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第１次 総合計画における主要事業について（計画期間：平成 19年度～平成 28年度） 

 

１．支え合い元気に暮らすまち【地域福祉、健康づくり、保健・医療、高齢者福祉、障害者福祉、生活支援、人権・平和】 

 

 
前期基本計画（平成 19年度～平成 23年度） 後期基本計画（平成 24年度～平成 28年度） 

（1） 地域福祉  ・第 1次（H23～H27）地域福祉計画に基づく事業の推進（社会福祉協議会等との連携） 

・第 2次（H28～H32）地域福祉計画策定（市民・関係機関等の協働による地域福祉の推進） 

・福祉監査室の設置（H24）…社会福祉法人の指導監査業務、認可事務等の処理 

（2） 健康づくり 

①生活習慣病等予防の推進 

 

 

 

 

②白鳥園整備 

（健康増進施設「白鳥園」） 

※施設完成後「指定管理者」

に よる運営 

 

 

 

③感染症対策 

・「寿光会上山田診療所」開院（H21年度） 

・佐野川温泉「竹林の湯」開所（H19年度） 

・「肺炎球菌ワクチン接種」への補助 

・「子宮頸がんワクチン接種」無料化 等 

・福祉医療費給付対象者拡大（乳幼児医療費 H22～小学校 3 年） 

①特定保健指導及び相談業務 

 対象者数（人） 実施者数（人） 実施率（％） 

H24 H25 H26 H24 H25 H26 H24 H25 H26 

積極的支援 123 98 109 111 89 97 90.2 90.8 89.0 

動機づけ支援 377 380 388 354 356 358 93.9 93.7 92.3 

 

②施設の概要  ・延床面積＝1560.3㎡ ・構造＝鉄筋コンクリート 2F 

 （着手：平成 25年度  竣工：平成 27年 8月） 

 ※千曲川伏流水の冷熱・源泉の温熱を複合して活用、灯油等の化石燃料の使用抑制システムの採用 

（3年間実証実験） 

 ※目標（年間利用者予測 25万人、20,833人/月 694人/日）  

⇒実績（H27.11～H28.3 利用者総数 80,708人  16,141人/月 538人/日） 

 

③風疹ワクチン予防接種費用の助成開始 

（4） 高齢者福祉 

 

 

 

・転倒予防教室、健康教育・相談事業 

・長寿祝い金交付、シルバー人材センター運営支援 

・行方不明高齢者 SOSネットワーク構築（H24.9運用開始） 

・認知症高齢者グループホーム（定員 18名）整備…H26.4「八幡グループホームみのり」事業開始 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護開設準備支援（H26.長野寿光会） 

・既存施設の安全確保（スプリンクラー設置支援）（治田の里、正寿安） 

（5） 障害者福祉 ・相談体制の充実 ・障害者（知的・身体・精神等）に対する相談及び施設・在宅サービスによる支援 

（6） 生活支援 ・生活保護制度の適正な運営  

 

２．ふるさとの自慢を未来につぐまち【歴史・文化財、自然との共生、景観形成、食文化、伝統文化】 

 

 
前期基本計画（平成 19年度～平成 23年度） 後期基本計画（平成 24年度～平成 28年度） 

（8） 歴史・文化財 ・名勝「姨捨（田毎の月）」整備 

（H22.2 国の重要文化的景観の選定） 

・松田家資料整備事業 

・水上布奈山神社本殿修理（H19～H20） 

・松田家資料整備事業（長屋門・土塀・表門の修理復元） 

・名勝「姨捨（田毎の月）」整備（上姪石地区の農道・水路整備 

・森将軍塚古墳表面補修（葺石補修・古墳前方部修理・墳頂部防水処理等） 

（9） 自然との共生 ・レッドデータブック作成 

・ホタル復活支援 

・マイバックの推進 

・レッドデータブックを活用した「モニタリング」（H24 116種・132箇所） 

・市民会議との協働による自然観察会等の開催 

・小学生を対象とした「水生生物教室」「身近な生き物調査」「子ども環境サミット」等の実施 

（10） 景観形成 ・森、倉科地区まちづくり交付金事業（H17～H21） ・（稲荷山）「伝統的建造物群保存地区」整備（H25 関係条例制定） 

・歴史的風致維持向上計画の策定に向け、国 3省庁との協議（H26） 

・地域、団体等との連携による「ゴミゼロ・千曲川クリーン作戦」の実施 

（12） 伝統文化  ・重要無形民文化財「雨宮の神事芸能（御神事）」調査（H25着手） 
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３．市民が憩い、心穏やかに暮らせるまち【公園・緑地、上下水道、ごみ処理、地球環境保全、安全・安心、情報コミュニケーション】 

 

