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２．基本方針、基本施策の体系案 

基本目標 基本方針 基本施策 

（１）山都町の

未来に光を

あてる人づ

くり 

①地域で支えあ

う福祉の実

現 

 関係機関や団体を含め

地域全体で互いに支え

合いながら、誰もが生

きがいを持って安心し

て暮らし続けられるま

ちを目指す 

(1)子育て環

境の整備、

充実、発信

 子育て世代が安心して、子どもを産み、育て、健やかな成長が想像で

きるよう、地域で子育て世代をサポートできる環境の整備 

 山都町地域子育て支援拠点事業を見直し、関係機関や関係団体を含め

た子育て支援の在り方･協力体制を構築 

 子どもの成長を見守る町内の連携体制を強化し、必要なときに相談･対

応できる担当人員や専門人員等の確保 

 本町における子育て環境の魅力的な部分「自然あふれる中での子育て」

「地元産食材を用いた給食」「保育園待機児童がいない町」等について、

町外への積極的な発信 

   (2)高齢者・障

がい者 福

祉の充実 

 高齢者や障がい者が安心して暮らせるように、地域で支えあい、見守

る環境の整備 

 高齢者や障がい者の活躍の場をつくり、地域の人との交流を深めなが

ら地域づくりに貢献する機会の確保 

 社会福祉協議会、民生委員、老人クラブ団体等との連携を図り、誰も

が地域の中で生活できる協力体制の確立 

   (3)青少年の

健全育成 

 青少年健全育成協議会と連携しながら、家庭・学校・地域・行政が一

体となって青少年の健全な育成に関する多様な取組みの実施 

 青少年の健全育成を図るため、青少年世代のみならず全ての世代に対

し本と触れ合う機会と場の提供及び読書環境の充実 

   (4)体力づく

り・スポー

ツ振興 

 ラジオ体操の効果を踏まえ、基礎運動として普及 

 ８０２０運動の取り組みを強力に推進 

 町民がスポーツに親しみ、健康で活力のある生活をおくることができ

るよう、総合型地域スポーツクラブを全町に拡散 

 スポーツ環境の整備･充実 

 スポーツ優秀選手の育成や種目の競技力の向上･推進 

 ②充実した教

育・学習機会

の提供 

 保育園から高校まであ

らゆる教育機関が連携

しながら、様々な教

育・学習活動に体系づ

けて取り組み、全町的

に教育・学習環境が充

実したまちを目指す 

(1)山都町民

として の

誇りの 醸

成 

 豊富な資源を持つ町の魅力を子どもが自然に享受できる環境をつく

り、「山都で暮らしてよかった」「山都にずっと居たい」と思える子ど

もの育成 

 地域の歴史や文化を学び、次の世代への伝承や地域外へのＰＲができ

る人材の育成 

   (2)学校教育

環境の 向

上 

 将来の糧となる学力向上の推進 

 子どもたちにとってよりよい教育環境の確保及び特色のある教育の明

確化 

 国際社会に対応できる広い視野を持つ青少年の育成 

 町内で高等教育を受けられる環境が、経済的･人的損失の防止や町の将

来に対し、極めて重要な位置にある事を念頭に置き、あらゆる策を講

じて、特色･魅力ある高校づくりを支援 

   (3)生涯学習

の機会 提

供 

 日常的にあらゆる世代間の交流を図り、多様な視点でお互いに学び合

うことができる機会の確保 

 図書館、公民館等と連携し、誰もが学べる環境の整備 

   (4)食育・地産

地消の 充

実 

 教育、福祉分野が連携し、保育園や学校において、食育や子どもの生

活習慣病予防対策の実施 

 給食の食材に対する町産食材の割合を可能な限り引き上げ、子どもの

町産食材に対する意識の定着 

 ③誰もが平等に

活躍できる

まちづくり

の推進 

 継続的に人権教育・啓

発に取り組み、あらゆ

る偏見、差別をなくす

ことで、誰もが平等に活

躍できるまちを目指す 

(1) 人 権 教

