 
現状と課題 

2010 年(平成 22 年)に「旧米沢会津街道」沿いに残る景観が、「日本で最も美しい村」連合の登録資
源となったほか、周辺の山城跡の価値が再認識されています。 

大塩地区に残る「柏木城跡」の再整備(草刈、発掘、案内板の整備)等にも取り組み、文献や発掘など
の調査を進め、歴史的価値、観光的資源としての魅力を高めています。 

小中学校の郷土学習含め多様な地域、世代を対象とした磐梯山ジオパークやエコツーリズムなどの活動も
推進しています。 

村内には、多くの資源が残されていますが、歴史的価値の分析は系統をたてながら慎重に行う必要がある
ため、全てを整理するには相当の年数が必要です。 

 
◉ 歴史資源の保存と活用 

 有識者の意見を踏まえながら、新たな調査対象の選定や史実との整理、歴史的資源の利活用策等に取り
組みます。 
 郷土理解学習や観光、地域づくりなど、他の分野との連携についても、関係機関と連携しながら取り組みます。 
◆歴史資源の保存 
◆歴史資源の活用 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

会津米沢街道歴史ウオーク大会 柏木城跡 
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生活文化－(4)郷土の伝統、愛着の醸成 
現状と課題 

会津地方に根付く生活文化のほか、各集落単位で、昔から伝わる祭礼や行事が営まれています。 
北山漆薬師二つ児参りでは、幼子の無病息災を願う多くの家族連れが会津一円から訪れています。地

区ごとに特徴の有る祭礼が行われ、コミュニティの醸成の面からも重要な役割を担っています。 
近年では、大塩川前神楽の復活に向けた活動などもみられます。 
集落によっては、若者や子供の減少に伴い、集落機能の活力が低下、祭礼や行事開催における現役世

代の負担が大きくなっています。平均世帯人数は 2.71 人(2015 年国勢調査)と減少傾向。親世帯との同
居人数が減少しており、各家庭レベルでの文化、風習、料理等の伝承も危惧されます。 

 
◉ 伝統、風習、資源の継承 

地域ならではの伝統行事、祭礼、風習は、郷土の誇りであり、地域コミュニティ形成の根幹となるもので、地
域住民や各家庭での取り組みが継承されるよう支援していきます。 
◆伝統風習を支える地域の支援 
◆伝統風習資源の継承 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二つ児参り(腹打石にお腹をあてる幼児) 

大塩川前神楽 

 
 

 

第２章 地域・住民活動 
 
行政区－(5)笑顔でつながるコミュニティの構築 
現状と課題 

各行政区には、隣組の班組織など、顔の見える関係、コミュニティが構築されており、安心した生活を送る
上で重要な組織体となっています。 

行政区の代表として行政区長(村長が委嘱)がおり、住民と行政をつなぐパイプ役として、尽力いただいて
います。 

行政区によっては、高齢化の進行と担い手不足により、これまで継続してきた地域の活動（祭礼、共同
作業など）において、人手、財源の両面で支障をきたしている状況も見られるようになっています。 

 
◉ 行政区の活動、機能の強化 

 行政と行政区長との連携を強化し、地域住民の福祉向上等を支援します。 
 地域担当職員制度による担当職員が各受持ち地域に関心を持ち、必要に応じた支援を行います。 
◆行政区長との連携強化 
◆行政区内の活動支援 
◆地域づくり事業のサポート 
◆顔の見える近所つきあい 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域住民の花植え運動 
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地域活動団体－(6)互助のこころで支え合う活動組織の支援 
現状と課題 

各地区には、消防団や交通安全協会、赤十字、ＰＴＡなどの地域活動団体があり、互助の精神で、多
様な活動が行われています。 

活動は、住民の近いところで行われ、限られた人員で活動するため、組織内の絆が深まり、組織から退任
しても、互いに結びつき続けるなどの流れも生み出されます。 

これらの活動を通じて知り合えた村民やネットワークについては、肯定的にとらえている村民が多いものの、
団体、地域によっては、新たな会員が確保できず、役目を終えることができない方や、複数の団体を兼ねてい
る方など、負担と感じている村民もいます。 

 
◉ 地域活動組織の活動支援 

 各活動主体の支援を継続して行うとともに、各組織間の連携を支援するなど、各活動において過度な負担が
発生しないようにサポートしていきます。 
◆消防団、交通安全協会、ＰＴＡなどの活動支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

交通安全協会カーブミラー点検・清掃 消防団放水訓練 

 
 

 

その他住民活動団体－(7)有志のこころでつながる地域間・世代間交流 
現状と課題 

村内には行政区や既存の地域活動組織と異なり、有志で繋がる団体があります。それぞれの活動理念を
掲げ、地域の美化活動や地域住民を対象としたイベントの開催、歴史資源や生活伝統文化の継承に取り
組んでいます。 

有志によるグループは、意志疎通も図られやすく、速やかに行動に移すことが可能なことから、地域の賑わ
いを生み出す存在としても注目されています。 

構成メンバーの会費等で活動しているため、継続性の面では課題があります。 
 
◉ 住民グループの活動支援 

公共性のある活動に対して、各活動主体の自主性を尊重しながら、必要に応じたサポートを行います。 
各地域や村内において活動できるメンバーには限りがあることから、必要に応じ、他の地域の人や村外の人と

ともに活動できる支援の在り方を構築します。 
交流自治体住民との連携、地域おこし協力隊の招致、隊員によるサポート等を推進します。 

◆住民グループの相談体制の構築 
◆他地域・出身者との交流（支援） 
◆地域づくり事業サポート 
◆地域おこし協力隊の招致・活動 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

桜を守る会草刈(桜峠公園) 

地域おこし協力隊、裏磐梯エコツーリズム協会と 
県外学生の連携(木地工場再生) 



47

 
 

 

