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基本構想第2章　施策の大綱

基本目標2 農林業の振興と観光資源の活用《経済》 基本目標3 安心、安全な暮らしの環境づくり《基盤・安全・環境》

　農業が職業として選択しうる魅力とやり
がいのあるものとなるように、将来の農業
経営の発展目標を明確にし、農家の所得
向上を目指した農産物の販路拡大や６次
産業化の推進、効果的かつ安定的な農業
経営への支援、耕作放棄地の解消および
発生防止、集落を構成する小規模農家への
支援を図ります。
　また、本村の経済に大きな影響を及ぼす
林業においては、森林組合と連携を強化し、
担い手の育成、木材販売の促進、木質バイオ
マスの活用などによる生産拡大及び獣害・
災害対策、水源の涵養などの公益機能の
充実を図り、的確な森林整備と林業の安定

的な経営のため森林道の計画的な整備を
推進します。
　本村には、九州最大鍾乳洞の「球泉洞」、
日本三大急流の「球磨川」、ＳＬが走る
「肥薩線」、日本棚田百選の「棚田」など、
貴重な地域資源があります。継続的に環境
整備に取り組み、地域資源を最大限に活用
した観光客の誘致拡大に努め、地元商業
関係者と連携を図りながら観光商業に取り
組みます。
　また、新たに整備されたレンタルオフィス
やチャレンジショップを活用し、新規創業の
促進、雇用の創出、移住促進、交流人口の
拡大による地域活性化を図っていきます。

　村民の方々が、将来にわたり豊かな暮ら
しを送るための基盤整備は、定住人口を
維持するためにも重要となります。安全な
水の供給、ごみや廃棄物の適正な処理に
努め、快適な住環境づくりを推進します。
また、移住・定住促進を図るため、村営住宅
の整備と民間住宅の地震対策、空き家の
有効活用を図ります。
　交通基盤の整備については、村道や交通
安全施設の適正な維持管理に努めると
ともに、通院や買い物など、高齢者を中心に
貴重な交通手段となっているコミュニティ
バスや、高齢者や障害のある人などを対象
とした福祉有償運送の利便性の向上を
図ります。

　また、抜本的な治水対策と急傾斜地
対策などの生活基盤の整備を推進すると
ともに、災害に強いむらづくりを目指す
「球磨村復興まちづくり計画」に基づき、
激甚化する災害などへの対応を強化します。
併せて、防災力向上を図るため、自助・共助・
公助の考えのもと、消防組織力強化の取り
組みと村民一人ひとりの自主防災意識の
醸成を図ります。
　環境を守り、自然と共生するむらを目
指し、自然環境を保全すると同時に、「球磨
村地球温暖化対策実行計画（事務事業
編）」に基づいた温室効果ガスの削減に
積極的に取り組み、村内の地球温暖化
対策を牽引していきます。
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基本構想第2章　施策の大綱

基本目標4 健康・長寿のむらづくり《健康・福祉》 基本目標5 子どもはむらの宝《子育て・教育・文化》

　子どもから高齢者まで、誰もが住み慣れ
た地域の中で、お互いが支え合い、健やかに
いきいきと暮らすことのできるむらづくり
を目指します。
　そのためには、生涯を通して心身ともに
健康に過ごせるよう、それぞれの年代に
応じた健康づくりを進める必要があります。
　そのため、健康づくり事業においては、
村民自らの健康寿命延伸の取り組みを支援
するとともに、若い世代から病気の発症
予防・重症化予防のための各種検診、個別
保健指導、医療機関との連携など、きめ
細やかな支援を行い、医療費の抑制を図り
ます。
　また、母子保健事業においては、安心して
子どもを産み育てることができるよう、
妊娠・出産・子育てへの切れ目のない支援を
行い、子どもの健やかな成長を促すための
健康管理や育児支援の充実を図り、安心
して子育てできる環境づくりを進めます。

　地域医療については、球磨村診療所を
核として、村内の保健・福祉施設等との連携
を一層強化し、地域医療体制や救急医療
体制等の整備・充実を進めます。
　介護保険事業については、介護保険の
円滑な運営を確保するとともに、高齢者が
地域で自立した生活を継続していくことが
できるよう地域包括ケアシステムの深化・
推進を図ります。
　高齢者福祉については、高齢者福祉及び
介護保険事業計画に基づき生涯現役社会
の実現と自立支援、健康づくりの推進、
認知症になっても安心して暮らせる体制
づくり、安心して暮らせるための医療と介護
の連携・充実、地域の実情に応じた多様な
サービスの充実に取り組みます。
　障害者福祉については、障害のあるなし
に関わらず、誰もが地域で安心して生き
生きと生活できる環境の整備、活動参加の
機会の確保を図っていきます。