育・啓発の

機会提供 

 人を思いやる気持ちを持ち、自分自身の問題として捉え、主体的な行

動につなぐ事ができる、子どもの育成 

 あらゆる世代に、人権学習の機会の提供 

   (2)男女共同

参画の 実

現 

 性別に関係なく互いを尊重し、それぞれの個性と能力が十分に発揮す

ることができるまちの実現 

 女性の積極的な社会参画の推進 

 ④各分野を支え

る後継者づ

くり 

 山都町の産業、環境、

地域を支える人材が各

分野の担い手として、

また各活動の中心とし

て、いきいきと活躍で

きるまちを目指す 

(1)産業を支

える人 材

の確保 

※具体的な取組み内容は基本目標②の基本施策内に記載 

 農林業等の担い手の確保 

 観光の受け皿となる組織体制及び事業者・団体の育成 

 商店街の後継者の確保 

   (2)環境を支

える人 材

の確保 

※具体的な取組み内容は基本目標③の基本施策内に記載 

 自主防災組織の体制づくり･体制維持を担う人材の確保 

 健康づくりの普及・啓発に関わる人材の確保 

 地域医療に携わる若手の医師の確保 

 環境保全活動を支える人材の確保 

   (3) 地域を支

える人 材

の確保 

※具体的な取組み内容は基本目標④の基本施策内に記載 

 自治振興区の活動の中心的役割を担う人材の確保 

 各地域の歴史や伝統芸能等を伝承する人材の確保 

 地域の歴史・風土に応じた景観づくりに取り組む人材の確保 

（２）山都町の

特性を活か

した魅力あ

る産業づく

り 

①農業集落の機

能強化 
 農業集落の将来を担う

人材育成や働く場とし

ての仕組みづくりを行

い、今後も農業集落を

維持できるまちを目指

す 

(1)農業集落

の維持 

 農林業の後継者や新たな担い手の育成等を図り、農業集落への永住者

の確保を支援 

 自立し、経営感覚に優れた農林業の経営者の育成 

 集落営農、農地の利用集積を推進し、地域の将来を考え、主体的に農

地を守る意識の醸成 
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基本目標 基本方針 基本施策 

   (2)農林業を

中心と し

た産業 サ

イクル の

推進 

 山都町の農林水産物を活かした関連産業の設置、育成及び誘致を図り、

町内における産業サイクルを支援 

 山都町の特性を活かした関連産業の育成及び誘致 

 山都町の特性を活かした起業を支援するとともに、住む場及び働く場

として必要な環境の整備 

 ②町の基幹産業

である農林業

等の振興 

 広大かつ豊かな農地、

森林、河川を活かした

農林業を維持するため

の基盤を強化し、産地

のブランド化や農林水

産物を活用した６次産

業化を推進するまちを

目指す 

(1)農林業等

の基盤 強

化 

 優良農地の維持、強化を図るとともに、農地環境の改善を支援 

 無農薬、減農薬栽培等の環境保全型農業を推進し、安全・安心な食品

づくりの支援 

 畜産の経営体質を強化し、低コストで生産性の高い安定した畜産経営

の推進 

 耕種農家と畜産農家の連携により、堆肥生産、活用のシステムづくり

を推進 

 継続的かつ計画的な山林の管理を支援 

 緑川漁業、蘇陽地域漁協との連携を図り、ヤマメ等の放流事業による、

内水面漁業を振興 

   (2)有害鳥獣

対策 

 有害鳥獣に対処するため、計画的な防護柵の設置や有害鳥獣の捕獲に

よる有害鳥獣被害の防止 

 捕獲した有害鳥獣の肉等を利活用した加工品やジビエ料理等の開発を

推進 

   (3)森林資源

を活か し

た産業 振

興 

 保育や間伐等による森林資源の健全な育成を支援 

 公共施設への町産材の導入や町産材の住宅等への利用拡大、ＰＲの推

進 

 関係事業者の商品開発等を支援し、森林資源のサイクルを確立 

 間伐材等の有効活用を促進 