その他住民活動団体－(7)有志のこころでつながる地域間・世代間交流 
現状と課題 

村内には行政区や既存の地域活動組織と異なり、有志で繋がる団体があります。それぞれの活動理念を
掲げ、地域の美化活動や地域住民を対象としたイベントの開催、歴史資源や生活伝統文化の継承に取り
組んでいます。 

有志によるグループは、意志疎通も図られやすく、速やかに行動に移すことが可能なことから、地域の賑わ
いを生み出す存在としても注目されています。 

構成メンバーの会費等で活動しているため、継続性の面では課題があります。 
 
◉ 住民グループの活動支援 

公共性のある活動に対して、各活動主体の自主性を尊重しながら、必要に応じたサポートを行います。 
各地域や村内において活動できるメンバーには限りがあることから、必要に応じ、他の地域の人や村外の人と

ともに活動できる支援の在り方を構築します。 
交流自治体住民との連携、地域おこし協力隊の招致、隊員によるサポート等を推進します。 

◆住民グループの相談体制の構築 
◆他地域・出身者との交流（支援） 
◆地域づくり事業サポート 
◆地域おこし協力隊の招致・活動 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

桜を守る会草刈(桜峠公園) 

地域おこし協力隊、裏磐梯エコツーリズム協会と 
県外学生の連携(木地工場再生) 



48

 
 

 

第３章 生活 
 
自然環境－(8)農村・自然環境の保全 
現状と課題 

北塩原村は 2010 年(平成 22 年)に「日本で最も美しい村」連合に加盟しました。住民の手により守り
引き継がれてきた資源を地域の誇りとするとともに経済にも循環させる取り組みです。 

村内には、豊かな自然と心安らぐ景観に満ちあふれています。 
農地や水路の保全については、中山間地域等直接支払制度等を活用した活動が各集落単位で営まれ

ているほか、道路等の環境保全については、行政や地区住民の有志などにより環境美化活動がなされてお
り、通行する人々の心を和ませています。 
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磐梯朝日国立公園に属する桧原、裏磐梯地区エリア全体は、その景観が観光資源として存在していま
す。適正な利用と保全を進める中で、ビューポイントを遮る成長した草木や外来種の草花などの対策も課題
となっています。 

 
◉ 心安らぐ農村景観の保全と利用 

 美しい生活空間や自然景観は人々の暮らしに安らぎを与えるとともに、地域の財産でもあり、観光資源でもあ
ります。「日本で最も美しい村」連合の理念の啓蒙に努めるとともに、地域経済に好循環が生まれるように取り
組みます。 
 花いっぱい運動や電線の地中化など、道路沿線の美観、景観阻害要因
の除去等にも地域住民や関係者等とともに連携して取り組んでいきます。 
◆「日本で最も美しい村」連合の活動理念の共有 
◆生活空間の美観向上 
◆農村環境の整備 
 
◉ 貴重な自然景観の保全と利用 

自然景観に対して支障を来している事象について、地域住民や関係機関等と連携してその対策に取り組み
ます。 

村内の林野面積は、19,453ha。総面積の 83%を占めます。学校林もあります
が、活用はされていません。環境、景観の保全を図りながら、活用可能な森林資
源を利用し、里山の保全にも努めます。 

環境負荷を少なくする取り組みとして、木質バイオマスや小水力発電など、再生
可能エネルギーの可能性を見極めながら推進します。 
◆自然景観保護活動の推進 
◆森林資源の保全と利用 
◆再生可能エネルギーの利用 
 

早稲沢地域の農村景観 

 
 

 

住まい－(9)喜びあふれる住環境 
現状と課題 

村外からの転入者を呼び込むため、松陽台団地や村営住宅が整備され供用されましたが、村内全域で、
新築可能な土地等が十分あるとは言えない状況にあるほか、村営住宅においてもほぼ満室であり、転出要
因の一つともなっています。 

増加する空き家の改善のため、2016 年度(平成 28 年度)には、空き家の改修や解体等を支援する助
成事業を創出したほか、空き家バンクを設置しました。 

新たな住宅用地の開発や村営住宅整備に向けた対策にも取り組みはじめています。 
地域住民による交通安全協会や防犯協会、そして見守り隊など、自主的に取り組む地域活動組織があ

り、安心な住環境につながっています。幹線道路も多く整備され、村外からの来訪者も多いほか、集落内等
の狭小な道路も多いため、地域ぐるみで安全対策、防犯対策に引き続き取り組んでいく必要があります。 

 
◉ 移住・定住・二地域居住対策の推進 

 村内外に空き家バンク制度及び登録物件等の情報を発信し、移住等のながれをつくりだします。 
 移住定住相談窓口を開設し、きめ細やかな対応のとれる体制の構築、お試し住宅などの環境整備のほか、
村外に対しては、北塩原村で生活することの優位性についてアピールする必要があることから、行政施策以外の
多様な情報についても発信します。 
◆空き家の利活用 
◆移住定住相談体制の充実 
◆魅力ある生活環境、施策の情報発信 
 
◉ 安全で気持ちの良い住環境の整備 

 不足する住宅用地、若者の住まい事情を解消するため、住宅用地の整備と併せて単身者にも対応する公営
住宅を整備します。 
 管理の行き届かない家屋の除去等を後押しする助成事業等を活用し、地域の安全と快適な住環境を整備
します。 
 親世帯との二世代同居も推進します。若い世代へのサポートやその後自らサポートを受けるための体制の一つ
であるとともに、遊休資産を少なくする仕組みにもつながります。 
 また、地域ぐるみで防犯力を高めるとともに、ハード、ソフト両面で交通安全対策に取り組み、安心して生活で
きる住環境を地域ぐるみで整備します。 
◆住宅用地の整備 
◆公営住宅の整備 
◆危険・景観阻害空き家の除去 
◆交通安全対策の推進 
◆防犯力の向上 
 
 
 地域住民の見守り活動 
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◆公営住宅の整備 
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 地域住民の見守り活動 
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衛生（上下水道・ごみ）－(10)衛生水準の維持保全 
現状と課題 