　子育て世帯では、安心して子どもを産み
育てられる環境や、子どもたちが安心して
学校生活を送ることができる施設と、子
どもたちの可能性を広げる学習環境が強く
望まれています。医療費の助成や保育料の
軽減などの経済的支援を継続するととも
に、多様化する保育ニーズに対応した延長
保育をはじめとする保育所で実施する取り
組みや、子育て支援センターでの活動など
の子育て支援を充実していきます。
　学校教育については、子どもたちの生き
る力を育む教育の実践のため、確かな学力
の育成、健康な体の育成、豊かな心の醸成、
信頼される学校づくり、教育環境の充実の
５つの重点目標に取り組みます。また、子
どもたちが国際化・情報化社会に対応でき、
課題を解決するために必要な思考力・判断

力・表現力の育成に努めます。
　学校施設については、子どもたちが安心
して生活でき、安全に利用できるよう計画
的に整備を進めます。
　さらに、子どもも保護者も、安心して家庭
生活を送ることができる支援体制づくりに
努めるとともに、家庭での学習時間や、親子
で語り合う時間を増やすなど、家庭環境の
改善、充実を図ります。また、コミュニティ・
スクールを通して、地域とともにある学校
づくりを推進します。
　様々な年代・地域の村民が学び、ふれ
あい、自己実現ができる生涯学習やスポー
ツの場づくりに努めるとともに、地域固有の
歴史・文化を学び、未来へ継承するために、
文化・芸術活動を推進します。
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2 基本構想の体系

基本理念
（球磨村 村民憲章より）

一、自然を愛し 美しい村をつくります

一、健康に努め 明るい村をつくります

一、人に優しく こころ豊かな村をつくります

一、進んで学び 文化のかおる村をつくります

一、仕事に誇りをもち 伸びゆく村をつくります

第3部 基本計画将来像

豊かな心と 美しい水と緑が輝く

酸素ちょっと濃いめの 生き活き山村 くまむら

基本目標1

共助のむらづくり
（コミュニティ・協働・行財政）

❶ 協働による地域づくり
❷ 男女共同参画の推進
❸ 効率的な行政運営の推進
❹ 健全な財政運営の推進

基本目標2

農林業の振興と
観光資源の活用

（経済）

❶ 農業の振興
❷ 林業の振興
❸ 商工業・水産業の振興
❹ 観光の振興

基本目標3

安心、安全な
暮らしの環境づくり
（基盤・安全・環境）

❶ 居住環境の整備
❷ 交通基盤の整備
❸ 交通安全対策
❹ 防災・消防対策
❺ 環境美化の推進
❻ 地球温暖化対策の推進

基本目標4

健康・長寿の
むらづくり
（健康・福祉）

❶ 健康づくりの推進
❷ 地域医療の充実
❸ 高齢者にやさしい
　 むらづくり
❹ 障害者（児）福祉の充実
❺ 地域福祉の充実

基本目標5

子どもはむらの宝
（子育て・教育・文化）

❶ 子育て支援の充実
❷ 学校教育の充実
❸ 生涯学習の振興
❹ 生涯スポーツの振興
❺ 文化の振興

１ 基本計画の体系

２ 施策の展開
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1 基本計画の体系

①地域コミュニティの活性化　②日本で最も美しい村づくりの推進　③住民参加型むらづくりの推進

①男女共同参画の意識づくり　②女性活躍の推進　③ＤＶ等の暴力に対する相談支援体制の充実

①行政組織の効率化　②行政情報の提供の充実　③広域連携の推進

①財政運営の適正化　②自主財源の確保

1 協働による地域づくり

2 男女共同参画の推進

3 効率的な行政運営の推進

4 健全な財政運営の推進

①農業担い手の育成・確保　②効率的・安定的な農業経営の維持　③安心・安全な「食」の生産・供給体制づくり
④高付加価値化による販売戦略の構築　⑤高齢者でも稼げる農業の推進　⑥農用地等の保全

①生産基盤の整備及び特用林産物の生産拡大　②森林環境の保全　③林業担い手の育成・確保

①商工業の活性化と経営基盤の強化　②企業誘致の推進　③水産業の振興

①観光資源の整備　②観光商品の開発・受入体制の充実
③観光イベントの充実　④観光情報の発信・ＰＲ活動　⑤ニューツーリズムの推進

①水道施設整備の促進　②排水処理施設整備の促進　③ごみの適正処理と再資源化の推進
④住宅・住環境の充実　⑤移住・定住促進対策の充実　⑥情報通信基盤の利活用　⑦防犯対策の充実