   (4)地域ブラ

ンド化・６

次産業 化

の推進 

 有機農業や地元産材など、産地のブランド化を図り、農林水産物の高

付加価値化を推進 

 農林業の６次産業化を推進し、農林業従事者の所得向上、経営改善の

推進 

 ＪＡ、森林組合等の関係機関と連携し、地域でのサポート体制を強化

すると共に、山都町一体となった、販売促進、販路拡大、市場価値の

向上 

 地域との連携を強化し、農家民泊、里山レストランをはじめとしたグ

リーンツーリズムの推進 

 ③山都の資源を

活用した観光

まちづくりの

推進 

 山都町を訪れた人があ

りのままの自然や人、

文化に触れ、おのずと

山都町のファンとなる

まちを目指す 

(1)観光の受

入体制 の

強化 

 観光協会の体制強化を促し、観光のワンストップ窓口、情報発信の一

元化等の機能を明確化 

 観光振興をけん引する団体、企業等を育成し、観光客の受け入れ体制

の強化を支援 

 アウトドアメーカー等の民間企業と連携したＰＲ、民間企業の主体的

な取組みを支援 

 東アジアからの誘客等を踏まえ、民間を含む広域的な観光連携を活か

した事業展開 

   (2)観光メニ

ューづ く

りの推進 

 民間が行う滞在型の旅行商品開発を支援 

 山都町の自然をありのまま楽しめる、ゆっくり巡る、周遊できるしか

けとして各地域での「山都町版フットパス」の取組みを支援すると共

に、地域間の連携を強化 

 山の保護、活用の両輪で観光のあり方を明らかにした上で、様々な手

段、コースでの楽しみ方の提案を支援 

   (3)観光施設

の維持、強

化 

 指定管理者等の民間活力により、観光施設の維持管理を図るとともに、

観光施設の老朽化対策、観光地にふさわしい景観整備 

 観光産業と農林業が相乗効果を得られる仕組みをつくり、新たな商品

開発や各物産館との連携など、ソフト面の取組みの強化を支援 

 ④にぎわいのあ

るまちの形

成 

 九州中央自動車道の開

通により向上したアク

セス性を活かすととも

に、商店街に人の流れ

が生まれ、地元客や観

光客でにぎわうまちを

目指す 

(1)九州中央

自動車 道

の整備 に

伴うま ち

づくり 

 九州中央自動車道の各インターチェンジからの導線並びにまちづくり

に係る総合的な整備方針について、関係団体との早期検討 

 商店街の拠点施設の整備、改修を行い、周辺の観光地を含めたまちな

かの回遊性を確保 

 空き店舗の解消に向けた支援制度の充実 

   (2)商店街の

にぎわ い

づくり 

 商業者の経営能力向上、個店の魅力向上のための研修などを行い、意

識改革、やる気の喚起を推進 

 まちあるきガイドの養成やフットパスとの連携など、まち歩きのしか

けを行い、観光客を商店街に誘導するシステムの構築 

 町内のあらゆる食について、地産地消を前面に出し、外部へ、町産食

材の魅力を強力に発信 

 周辺地域の買い物弱者対策の支援 

（３）山都町で

の暮らしを

守る環境づ

くり 

①防災や安全対

策の実現 

 防災や安全対策の意識

を持ち、地域と行政が

連携しながら安心・安

全なまちを目指す 

(1)消防・防

災・危機管

理対応 の

強化 

 消防団組織の見直し、自主防災組織の設置及び維持により、地域にお

ける防災体制の強化 

 山都町防災マップの更新を図り、常用することにより、防災意識の高

揚を促し、合わせて、自然災害防止対策を確立 

 災害時の迅速な指示、対応ができる、防災行政無線の活用を踏まえた

危機管理システムを構築 

   (2)防犯・交通

安全・消費

者保護 対

応の強化 

 地域の防犯体制の強化や交通安全指導者の育成、消費者相談窓口の充

実を図り、防犯・交通安全・消費者保護の推進 
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基本目標 基本方針 基本施策 