本村の水道普及率は 97%を超え、安全な飲料水を提供されていますが、老朽化施設の更新が課題と
なっています。 

下水道の接続率も高く、桧原湖等の湖沼群や流域の河川の水質保全にも寄与しています。下水道設
備についても更新時期をむかえており、現在、長寿命化対策が行われています。 

一般家庭から出されるごみ・資源物の収集は、行政(村)が事業者に委託。村内各行政区内に設置のス
テーションの管理は行政区で行われています。最終処分等は、喜多方地方広域市町村圏組合の施設で処
理しています。地域の子ども会やスポーツ少年団においても定期的に資源物回収を行うなど、地球環境に優
しい取り組みも行われています。 

本村には宿泊施設等が数多く立地していることから、上水道の供給と下水道による汚水の浄化対策、ご
みの処分は安定的に行われる必要があります。 

 
◉ 安全安心な上水道の供給 

安全な飲料水を供給できるように、水質検査を適切に行うとともに計画的な設備の更新
を行います。限りある水資源を大切に使用するなど、村民の節水意識の向上を図ります。 
◆上水道設備の管理、老朽設備の更新 
 
◉ 適正な汚水処理体制の維持、管理 

下水道設備の長寿命化を進めるとともに、下水道未接続者への加入を推進し、環境保全を図ります。 
複数ある処理場施設の合理的な運営にも努め、維持管理費の低減と汚水処理体制の効率化を図ります。 

◆下水道設備の管理、老朽設備の更新 
 
◉ 適正な廃棄物収集体制の維持 

ごみ収集事業者と連携し、村民生活に寄り添った廃棄物の収集体制を維持していきます。 
◆ごみ収集体制の維持 
 
衛生（上下水道・ごみ）－(11)環境負荷の軽減 
現状と課題 

北塩原村のごみ・資源物の収集に係る情報は、村民向けに全戸配布される生涯学習カレンダーを通じ、
お知らせしています。二地域居住者等への周知、対策が課題です。 

 
◉ リサイクル、分別、廃棄物減量等の推進 

環境負荷軽減への意識は、限りある地球の資源を考えるものであり、当村の強みでもある「美しい自然・景
観」を守ることにも通じるものです。学校、家庭、地域全体に周知を図っていきます。 
◆村民への啓蒙 
◆分かりやすい収集体制の周知 
 

 
 

 

道路－(12)安全・安心な道路環境 
現状と課題 

安全で円滑に移動できる道路網の整備は、村民の通勤や通院に対して、安心感が増すものであり、ま
た、道路事情に不慣れな観光客においても交通事故等の防止にもつながります。 
 集落間道路を複数整備することは、被災等により主要道路の通行が困難になった際の代替ルートともなる
ことから、計画的に道路改良を進めています。 
 冬期間の除雪対策にも万全を期し、国道、県道などの除雪体制とも連携して取り組んでいます。 
 狭小道路の改良や経年劣化による道路の維持補修など、きめ細やかな対応が必要です。 
 また、桧原湖を中心として、競技者、愛好者問わずサイクリストやランナーなどが数多く訪れるほか、釣り客、
写真家など多くの観光客が訪れます。関係機関と連携しながら、安全で快適な道路環境の保全とともに、駐
車スペースの対策も必要な状況です。 

 
◉ 村道、橋梁の整備、維持管理 

 村民や観光客の利便性を高めるため、交通状況をとらえながら、計画的な道路整備を行います。 
 適宜道路の点検を行うとともに、橋梁については計画的に安全対策を施し、安心な道路網を維持します。 
 歩行者含め、安全な通行が図られるように、関係機関と連携しながら取り組んでいきます。 
◆村道整備 
◆橋梁長寿命化 
◆村道維持管理 
 
◉ 国県道の整備促進 

 現在施工中の桧原湖周遊道路（県道会津若松・裏磐梯線）や県代行事業により整備中の村道北山・
大塩線の整備促進に尽力します。 
◆桧原湖周遊道路等の整備促進、県代行事業の整備促進 
 
◉ 除雪対策の連携、強化 

 除雪機械の計画的な更新を行うとともに、関係機関が連携しながら、冬期間でも安心して移動できる道路網
の維持確保に努めます。 
◆関係機関との連携による除雪対策の強化 
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道路－(12)安全・安心な道路環境 
現状と課題 
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公共交通－(13)生活に寄り添う交通網の整備 
現状と課題 

村内には定期路線バスが運行。沿線の自治体と連携し安定した運行の継続を支援しているものの、自動
車による移動が主となっている現代社会においては、公共交通機関の利用者は、自動車を持たない子供や
高齢者であり、結果、利用者数としては少ない状況となっています。 

路線バスは、子供や高齢者にはなくてはならない移動手段であるとともに、鉄道を乗りついで訪れる観光
客、特にインバウンド対策を推進する上でも必要な交通手段となるなど、安定したバス路線の維持、交通網
の整備は、生活、産業の両面で重要になってきます。 

 
◉ 生活路線バスの運行、利活用の推進 

高齢化が進行する社会においては、自動車に頼らない交通網の整備は重要な対策です。また、中高生等の
通学手段としても生活に密接な路線でもあるとともに、公共交通機関を利用した個人観光客等の移動手段と
しても絶やすことはできません。 

鉄道との乗り継ぎ、市街地への通院や買い物、村内各施設等の利用に即した運行体系となるように関係機
関が連携し見直しを図ります。 

村民向け支援策（75 歳以上無料、その他村民半額）も継続して実施するともに、利用方法についても周
知し、環境負荷軽減にもつながる公共交通機関の利用を推進します。 

観光客にも乗車しやすい、利用しやすい路線にすることで、乗客増を図ります。 
◆交通対策会議等を踏まえた運行路線の見直し 
◆利活用推進 
 
◉ コミュニティバスの運行、利活用の推進 

 本村は各集落が点在しており、主要道路を沿線とする定期路線バスから遠方の集落があります。高齢者にお
いては、停留所までの移動も容易ではないことから、最寄りの場所から定期路線バスの停留所までをつなぐコミュ
ニティバスを継続運行し、通院の外、買い物やその他外出の機会を支援していきます。 
◆多様な交通機関の整備 
◆利活用推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

