
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 2

男女共同参画の推進

40 41

　男女ともに個人として尊重され、性別に関わりなく個性と能力を発揮できる男女共同参画
社会の実現を目指します。

　男女が互いに尊重しあい、一人ひとりの個性や能力を活かせるむらづくりを推進する
ことが求められています。本村では、「球磨村男女共同参画計画」に基づき、男女共同参画
社会づくりの重要性を認識し、その理解を深めてきました。
　今後は、女性がより主体的かつ積極的にむらづくりに参画できるよう環境の整備と意識
の啓発を進めていく必要があります。

めざす姿

現状と課題

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）

男女共同参画の推進

（1）男女共同参画の意識づくり

（2）女性活躍の推進

（3）ＤＶ等の暴力に対する相談支援体制の充実

◆地域団体の役員等への女性の参画を積極的に進めるとともに、
　女性が主体的に活躍できる環境づくりに努めます。
◆仕事と家庭の時間・自分の時間のバランスを保ちます。
◆職場で男女が対等に参画できる機会を確保するとともに、
　職場と家庭・地域などの活動を両立できる環境を整えます。

●男女共同参画計画　●特定事業主行動計画　●まち・ひと・しごと創生総合戦略

施策の展開（公助）

（1）男女共同参画の意識づくり

◆生涯を通じた様々な段階での学習機会や情報提供の充実を図ります。

（2）女性活躍の推進

◆村の審議会などへの、女性の積極的な登用を図ります。
◆ワーク・ライフ・バランスや女性活躍の視点も踏まえた、事業者の取り組みを支援します。

（3）ＤＶ等の暴力に対する相談支援体制の充実

◆ＤＶや多様なハラスメント　の防止に向け、啓発活動を推進します。
◆被害者に対する相談・支援体制の充実を図ります。

指　標

審議会等委員の女性登用率

単位 現状値
（2017年度）

目標値
（2023年度）

％ 9.2 10.0

※1 ハラスメント…嫌がらせ、いじめのことで、英語では苦しめること、悩ませること、迷惑の意味を持つもの。

※１



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 3

効率的な行政運営の推進

42 43

　職員の資質向上を図りながら、計画的・効率的な行政運営に努め、多様化する行政課題や村民
ニーズに対応したむらづくりを目指します。

　本村では、これまで「球磨村行政改革大綱」に基づき、業務の効率化や民間委託の推進に
よる職員数の適正化に取り組み、効率的な行政運営に努め体制強化を図ってきました。
しかし、全国的な人手不足が顕在化する中、本村においても特に専門職の採用が難しく
なってきています。将来にわたり、安定した行政運営を持続するため、適正な定員管理や
人手不足を補いながら、生産効率を上げるための様々な取り組みが求められています。
　また、国や県の研修事業など多くの研修メニューに積極的に参加し、職員の能力向上を
図っていますが、団塊の世代をはじめとする職員の退職により経験豊富な職員が不足して
おり、職員の資質向上・村役場組織の活性化などの実現に向け、人事評価制度を効果的な
ものとする必要があります。
　行政情報の提供にあたっては、情報公開条例を改正し、情報公開に係る手続きの簡略化
や、公式ウェブサイトのアクセシビリティ　、ユーザビリティ　の向上を図りました。今後、継
続的に情報を発信し、一般的に用いられるようになったスマートフォンなどの情報機器を活
用した、住民との情報の共有が求められています。
　また、近年、公文書の不適切な取り扱いを巡る報道が相次いで生じていることから、
公文書について徹底した管理体制の整備を図る必要があります。

めざす姿

現状と課題

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）

効率的な
行政運営の推進

（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

◆行政運営への関心を持ち、むらづくりの現状と課題を行政と共有します。
◆広聴の機会に積極的に参加します。

●行政改革大綱　●まち・ひと・しごと創生総合戦略　●人吉球磨定住自立圏共生ビジョン

施策の展開（公助）

（1）行政組織の効率化

◆組織機構のあり方を常に検討し、行政課題に柔軟に対応できる体制を整えます。
◆職員一人ひとりの能力が十分引き出せる適正な配置や登用に努めます。
◆多様化する住民ニーズに対応できる職員の育成を図ります。
◆施策や事務事業の進行管理を適切に行います。
◆事務の効率化・簡素化を推進し、最新技術の導入を検証します。

（2）行政情報の提供の充実

◆条例に基づいた情報公開を行います。
◆すべての人にわかりやすい行政情報を提供します。
◆ＳＮＳ　等による相互情報通信などの活用を推進します。
◆「公文書管理法」「行政文書の管理に関するガイドライン」に沿った、
　公正かつ効率的な公文書の管理体制を確立します。

（3）広域連携の推進

◆「人吉球磨定住自立圏共生ビジョン」に基づき、役割を分担し、連携しながら、
　広域圏として地域全体の魅力アップに努めます。
◆人吉球磨広域行政組合を構成する市町村と連携・共同して、
　行政サービスの向上と事務の効率化を図ります。

指　標

歳出総額に対する人件費率

単位 現状値
（2017年度）

目標値
（2023年度）

％ 13.0 13.0

※1 アクセシビリティ…

※１

※１

※2

情報への到達しやすさのこと。高齢者や障害者など、心身の機能に関する制約や利用環境等に関係
なく、すべての人がウェブで提供される情報を利用できるようにすること。

※1 ＳＮＳ…ソーシャルネットワーキングサービスの略で、登録された利用者同士が交流できるWebサイトの会員制サービスのこと。

※2 ユーザビリティ…ソフトウェアやウェブサイトの使いやすさのこと。目標の操作を完了するまでの様々な機能になる
べく簡単な操作でアクセスできることや、使っていてストレスを感じないことなどが、優れたユーザ
ビリティとなる。