①道路の整備促進及び維持管理の充実　②公共交通網の充実

①交通安全の意識高揚　②交通安全施設の整備

①危機管理体制の強化　②災害に強いむらづくりの基盤整備　③消防・救急体制の充実

①自然環境の保全　②生活環境の保全

①省エネルギー対策の強化　②再生可能エネルギーの導入

①母子保健の推進　②健康づくりの促進　③生活習慣病予防の推進　④感染症予防対策の推進

①医療体制の充実

①生きがいづくりや社会参加の促進　②介護予防・生活支援サービスの充実
③認知症対策の推進　④地域包括ケアの推進　⑤介護保険制度の円滑な運営

①地域生活の支援　②障害児の健やかな育成のための発達支援
③日常生活支援の充実　④就労・社会参加の促進

①みんなで支え合う仕組みづくりの推進　②地域福祉人材の確保・育成
③孤立を防ぐ相談機能の強化　④自殺対策の推進

①子育て支援体制の充実　②職業生活と家庭生活との両立の推進
③子どもの安全確保　④支援を必要とする子どもや家庭への支援

①確かな学力の育成　②豊かな心の醸成　③健康な体の育成
④信頼される学校づくり　⑤教育環境の充実

①地域学校協働活動の推進　②公民館活動の推進　③家庭・地域教育力向上への支援
④生涯学習事業の充実　⑤社会教育関係団体との連携　⑥人権教育・啓発の推進

①指導者の確保と資質の向上　②各種スポーツ団体の育成と活動支援　③体育施設の整備・充実及び有効活用

①文化活動の推進　②文化財の保護・活用　③民俗文化の保存・継承支援

具体的な施策施策の大綱

基本目標1

共助のむらづくり
《コミュニティ・協働・行財政》

1 農業の振興

2 林業の振興

3 商工業・水産業の振興

4 観光の振興

1 居住環境の整備

2 交通基盤の整備

3 交通安全対策

4 防災・消防対策

5 環境美化の推進

6 地球温暖化対策の推進

1 健康づくりの推進

2 地域医療の充実

3 高齢者にやさしいむらづくり

4 障害者（児）福祉の充実

5 地域福祉の充実

1 子育て支援の充実

2 学校教育の充実

3 生涯学習の振興

4 生涯スポーツの振興

5 文化の振興

基本目標2

農林業の振興と
観光資源の活用

《経済》

基本目標3

安心、安全な
暮らしの環境づくり
《基盤・安全・環境》

基本目標4

健康・長寿のむらづくり
《健康・福祉》

基本目標5

子どもはむらの宝
《子育て・教育・文化》
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基本計画
基本計画基本目標1　共助のむらづくり《コミュニティ・協働・行財政》

施策の大綱 1

協働による地域づくり
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基本目標１　共助のむらづくり《コミュニティ・協働・行財政》

　むらづくりへの住民参画を推進し、村民と行政が地域の課題解決に向けて互いを理解し、
尊重し合い、むらづくりに参加できる機会を多く創るよう努めながら、協働による地域づくりを
目指します。

　村内には、21の行政区が組織され、その行政区を6つに分けて公民館が組織されています。
活動は、地域での祭事の運営の他、文化活動、生活環境整備、自主防災など多岐にわたって
おり、活動の中心は、行政区と公民館です。その他、行政区に組織される班や、郷土芸能を
伝承している団体などが活動の中心となることもあります。
　活動においては、各種補助金を活用されており、活気あふれる地域の再生へと繋げてい
ます。しかし、活動を担う人材は、過疎化、少子化の進行により、高齢化を余儀なくされ、かつ
地域での連帯感が薄れつつあり、参加協力する人員が減少するなど、活動が困難になって
きている地域や団体が少なくありません。
　そのため、地域のリーダー育成や行政区担当職員制度のさらなる充実が求められています。

　行政との協働にとって欠かせない住民参画システムについては、各種計画策定審議に
おいて、各種団体等からの選出に基づく、住民参加方式となっています。
　今後は、広く住民の意見を聞く機会を広げるため、委員公募についても、検討する必要が
あります。

めざす姿

現状と課題

施策の展開（公助）

施策体系

関連する個別計画

指標と目標値

村民・事業者・地域の役割（自助・共助）

協働による地域づくり

（1）地域コミュニティの活性化

（2）日本で最も美しい村づくりの推進

（3）住民参加型むらづくりの推進

（1）地域コミュニティの活性化

◆自立した特色ある活発な地域づくりを活性化するための活動を支援します。
◆地域のリーダー育成に努めます。
◆行政区担当職員制度をさらに充実させ、地域の支援に努めます。
◆子どもを含めた「共助のこころ」の醸成を図ります。

（2）日本で最も美しい村づくりの推進

◆国・県道や村道等の景観保全活動を推進します。
◆花いっぱい運動の展開を継続して取り組みます。

（3）住民参加型むらづくりの推進 

◆地域活動に関心をもち、積極的に参加し、 協力・連携・交流します。
◆むらづくりに関心・理解を深めます。
◆むらづくり活動を担うリーダーをつくります。
◆各種団体相互の連携を図るとともに、
　住民一人ひとりが参加しやすくなるように工夫します。

●過疎地域自立促進計画　●山村振興計画　●まち・ひと・しごと創生総合戦略

◆多様な参加機会の提供や、村民がむらづくりに参加しやすい仕組みづくりを推進します。
◆各種計画策定時の委員選出規定など、住民参画システムの手法を検討します。
◆村民と行政が対等な立場で補完し合いながら取り組む、協働事業を推進します。

指　標

共助のむらづくり支援事業補助金の活用件数

単位 現状値
（2017年度）

目標値
（2023年度）

件 51 60