第４章 福祉 
 
健康－(14)心身ともに健やかな生活の支援 
現状と課題 
乳幼児や小中学生に対する歯磨き指導、女性や若年層から高齢者までを対象とし 

た健診を通した健康指導や、規則正しい食習慣や運動習慣の講座開催を通じ、健康
づくりへの意識高揚を図っています。 
 国民健康保険制度の運営主体が 2018 年度(平成 30 年度)に市町村から都道府県
に移行されます。また、高齢者の定義の見直しも検討されています。村の実態に応じた継
続的な施策展開が課題となってきます。 

 
◉ 啓蒙、健診体制の充実、医療制度の運営 

医療機関までの移動に時間を要する桧原、裏磐梯地区には、指定管理者制度による診療所を設置してい
ます。疾病の早期発見、健康への意識高揚を促すためにも、かかりつけ医として身近な医療機関として運営し
ていきます。 

総合健診やがん検診などの受診勧奨を行うとともに、村民の生活習慣や疾病など実態に応じた健康づくり政
策についてきめ細やかに展開していきます。 
◆健康増進体制の充実 
◆医療制度の運営 
 
 
結婚－(15)結婚希望する村民の支援 
現状と課題 

2010 年国勢調査において、村内の若い世代(20、30 代)の未婚者は男性で約 6 割、女性で約４割と
なっています。 

出会いの機会が少ないとの声も聴かれます。進学や就職を機に転出する若い世代も多い状況もあり、周
りに顔の分かる同年代が少ないことも、背景にあるものと思われます。 

 
◉ サポート体制の構築 

結婚を前面に出したイベントは男女ともに抵抗が強いことから、様々な活動の中で交流が生まれる場を設け
ていきます。 
既存のイベントや各地域で開催する催しなどに際して、若い世代に参加を呼びかけます。顔の見える関係を

構築していく中で、結婚に向けた流れもサポートしていきます。また、相談体
制等も構築していきます。 
  結婚祝金の支給により、村内への定住も促していきます。 
◆出会いの場の創出 
◆相談体制の構築 
◆結婚祝金の支給 
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第４章 福祉 
 
健康－(14)心身ともに健やかな生活の支援 
現状と課題 
乳幼児や小中学生に対する歯磨き指導、女性や若年層から高齢者までを対象とし 

た健診を通した健康指導や、規則正しい食習慣や運動習慣の講座開催を通じ、健康
づくりへの意識高揚を図っています。 
 国民健康保険制度の運営主体が 2018 年度(平成 30 年度)に市町村から都道府県
に移行されます。また、高齢者の定義の見直しも検討されています。村の実態に応じた継
続的な施策展開が課題となってきます。 

 
◉ 啓蒙、健診体制の充実、医療制度の運営 

医療機関までの移動に時間を要する桧原、裏磐梯地区には、指定管理者制度による診療所を設置してい
ます。疾病の早期発見、健康への意識高揚を促すためにも、かかりつけ医として身近な医療機関として運営し
ていきます。 

総合健診やがん検診などの受診勧奨を行うとともに、村民の生活習慣や疾病など実態に応じた健康づくり政
策についてきめ細やかに展開していきます。 
◆健康増進体制の充実 
◆医療制度の運営 
 
 
結婚－(15)結婚希望する村民の支援 
現状と課題 

2010 年国勢調査において、村内の若い世代(20、30 代)の未婚者は男性で約 6 割、女性で約４割と
なっています。 

出会いの機会が少ないとの声も聴かれます。進学や就職を機に転出する若い世代も多い状況もあり、周
りに顔の分かる同年代が少ないことも、背景にあるものと思われます。 

 
◉ サポート体制の構築 

結婚を前面に出したイベントは男女ともに抵抗が強いことから、様々な活動の中で交流が生まれる場を設け
ていきます。 
既存のイベントや各地域で開催する催しなどに際して、若い世代に参加を呼びかけます。顔の見える関係を

構築していく中で、結婚に向けた流れもサポートしていきます。また、相談体
制等も構築していきます。 
  結婚祝金の支給により、村内への定住も促していきます。 
◆出会いの場の創出 
◆相談体制の構築 
◆結婚祝金の支給 
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出産－(16)安心な出産環境 
現状と課題 

安心な出産環境、体制を整えるため、妊娠から産後まで医療機関との健診、相談体制を構築、全額公
費負担による受診勧奨を実施し、出産をサポートしているほか、出産時には祝金を支給しています。 

妊婦の夫には父子健康手帳を交付し、出産後の育児、家事への協力に理解を深める支援策も展開して
います。 

桧原、裏磐梯地区の住民の場合、医療機関までの移動時間が大きな負担となっています。 
 
◉ 相談、健診体制の充実 

全額公費負担による妊産婦健康診査を継続するほか、訪問相談、産後のケアや新生児の健康管理など、
安心な出産環境を整えていきます。 

また、出産祝金の支給により、乳幼児の健やかな成長を応援します。 
◆相談体制の充実 
◆妊産婦健診の無料化 
◆出産祝金の支給 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

子育て－(17)幸せあふれる子育て環境 
現状と課題 

幼稚園保育料の無料化、学童保育の実施など地域での子育て環境の整備のほか、18 歳以下医療費
の無料化などの健康支援を行っています。 

北山地区には、北山、大塩からの利用しやすい位置に民間の認可保育所が設置されていますが、桧原、
裏磐梯地区にはなく、地域間の格差も生じています。 

少子化により居住地域に同世代の親や子供が少なく、育児や日常の悩みを話し合う機会が少ないなどの
悩みがあります。 

 
◉ 相談、健診体制の充実 

定期健診や予防接種時に医師の問診等や保健師の相談等により、子育ての
悩みを小さくするほか、新生児や未熟児のある家庭への訪問など、疾病等の早
期発見、対処に努めていきます。 
母子を対象とした交流の機会を設け、母親同士の仲間づくりや専門家からの