 ②健康づくり体

制及び医療体

制の維持、強

化 

 生涯に渡り健康に日々

を暮らし、安心して必

要な医療が受けられる

まちを目指す 

(1)健康づく

り体制 の

強化 

 地域それぞれの支え合いの中で地域が主体となった健康づくりを推進

 健康づくり推進員、保健師、栄養士等が連携し、保健指導･相談体制の

充実を図り、生活習慣病予防･介護予防を推進 

 健診受診の徹底による重症化予防の推進 

 メンタルヘルスケアの環境整備 

   (2)医療機能

の維持 

 へき地医療拠点病院として地域医療を牽引するそよう病院の維持、強

化及び地域包括医療センターとしての保健、福祉、介護分野との連携

 予防医療を推進 

   (3)医師の確

保 

 町医師会との連携により医療体制を強化 

 地域医療従事者への支援措置等による、医師不足への対応 

 産婦人科医、小児科医等の専門医の確保への対応 

 ③社会基盤整備

の促進 

 まちの根幹を支え、生

活において必要な社会

基盤が整備されたまち

を目指す 

(1)道路網･高

速情報 通

信網･水道

等のイ ン

フラ整備 

 九州中央自動車道の早期全線開通の推進 

 幹線及び支線の交通ネットワークについて、町民にとって真に必要な

道路網となるよう計画的な道路の整備 

 九州中央自動車道からのアクセス道路や主要幹線道路の沿道景観を保

全 

 老朽化が進むトンネル、道路、橋梁等の土木構造物の点検、計画的な

補修、更新、危険箇所の改善を行い、長寿命化の推進 

 超高速情報通信環境の整備による、地域情報化の推進及び情報通信格

差の是正 

 町内のあらゆる場所において、様々な分野に応用できる無線通信環境

の整備 

 生活排水による河川水の水質汚濁の防止ため、既存の単独浄化槽から

合併浄化槽への転換及び浄化槽管理の徹底を推進 

 良質な水を確保するための水道の安定供給、未普及地の解消、施設の

老朽化への対応 

   (2)公共交通

の確保･維

持 

 山都ふれあいバスを含めた町の全ての公共交通機関の役割を総合的に

捉え、山都町に見合った公共交通の確立 

   (3)ＵＤ推進  道路や公共施設の整備、改修においてユニバーサルデザインを推進 

 商店街のユニバーサルデザイン化を支援 

 ④豊かな自然環

境の保全、活

用 

 環境に対する理解と関

心を深め、山都町の豊

かな自然環境を守ると

ともに、資源として有

効に活用するまちを目

指す 

(1)自然環境

及び生 活

環境の 保

全 

 適切かつ計画的な土地利用を推進することにより、山林、農地等の自

然環境を保全 

 豊かな森林や水環境を保全し、そこに生息する生態系の保護 

 学校における環境学習・教育の推進 

 大気汚染の注意喚起、早期周知の徹底 

   (2)地球温暖

化対策、循

環型社 会

形成 

 美しいまちづくり推進員による巡視を継続し、不法投棄防止、ごみの

分別等を徹底 

 ごみの減量、分別収集する取組みを強化、継続 

 省エネルギー生活の実践、家庭への太陽光･熱設備の設置補助、自然に

負荷をかけない生活様式の啓発 

   (3)自然エネ

ルギー の

活用 

 水力発電やバイオマスなど、山都町の豊富な資源を活かした再生可能

エネルギーの活用による、エネルギーの地産地消の実現 

 地域住民が自然エネルギーを身近に感じ体験し学ぶ機会の整備 

 雑草処理等で発生する有機物を用いた産業サイクルの実現化の推進 

（４）山都町の

個性が輝く

地域づくり 

①住民主体の地

域づくりの

推進 

 地域住民が住民自治の

理解を深め、住民一人

ひとりが主体的に取り

組み、地域の独自性を

活かしたまちを目指す

(1)自治振興

区によ る

地域づ く

りの推進 

 自治振興区を中心とした住民自治活動の一層の充実を図り、行政の枠

を超える地域自治の確立を支援 

 自治振興区の実情、課題を把握した上で、共通理解を深め、住民自治

組織のさらなる高揚の推進 

   (2)地域づく

り・まちづ

くり団 体

等の育成 

 地域と団体間の事務作業を担い、地域間、団体間をつなぐプラットフ

ォーム（基盤や環境整備）となる中間支援組織を構築 

 地域づくり・まちづくり団体の自主的な活動や団体間の連携の場づく

りを支援 

 地域づくりに係る活動拠点として未活動施設等の活用を検討 