 
前期基本計画（平成 19年度～平成 23年度） 後期基本計画（平成 24年度～平成 28年度） 

（13） 公園・緑地整備 ・小船山公園整備（H21） 

・三本木公園整備（H23） 

・内川公園、福井-中町間公園整備、公園遊具等更新（更埴中央他） 

・桑原地区公衆トイレ整備（1棟） 

・屋代駅前ロータリー花壇、治田公園「桜」の樹勢回復・景観整備（緑の基本計画推進事業） 

（14） 上下水道 ・上水道の安定供給 

・下水道整備促進 

（水道） 

・八幡水道、稲荷山水道整備（老朽管の更新：峯・船久保・道徳・姨捨各工区） 

・配水池監視システム導入（大田原・中原）、異常警報装置導入（姨捨） 

（下水道） 

・公共下水道（H26末）累計整備面積＝2,028ha…全体（2,170ha）の 93.5％  水洗化率（H26末、85.5％） 

（15） ごみ処理 ・ごみ袋有料化（循環型社会形成に向けた推進） 

・長野広域連合ごみ焼却施設候補地選定 

・ごみ焼却施設の建設（長野広域連合 B施設） 

 H24～環境影響評価 現地調査（H25.9 中間報告、H25.12結果報告） 

 H26.11 長野県環境影響評価技術委員会「B焼却施設の環境影響評価準備書」について審議、完成 

 H27.5 環境影響評価結果説明 

（16） 地球環境保全  ・新エネルギー活用推進補助（H24創設） H27完了 

（17） 安全・安心 

①消防 

②防災 

①・消防施設整備（車両・分団詰所・防火水槽等） 

②・屋外告知放送設備全地区整備 

・総合防災訓練（市内 9小学校区単位で実施） 

・木造住宅耐震診断（H18～） 

①・消防施設管理及び整備（水利・車両等） 

・常備、非常備消防の推進 

②・河川改修（上山田温泉地区浸水被害の解消、東林坊護岸改修） 

 ・木造住宅リフォーム支援（火災報知器設置等） 

 ・備蓄倉庫（白鳥園敷地内）、屋外告知放送設備新設等 

 

４．のびのびと社会にはばたく人が育つまち【子育て、教育、生涯学習・スポーツ・文化芸術、男女共同参画、国際交流】 

 

 
前期基本計画（平成 19年度～平成 23年度） 後期基本計画（平成 24年度～平成 28年度） 

（19） 子育て ・上山田子育て支援センター整備（H19～） 

・子育て相互援助システム（ファミリーサポート事業）構築 

・保育園の効率的運営、安全な保育環境の整備（H26上山田保育園、私立「あかね保育園」改築等） 

・子育て家庭の支援（保育料軽減による負担緩和、任産婦に対する支援、放課後児童受入の拡大等） 

・「こども未来課」への改名（社会全体で支える仕組みづくり） 

（20） 教育（学校教育） 

①施設整備 

 

 

 

 

②教育振興 

 

 

③不登校対策 

 

 

④学校給食（ソフト） 

①・更埴西中学校改築（H16～H22） 

・戸倉小学校、五加小学校改造（H16～H19） 

 ※太陽光発電施設設置（H21～H22） 

・小学校耐震化事業の推進（H20～） 

 ※H23までに 13校中 12校の校舎耐震工事完了 

・東小学校、第 1学校給食センター改築（H22～） 

・治田小学校プール完成（H21） 

 

 

③・子ども家庭支援センター開設（H22～）※不登校対策 

・教育カウンセラー配置（総合教育センター） 

 

①施設整備等 

・東小学校改築（完了） 校舎：6,227.74㎡ 屋内運動場 1,498.91㎡ 

・戸倉上山田中学校改築（H24～基本構想策定、H26～基本設計・実施設計、H27～仮設校舎）  

・更埴西中学校屋内運動場改築（H26～基本・実施設計、H27～工事着手 

・第 1学校給食センター建設（H24基本設計・実施設計完了、H25～用地取得、H26～建設工事、H27完成） 

 

②教育振興 

・小学校 4年全普通教室に天井固定型プロジェクター設置 

・「千曲っ子学力向上対策支援」「楽しい学校づくり支援」による保護者負担の軽減 

③不登校対策 

・中間教室（埴生中西側・全中学校）設置、適応指導員及びスクールカウンセラー配置、 

・早期対応に向け、子ども家庭支援センター内に専任相談員・教育相談員配置 

④学校給食（ソフト） 

・アレルギー対応、食育の推進（学校訪問・施設見学・親子給食等） 

（21） 生涯学習・スポーツ・  

文化芸術 

・「サッカー場（人工芝）」完成 

・更埴西中学校「地域開放型図書館」整備（2Fは学校図書館） 

・JFA「こころのプロジェクト（夢の教室）」導入（H22～） 

・文化芸術振興に向けた諸事業、貸館事業（文化会館・ふるさと漫画館・アートまちかど） 

・青少年健全育成「リーダー研修、姉妹都市交流、次年度リーダー育成等」 

・bjリーグ支援（施設改修：屋内外トイレ改修） （出資、新聞・雑誌等における PR、観光大使任命等） 
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５．千曲の魅力が交流と活力をはぐくむまち【都市基盤、産業連携、産業振興、観光・交流、移住・定住】 

 