助言を受けることができる体制整備を継続し、幸せな子育てを実感できるサポ
ートを行っていきます。 
◆健康管理体制の充実 
◆18 歳以下医療費の無料化 
 
◉ 育児・子育て環境の整備 

関係機関と連携しながら、保育所や幼稚園等の保育環境を充実させるとともに、幼稚園、小学校、中学校
進学時等における子育祝金を支給し、地域全体で温かな子育て環境をつくりあげていきます。 
◆保育環境の充実 
◆子育祝金の支給 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

絵本の読み聞かせ(裏磐梯幼稚園・祖父母参観) 



55

 
 

 

子育て－(17)幸せあふれる子育て環境 
現状と課題 

幼稚園保育料の無料化、学童保育の実施など地域での子育て環境の整備のほか、18 歳以下医療費
の無料化などの健康支援を行っています。 

北山地区には、北山、大塩からの利用しやすい位置に民間の認可保育所が設置されていますが、桧原、
裏磐梯地区にはなく、地域間の格差も生じています。 

少子化により居住地域に同世代の親や子供が少なく、育児や日常の悩みを話し合う機会が少ないなどの
悩みがあります。 

 
◉ 相談、健診体制の充実 

定期健診や予防接種時に医師の問診等や保健師の相談等により、子育ての
悩みを小さくするほか、新生児や未熟児のある家庭への訪問など、疾病等の早
期発見、対処に努めていきます。 
母子を対象とした交流の機会を設け、母親同士の仲間づくりや専門家からの

助言を受けることができる体制整備を継続し、幸せな子育てを実感できるサポ
ートを行っていきます。 
◆健康管理体制の充実 
◆18 歳以下医療費の無料化 
 
◉ 育児・子育て環境の整備 

関係機関と連携しながら、保育所や幼稚園等の保育環境を充実させるとともに、幼稚園、小学校、中学校
進学時等における子育祝金を支給し、地域全体で温かな子育て環境をつくりあげていきます。 
◆保育環境の充実 
◆子育祝金の支給 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

絵本の読み聞かせ(裏磐梯幼稚園・祖父母参観) 



56

 
 

 

高齢者－(18)健康長寿の支援 
現状と課題 

行政(教育分野と福祉分野)と村社会福祉協議会、各地域の老人クラブなどが連携、連動しながら、高
齢者福祉に取り組んでいます。 

当村の高齢化率は 30%を超えました。50%を超えている行政区もあります。高齢化とともに認知症を患
う高齢者の増も懸念されます。地域で高齢者を支える仕組みを整備する一方で、支える側の年少人口や生
産年齢人口が減少傾向にあります。高齢者が自ら健康的で元気に過ごすことのできる体制づくりが必要で
す。 

介護保険や高齢者医療制度が見直されていく中、福祉政策の連携、さらには生涯教育分野などと合わ
せた対策が必要になっています。 

 
◉ 相談、支援体制の充実 

 福祉、医療、介護の各分野の充実を図りながら、他政策分野と絡ませた施策を展開し、一人一人の高齢者
に寄り添った、健康長寿の支援を図っていきます。 
◆高齢者医療制度 
◆介護制度の運営 
◆長寿祝金の支給 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

異世代交流(さくら児童クラブ) 

高齢者健康教室 

 
 

 

生活弱者－(19)穏やかな暮らしの支援 
現状と課題 

村全体の人口規模の関係もあり、障がいのある方との交流は少ない状況にありますが、障がい者支援制
度等によりきめ細やかなサポートを行い、生まれ育った地域での穏やかな暮らしを支援しています。 

保健師、医師等と家庭との相談、就学審議会等での議論を踏まえ、子供や家庭に寄り添った就学機会
の提供が行われています。 

低所得者等のサポートも適宜対応しています。 
 
◉ 相談、支援体制の充実 

 関係機関の連携による相談体制を充実させ、障がい者等への適切なサポート体制を築いていきます。 
 駐車場への優先枠の設置や移動に支障を来たす段差への対策、利用しやすいトイレ整備は、村外からの来
訪者に対しても優しい配慮であり、官民あげての穏やかな暮らしの支援を行います。 
◆障がい者福祉制度の運営 
◆適切な生活保障 
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生活弱者－(19)穏やかな暮らしの支援 
現状と課題 

村全体の人口規模の関係もあり、障がいのある方との交流は少ない状況にありますが、障がい者支援制
度等によりきめ細やかなサポートを行い、生まれ育った地域での穏やかな暮らしを支援しています。 

保健師、医師等と家庭との相談、就学審議会等での議論を踏まえ、子供や家庭に寄り添った就学機会
の提供が行われています。 

低所得者等のサポートも適宜対応しています。 
 
◉ 相談、支援体制の充実 

 関係機関の連携による相談体制を充実させ、障がい者等への適切なサポート体制を築いていきます。 
 駐車場への優先枠の設置や移動に支障を来たす段差への対策、利用しやすいトイレ整備は、村外からの来
訪者に対しても優しい配慮であり、官民あげての穏やかな暮らしの支援を行います。 
◆障がい者福祉制度の運営 
◆適切な生活保障 
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第５章 防災 
 
消防－(20)防火・消火体制の強化 
現状と課題 

北塩原村には４分団からなる北塩原村消防団が組織されています。 
村内に整備された消防資機材や水利施設の維持管理、定期的な防火パトロールや訓練の実施、冬に

は消火栓等の除雪作業も行うなど、精力的に活動し、火災発生時等に的確かつ迅速な対応ができるように
備えています。 
 地域内の若い世代の減少等もあり、団員の確保に苦慮しているとともに、勤務先が村外である団員も多数
いることから、火災時の初期消火体制に課題を有しています。 