 ②定住の促進  山都での暮らしを望

み、居住地として選ば

れるまちを目指す 

(1)住環境整

備 

 山都町で暮らしたくなる魅力的な住環境を整備 

 基本的な生活が確保できる公営住宅を供給整備 

 住民が安心して生活できる場が確保できる相談･支援体制の整備 

   (2)空き家対

策 

 空き家データベースの構築、空き家改修・活用への補助など、空き家

対策のための仕組みの構築 

   (3)定住支援

の仕組 み

づくり 

 定住支援員を配置し、親身になった相談体制を整え、移住定住を促す

環境を整備 

 移住定住交流サイト「山都暮らし人交流サイト」を活用し、定住に関

する多様な情報の発信 

 町内独身者の出会いの場を提供 

 ③山都町で育ま

れた歴史･文

化の保全 

 山都町固有の歴史・風

土を大切にし、郷土へ

の愛着を育むまちを目

指す 

(1)身の回り

に溢れ る

資源の 再

認識と 活

用 

 文化財の継続的な保存管理、調査、活用、普及・啓発 

 町内に存在する全国的に見ても重要な遺跡の基礎調査を継続的に実施

し、町の魅力として発信 

 身の回りに溢れる新たな資源の発掘と活用 

 地域の先達者の聞き書き等を通じ、地域の歴史を後世へ継承 

   (2)地域文化

の維持・伝

承 

 各地域に現存する祭り等の年中行事や伝統芸能等の保存、継承 

 祭りや伝統芸能の後継者の育成を支援 

 全ての町民が地域の文化に触れ合える機会の確保 



4 
 

基本目標 基本方針 基本施策 

   (3)芸術文化

の振興 

 音楽、映画や美術について、質の高い優れた芸術文化に、直に触れる

機会を提供し、豊かな感性の育成 

 町内の文化芸術関係団体や独自の活動者等との連携による、芸術文化

事業の推進 

 ④山都らしい魅

力ある景観づ

くりの推進 

 歴史的景観や自然景観

に配慮した山都らしい

魅力ある景観があふれ

るまちを目指す 

(1)自然と調

和した 景

観づく り

の推進 

 景観行政団体としての成熟を推進 

 関係団体や住民と共に、景観に配慮したまちなみの整備推進 

 文化的景観を保全し、文化的景観をシンボルとした山都町としてのア

イデンティティの醸成を推進 

 文化的景観を観光、まちのＰＲ等に積極的に活用するとともに、その

景観を阻害している要素の検証と対応 

（５）財政支出

の縮減 

  (1)行財政運

営の効 率

化と具 体

的な財 政

支出の 縮

減、事務事

業の評価･

見直し 

 事務事業を評価し、社会情勢に配慮した事業規模となるよう適宜調整

し、財政支出の縮減の検討 

 将来的な行政運営に支障のない体制の見直しや重点施策に絞った特徴

ある人員配置、公営部門と民営化部門の事業の整理を行うなど、将来

を見据えた上での組織の再編のあり方の検討 

 新たな事務事業を実施する際は、目標、効果、達成年度等を明確に設

定 

 消防、ごみ処理等における広域連携の維持 

   (2)人事評価

制度の 導

入、職員の

意識変革 

 人事評価制度の導入により、職員の意識高揚を図り、地域公務員への

意識の改革を推進 

 町の職員であることを常に自覚し、各種研修等を積極的に受講する等

自己研鑽に努め、職員自身による自己啓発を推進 

  

 

(3)行政情報

の適正 な

管理 

 町有の公有財産の一元管理やその状況の把握、管理方針の決定を行う

とともに、不必要な財産の処分を検討し、遊休施設、空きフロア等に

ついては有効活用を推進 

 町が分散して持っている各種データを統合して一元管理し、情報のデ

ータベース化を図り、行政情報の効果的な活用を推進 

 文書管理の統一化により、書類及びデータの総合管理を実現させると

共に、電子化による各種手続きの簡素化の実現 

 住民情報の管理にあたり、マイナンバー制の導入を加味したセキュリ

ティ対策の強化 

 情報ツールの活用により、職員間の情報共有・コミュニケーションを

促進すると共に、ペーパーレス化を実現 

  

 

(4)住民参画、

情報公開、

広報・公聴

の充実 

 やまトーク（町政座談会）を継続して開催し、住民参画の機会を確保

 広報記事の充実 

 各種情報発信媒体を活用した広報手段の確立 

 山都町情報公開条例に基づく、適切な情報公開 

 