 
前期基本計画（平成 19年度～平成 23年度） 後期基本計画（平成 24年度～平成 28年度） 

（24） 都市基盤 

①新幹線新駅誘致 

 

 

 

 

②広域的道路網整備 

 

 

③地域公共交通の充実 

 

 

 

①・長野県議会「新幹線新駅設置」請願採択 

②・国道 18号バイパス（八幡～稲荷山間）開通（H19） 

・力石バイパス開通（H21） 

・合併支援道路（千曲線）をはじめ、柏王・一里塚線、屋代・

新田線、埴生本線等の整備 

・姨捨スマート IC 整備（H21～） 

・冠着橋架け替え（H20～） 

 

③・しなの鉄道「千曲駅」開業（H20） 

 ※循環バス新路線開始 

 

①新幹線新駅誘致の推進 

 ・「新幹線新駅を活かしたまちづくり基本構想」の策定 

（市民説明会の開催、子育て世代・区長会・経済団体等への出前講座による説明） 

 ・北陸新幹線新駅誘致期成同盟会設立（県選出国会議員の顧問就任をはじめ、組織の拡充） 

 ・県「新たな総合交通ビジョン」への位置付け、県知事による取り組み支援への表明等 

 ・長野市との連携中枢都市圏形成に関する協定（連携中枢都市圏ビジョン）への位置付け 

②広域的道路網整備 

 ・18号バイパス整備促進に向けた要望活動、千曲線、旧国道線、戸倉駅前通り線等の推進、 

都市計画道路一重山線・歴史公園線・森篠ノ井線延伸要望活動） 

③地域公共交通の充実 

 ・循環バスの運行、デマンド型タクシーの運行 

 ・長野電鉄屋代線跡地整備に向けた基本計画策定 

（25） 産業連携 ・千曲ブランド創出（22社・80品目認定）、販売促進 

・中心市街地再生支援事業（屋代駅前通り商店街：県事業） 

・屋代駅「ウェルカムステーション」開業（支援） 

・企業立地推進室の新設により体制の強化（長野県東京事務所への派遣） 

・新田工業団地の造成、売却 

・商工業振興条例の改正による企業誘致・既存企業支援 

・産業支援センター整備（技術アドバイザーの増員による強化、拠点機能強化） 

・地域職業相談室の移設による相談環境の改善・利便性の向上 

・信州千曲ブランドの推進（首都圏におけるブランドフェア、千曲川地域ブランドフェア、大学等との連携等） 

・雇用促進（就労サポート支援、関係機関との連携による雇用対策） 

（26） 産業振興 

①農業振興 

 

②林業振興 

①・「食料・農業・農村基本計画」策定 

・有害鳥獣被害防止対策 

・中山間地等直接支払制度 

②・大池市民の森整備、植樹祭 

・松くい虫対策（防除） 

 

 

①農業振興 

・信州 6次産業化推進協議会への参画 

・農業農村振興対策事業補助による支援（あんず苗木、果樹改植、ワインぶどう栽培等） 

・農業基盤整備（水路・頭首工、水門等の改修、農道整備、県営土地改良事業） 

②林業振興 

・民有林整備（里山景観整備、協働の森事業等） 

・松くい虫対策（空中散布及び地上散布、伐倒駆除等） 

（27） 観光・交流 ・首都圏メディア、旅行代理店を招き観光 PR 

・信州 DCキャンペーン（観光おもてなし宣言） 

・姨捨駅「くつろぎの駅」整備 

・観光イベントの推進 

観光振興 

・旅行商品販売促進商談会（東京・愛知・大阪・宮城・石川・富山） 

・姨捨駅トイレ整備 

・観光協会との連携（観光宣伝・観光イベント）、インバウンド観光の推進 

 

６．信頼と連携で力を合わせる市民主体のまち【住民自治、市民交流、行政経営、広域行政】 

 

 
前期基本計画（平成 19年度～平成 23年度） 後期基本計画（平成 24年度～平成 28年度） 

（29） 住民自治 ・地域づくり計画の推進 ・H25「協働のまちづくり指針」・H26「協働のまちづくり行動計画」策定、H27「協働事業提案制度」 創設 

（30） 市民交流 ・市民憲章・市花・市木・市歌制定（H21） ・合併 10周年記念事業 

 市民参加型補助の創設、ワークショップによるキャッチフレーズ、ロゴマーク、キャラクター作成等 

（31） 行政経営 ・公募団体補助金制度（H20～） 

・納税相談、コンビニ納付、納税コールセンター、インター

ネット公売等による市税徴収の適正化 

・行政改革大綱の策定及び特別対策プランの策定（H22～） 

・新庁舎建設（新更埴体育館）建設 

H26 新庁舎及び新更埴体育館建設基本構想策定（地元説明会）、H27 新庁舎等建設基本設計（案）の公表   

（パブコメ 提案件数 295件） 

・「公共施設等総合管理計画」の策定に着手し、第一段階である「白書」を作成 

（32） 広域行政  ・新たな広域連携への対応（連携中枢都市圏構想） 
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