 
◉ 消火体制、自治体消防組織の強化 

老朽設備の計画的な更新を図るとともに、常備消防である喜多方地方広域市町村圏組合の消防署と連
携しながら、村民の生命と財産を守っていきます。 

行政区や婦人消防隊と連携し、地域住民の防火意識の高揚を図るとともに、火災時における常備消防、
村消防団の補完的役割として新たに消防協力隊を組織し、地域一体となった防火・消火体制を整備していき
ます。 
◆施設設備の更新 
◆広域消防、村消防団との連携強化 
◆行政区、婦人消防隊等との連携強化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

婦人消防隊消火訓練 

消防団分列行進 

 
 

 

防災－(21)火山・地震・豪雨等に備える防災・減災体制の強化 
現状と課題 

防災無線のデジタル化により、安定した情報発信が可能になりました。 
観光資源である磐梯山は活火山であり、周辺町村と連携し、監視体制を敷いています。 
磐梯山ハザードマップ等の改定やその他自然災害等に備えるため、北塩原村防災計画に基づく、災害発

生時における村民の安全確保に努めています。 
桧原湖を上流として小野川湖、秋元湖と水量を利用した東京電力による水力発電所があり、秋元湖に

は堤(つつみ)が整備され、水位は秋元行政区の一部より高くなっています。また、村内には農業水利のため
のため池が整備されています。万が一に備えた対策、監視も必要です。 

公共施設の耐震化は終えていますが、民間施設や民家等においては対策が必要な建物も残っています。 
 
◉ 情報の的確な収集と速やかな発信体制の強化 

デジタル防災無線の効果的な運用と、村内の主要施設に整備されたＷｉ-Ｆｉ設備の利活用により災害
時でも的確に情報が伝達可能な体制を整えていきます。 
地域防災計画の周知と的確な運用を徹底するため、関係機関との連携

を深めていきます。 
◆デジタル防災無線、観光防災Ｗｉ-Ｆｉ設備の利活用 
◆地域防災計画に基づく体制整備と運用 
 
◉ 防災拠点施設、避難施設の整備 

防災拠点となる施設を位置づけるとともに、常時、各指定避難所への避難経路及び避難物資の維持管理
に努め、村民、観光客の安全を確保できる体制を整えていきます。 

宿泊施設は個人のプライバシーも確保される避難所として機能することから、災害時における対応について、
連携を深めていきます。 
◆防災拠点施設の整備  ◆避難経路、避難施設の維持管理  ◆村内宿泊施設との連携 
 
◉ 地域一体となった防災体制の整備 

災害に強いむらづくりは、行政による環境整備、支援の「公助」にあわせて、各家庭や行政区、各活動主体
の「自助」「互助」による対策も必要です。 

生活に重要な上下水道施設等の計画的な更新を行うとともに、防災教育、防災訓練等により、村民一人
一人の防災意識も高めていきます。 

各活動主体の連携強化を図り、災害時にも安心なネットワークを築いていきます。 
◆インフラ・ライフラインの強化 
◆防災教育、防災訓練の実施 
◆人的ネットワークの強化 
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防災－(21)火山・地震・豪雨等に備える防災・減災体制の強化 
現状と課題 

防災無線のデジタル化により、安定した情報発信が可能になりました。 
観光資源である磐梯山は活火山であり、周辺町村と連携し、監視体制を敷いています。 
磐梯山ハザードマップ等の改定やその他自然災害等に備えるため、北塩原村防災計画に基づく、災害発

生時における村民の安全確保に努めています。 
桧原湖を上流として小野川湖、秋元湖と水量を利用した東京電力による水力発電所があり、秋元湖に

は堤(つつみ)が整備され、水位は秋元行政区の一部より高くなっています。また、村内には農業水利のため
のため池が整備されています。万が一に備えた対策、監視も必要です。 

公共施設の耐震化は終えていますが、民間施設や民家等においては対策が必要な建物も残っています。 
 
◉ 情報の的確な収集と速やかな発信体制の強化 

デジタル防災無線の効果的な運用と、村内の主要施設に整備されたＷｉ-Ｆｉ設備の利活用により災害
時でも的確に情報が伝達可能な体制を整えていきます。 
地域防災計画の周知と的確な運用を徹底するため、関係機関との連携

を深めていきます。 
◆デジタル防災無線、観光防災Ｗｉ-Ｆｉ設備の利活用 
◆地域防災計画に基づく体制整備と運用 
 
◉ 防災拠点施設、避難施設の整備 

防災拠点となる施設を位置づけるとともに、常時、各指定避難所への避難経路及び避難物資の維持管理
に努め、村民、観光客の安全を確保できる体制を整えていきます。 

宿泊施設は個人のプライバシーも確保される避難所として機能することから、災害時における対応について、
連携を深めていきます。 
◆防災拠点施設の整備  ◆避難経路、避難施設の維持管理  ◆村内宿泊施設との連携 
 
◉ 地域一体となった防災体制の整備 

災害に強いむらづくりは、行政による環境整備、支援の「公助」にあわせて、各家庭や行政区、各活動主体
の「自助」「互助」による対策も必要です。 

生活に重要な上下水道施設等の計画的な更新を行うとともに、防災教育、防災訓練等により、村民一人
一人の防災意識も高めていきます。 

各活動主体の連携強化を図り、災害時にも安心なネットワークを築いていきます。 
◆インフラ・ライフラインの強化 
◆防災教育、防災訓練の実施 
◆人的ネットワークの強化 
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第６章 農林漁業 
 
農林漁業－(22)一次産業の魅力創出 
現状と課題 

北塩原村では、米やキュウリ、アスパラガス、カボチャ、トウモロコシ、大根など、地域ごとに異なる気候風土
を活かした農産物が生産されており、系統出荷も順調に販売額を伸ばしているほか、スーパーとの契約栽培
も行われ、収穫時期を迎えた直売所では、多くの観光客で賑わいをみせています。 
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◉ 高品質の生産体制の整備、販路拡大 
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リース用パイプハウス整備事業 

東京農業大学との連携協定 

 
 

 

◉ 地産地消の推進 

 農家と観光施設のマッチングの仕組みをつくり、
宿泊施設のニーズに沿った農産物の安定供給と
宿泊施設での消費といった好循環を生み出し、域
内の消費量を高めていきます。 
 村内には数多くの湖沼があることから、他の種目
による内水面漁業振興の可能性もあります。 

裏磐梯の冬の風物詩として定着する「ワカサギ
釣り」。本村のワカサギ釣りは冬期間の大きな観光
資源であるとともに、食の資源でもあります。農産
物同様に村内宿泊施設と連携した対策を図って
いきます。 

多くの釣り客が自家用車で訪れるため、駐車スペースの確保など、受け入れ対策も課題です。 
◆農産物の域内消費の拡大 
◆ワカサギ産業の振興 
 
 
 
 
 
 
 

冬の風物詩・ワカサギ釣りテント(桧原湖) 

安全安心で美味しい村産米(右上) 

スーパーに並ぶ高原野菜(左上) 

東京農大生との交流(左下・右下) 
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第７章 商工観光業 
 
商工業－(23)生活を支える商工業の推進 
現状と課題 
ガソリンスタンドは、現在村内に４箇所あります。全国的に生活圏内からガソリンスタン

ドがなくなる地域もでてきています。また、日常生活用品や食料品を購入できる商店
は、村内に数店舗ありますが、商店の品揃えの関係で、隣接する自治体で買い物を済
ませる村民も多くみられます。 
小規模事業経営者の高齢化が進行しています。事業閉鎖による空き店舗の増加は、地

域の活力低下を招くため、早急に担い手対策に取り掛かる必要があります。 
また、村民の高齢化とともに自動車に頼ることのできない村民も増えてくることも予測されます。今後、村内

の各店舗は、村民生活を支える重要なインフラ機能としての役割が高まるものと思われます。 
自分たちの生活基盤を維持させるためにも、一定の消費は村内で循環させるなど、村民の域内消費につ

いて理解を深める必要があります。 
 
◉ 生活に身近な商業施設の活性化 

 村内の域内消費を高める理解を深めながら、村内での買い物気運を高めていきま
す。 
 また、農業のみならず、個人事業主を中心に高齢化が深刻な状況になっており、
担い手の育成、事業の継承対策にも取り組み、活力ある商いを推進していきます。 
◆村内商業施設の振興 
◆担い手育成 
◆事業継承(店舗の利活用、マッチング) 
 
 
◉ 地域経済を支える工業施設の活性化 

北山地域内に工業施設が集積しています。工業施設の活性化は、地域内及び周辺地域の経済支えるとと
もに、村民の雇用対策にもつながります。村条例による支援策等の連携など、必要な対策を講じていきます。 
◆地域経済の活性化 
◆就労場所の拡大 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

観光業－(24)活力ある多彩なツーリズムの推進 
現状と課題 

磐梯山の北側に広がる裏磐梯エリアは、年間通じて多様なアウトドアスポーツや自然観察、写真、釣りな
どが楽しめるほか、環境省のエコツーリズムのモデル地区に認定された実績があるなど、福島県を代表する観
光地であり、観光客入込は 276 万人(2015 年(平成 27 年))を誇りますが、域内での消費力の実感は薄
く、風評被害の影響は払拭できていません。 

スポーツ合宿等については回復したものの、教育旅行は大きなダメージを受けている状況にあり、海外から
の誘客対策についても全国の主要な観光地に比べるとハード、ソフト両面で対策が遅れています。外国人向
けに観光地を紹介する「ミシュラン・グリーンガイド東北ＷＥＢ版」に「五色沼自然探勝路」が掲載されまし
た。今後、書籍版での掲載も見通されており、受け入れ環境の対策が急がれます。 

 
◉ 観光ＰＲ・誘客策の推進 

旅行客の形態に合わせたＰＲ策を展開するとともに、豊かな自然をフィールドに多彩なツーリズムや工夫を凝
らしたイベント等と連携することで、経済効果を高めながら、観光地としてのグレードアップを図り、繰り返し訪れて
いただく魅力あふれる観光地づくりを推進します。 

教育旅行による賑わいは様々な産業に活力を与えるほか、将来のリピーター対策としても重要な誘致対策で
す。また、国内の人口が減少する中で、海外からの旅行客誘致対策の推進にも取り組んでいきます。 
◆地域資源の磨きあげ 
◆多様なツーリズムの連携（エコツーリズム、ジオパーク、合宿、健康、歴史、農業等） 
◆イベント連動による交流推進 
◆教育旅行誘致、インバウンド対策の推進 

 
◉ 観光施設等の整備 

村内に点在する施設を有機的に結び付け、エリア全体の魅力を向上していきます。また、観光入込を図る上
で、郡山駅や猪苗代駅、喜多方駅から北塩原村に入る乗り継ぎは、観光客にとって不便な状況にあるため、
改善策を講じていきます。 
◆施設整備、施設間の連携 
◆二次交通対策 

うつくしま・みずウオーク(小野川不動滝) 桧原湖一周ファミリーサイクリング大会 
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企業立地・就労－(25)村民が活気づく企業誘致・起業等のむらづくり 
現状と課題 

村内経済の活性化と村民雇用を生み出すことを目的に、工場等立地促進条例を 2011 年(平成 23
年)に制定しました。この条例では、既存の事業者の規模拡大も想定しています。 

北山地区においては、幹線道路への接続も比較的近いことから、現在整備促進中の会津縦貫北道路や
米沢市と相双地方を結ぶ東北中央自動車道路の整備の状況も注目されます。 

村内には数多くの事業が営まれていますが、求人を行っても人材が集まらないなどの悩みもあります。事業
継承における対策の検討も必要となってきています。 

村内には、高速通信が可能なインターネット環境が整っていることから、遊休資産を活用した起業等の可
能性もあります。 

 
◉ 希望をかなえる就労支援 

 村民が誇りややりがいの持てる生業の機会が創出されるように、条例に基づく民間事業者の規模拡大と各種
支援策の連携を図っていきます。 

村商工会と連携しながら、村内で事業を営む事業主の経営支援を行うほか、求人と求職のマッチングを支援
し、村ならではの豊かな生活スタイルの確立が図られるようにします。 
◆企業立地環境整備 
◆就労対策 
◆村内商業施設の振興 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

第８章 行財政 
 
行政－(26)村民総参加による協働のむらづくり 
現状と課題 
 北塩原村では、職員のスキルアップを図るため、他自治体との人事交流を実施してきたほか、人事評価制
度に取り組んできました。北塩原村の職員定数は 64 名。最も多い時期からすると 20 名程度の職員を削
減(人件費の削減)しました。北塩原村に暮らす村民は約 2800 人。むらづくりは行政の力だけでは成り立ち
ません。北塩原村に暮らす皆さんの総力で取り組む必要があります。 

事業計画の立案の際は、村民の皆さんの声を伺いながら検討してきたほか、各活動主体の公共性のある
取り組みを支援してきましたが、住民の皆さんからすると行政との距離感はまだあるようです。 
 また、地域や各活動主体の担い手やリーダーとなる方への過度な負担等も課題になっています。 
 行政からの情報は、毎月発行の広報誌とホームページ、区長便等での文書発送となっています。スマートフ
ォンなどの情報端末を所有する人が増える中、情報化に対応した対策も必要な状況です。 

 

◉ 若者、女性等の参加促進 

これまでむらづくりの中心として活躍してきたのは、比較的中高年の男性です。 
様々な世代や価値観の中から出される多様な意見、アイデアが地域に活力を 

与える可能性があります。時代を担う若者やこれまで社会での参画が少なかった
女性にもむらづくりのメンバーとして活躍してもらえるように必要な環境を整備しま
す。 
◆参加機会の創出 
◆参加しやすい環境の整備 
 
 
 
◉ 村を応援する皆さんとのむらづくり 
村に暮らす村民だけでは限界もあります。居住地域にとらわれず、北塩原村とつながる皆さんの

力もお借りしながらむらづくりを進めていきます。つながる手段を広げ、太く強くしてい 
きます。 

様々な事情で村内から旅立つ方々とも引き続き、北塩原村の一員としてつなが 
り続けます。 
◆在京きたしおばら会の活性化 
◆ふるさと納税等制度の推進 
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◉ 広報広聴機能の向上 
 2016年度(平成 28年度)から、毎月１回、村民の皆さんが直接村長と対話のできる「村長室へようこそ」を
開設しました。 
 情報化時代に対応した対策を取り入れ、村民のみならず村外の方に対して広く情報 
を発信していきます。 
 なお、フェイスブック等は観光誘客の素材となるほか、防災面においても期待されるこ 
とから活用を図っていきます。 
◆村長室の開放や座談会等の開催 
◆広報誌、ホームページ等の充実 
 
 
 
◉ 行政課題、住民サービスへの的確な対応 
北塩原村の深まる悩みや更なる充実策などに対応するため、これまで以上に体制を強化する必要があります。 
限られた人的資源で対処できるよう、庁内横断的な体制や計画的な職員研修にも取り組みます。 
村民と行政、村民間での話し合いなど、対話の機会を創出し、悩みや課題の共有が図られるように取り組ん
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当村は日本ジオパークネットワークや「日本で最も美しい村」連合に加盟しています。官民協働による環境整
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とも様々な政策分野で横断的に連携しています。行政レベル、住民レベルでの交流、連携を推進し、多様な行
政課題に取り組んでいきます。 

村内外関わらず様々な活動主体との交流は、北塩原村の発展を握る「鍵(カギ)」となります。施策横断的に
連携して取り組むためにも既施策の枠を超えて事業効果、活動効果を高める人材が必要です。 
◆行政組織力の強化 
◆職員能力の向上 
◆民間との連携 
◆定住自立圏の取組み 
◆交流自治体との連携 
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税政・財政－(27)健全財政のむらづくり 
現状と課題 

北塩原村の一般会計の税収のうち固定資産税は約 7 割。 
観光を主産業とする当村においては、産業活性の動向は、税収に直結。村施策にも大きく影響します。 
そのため、自主財源の確保とともに、有利な財源の活用、さらには人件費や事務経費等の経費の削減に

取り組んできたほか、社会情勢をとらえながら実施計画を立てています。また、将来に備えた基金等への積み
立てを行うなど、計画的、効率的な財政運営に努めています。 

計画的な備えとして公共施設維持補修基金への財源を積み立てているほか、予測不可能な事象への備
えとして財政調整基金への積み立てをしています。 

 

◉ 自主財源の確保と有利な財源の活用 

当村が抱える悩みや課題に対するきめ細やかな施策や他地域にはない魅力的な政策を展開するため、引き
続き、自主財源の確保と有利な財源を確保する必要があります。 

適正な課税客体と徴収率の向上、多様な財源の情報収集に努めていきます。 
◆村税等納付率の向上と補助金等の活用 
 

◉ 計画的、効率的な財政運営 

諸振興策の実施にあたっては、村内経済への好循環を生み出す視点を重視した施策の検証、分析が必要
です。さらには、行政が主体となり取り組む施策、民間事業者や村民が行う地域活性化策ともに、関わる人が
目的をしっかりと認識し、やりがいを感じなければ、持続性が生まれません。村民の規模に見合った事業の構築、
取捨選択、見直しが必要です。 

また、公共施設の長寿命化（老朽箇所の更新等）と村民にとって快適で利用しやすい交流拠点対策のほ
か、予測不能な事象等にも速やかに対応できる体制の確保に努めていきます。 
◆政策分析、検証等を踏まえた事業計画の立案、実行 
◆公共施設等総合管理計画等に基づく施設の利活用 
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