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 4

健全な財政運営の推進

44 45

　健全な財政を維持していくため、村税をはじめ様々な財源確保策に取り組みます。歳出面
では、選択と集中による効果的かつ効率的な事業展開と持続可能な行財政運営を目指します。

　本村の過去５年間の決算を分析すると、借金である地方債の残高は減少しつつあり
ますが、経常収支比率は上昇傾向にあり、財政の硬直化が進んでいます。
　今後も、人口減少や少子・高齢化の進行等を背景にした、税収の減少や社会保障関連
費用の増大、公共施設やインフラの更新による経費の増加が予想され、厳しい財政状況が
続くと見込まれます。
　このようなことから、自主性・弾力性のある財政運営を推進するために、村税を中心とした
自主財源の確保による財政基盤の強化を図るとともに、経営的な視点に立ち、選択と集中に
よる効果的かつ効率的な財政運営が求められています。

めざす姿

現状と課題

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）

◆村の財政運営に関心を持ち、財政状況を理解します。
◆税の納め忘れに注意します。

●中期財政計画　●公共施設等総合管理計画　●まち・ひと・しごと創生総合戦略

指　標

経常収支比率

単位 現状値
（2017年度）

目標値
（2023年度）

％ 80.6 80.0

村税収納率 ％ 98.5 99.0

健全な財政運営の推進
（1）財政運営の適正化

（2）自主財源の確保

施策の展開（公助）

（1）財政運営の適正化

◆中長期的な視点に立った財政の見通しを示し、将来を見据えた財政運営に努めます。
◆「公共施設等総合管理計画」に基づき、長期的な視点で更新・長寿命化を進め、
　効率的な資産管理に努めます。

（2）自主財源の確保

◆村税の適正な賦課と徴収に取り組むとともに、納税意識の啓発を行います。
◆ふるさと寄附金制度に積極的に取り組みます。



基本計画
基本計画基本目標2　農林業の振興と観光資源の活用《経済》

施策の大綱 1

農業の振興

46 47

基本目標2　農林業の振興と観光資源の活用《経済》

後継者・担い手の育成や生産基盤の整備に取り組み、生産性の向上を目指します。

　本村の農業においては、生産者の高齢化や担い手不足が顕著となり農家数は年々減少
しています。後継者の円滑な就農や新規就農において、国・県の支援事業を活用するなど、
担い手の育成に努める必要があります。
　また、有害鳥獣による度重なる被害、効率的な作業ができない農地と農道、天候に左右
される不安定な収入が、離農や耕作放棄地増加の要因となっています。それらの対策に
かかる時間と費用の負担が大きくなっています。
　農業の振興は、住民アンケートにおいて重要度が高く示されています。また、後継者団体
へのヒアリングにおいても、第一に経営の安定化を望む意見が多くなっています。今後、
どのようにして時間と費用を抑制しながら生産額を増大させるか、将来にわたり守っていく
べき農地の利便性をどう向上させるか、限られた労働力をどのように使っていくかなどが
課題となっています。

めざす姿

現状と課題

施策の展開（公助）

施策体系

農業の振興

（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）農業担い手の育成・確保

◆対象となり得る新規就農者を明確にして、多様な担い手の確保を図ります。
◆新規就農者などの支援制度を活用して、就農直後における生活の安定を支援します。
◆新規参入者への各種支援制度の周知と活用を促進します。

（2）効率的・安定的な農業経営の維持

◆農業経営に関する助言や指導により経営を支援します。
◆取り組むべき課題に対応するため、学習機会を設けるなど経営者の意識向上を図ります。
◆円滑な農地の集積・集約化を進め、地域の担い手へ利用を促進し、
　経営体制の合理化に取り組みます。

（3）安心・安全な「食」の生産・供給体制づくり

◆環境保全型農業を推進します。
◆良質堆肥による健全な土づくりと化学肥料や農薬の適正・安全使用を推進します。
◆学校給食への地元農産物の提供や、直売所での販売などを通して地産地消を推進します。
◆子どもたちが地域の農業への関心を深められる取り組みを推進します。

（6）農用地等の保全

◆遊休農地の発生防止・解消に努めます。
◆担い手への農地利用の集積・集約化を推進します。
◆有害鳥獣被害対策の取り組みを支援します。
◆圃場、農道の計画的な整備を行います。
◆受益者の意見を調整し、農業用施設の適切な補修・改修に努めます。

（4）高付加価値化による販売戦略の構築

◆農産物の生産性向上を支援します。
◆６次産業化の推進など、農産物の高付加価値化を図ることで、
　生産者の所得向上と雇用の創出を図ります。
◆農産物の生産・加工段階におけるビジネスマッチングの促進と販路拡大を支援します。

（5）高齢者でも稼げる農業の推進

◆振興作物の栽培を推進します。
◆高齢者でも栽培できる作物の栽培を支援します。



基本計画
基本計画基本目標2　農林業の振興と観光資源の活用《経済》
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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）

◆地産地消を心がけ、地域ブランドの育成・確立に努めます。
◆安心・安全な農産物の生産に努めます。

●農業振興地域整備計画　●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

指　標

自営農業に従事した世帯員数

単位 現状値
（2017年度）

目標値
（2023年度）

人 507
（2015年度）

480



基本計画
基本計画基本目標2　農林業の振興と観光資源の活用《経済》
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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）

◆民有林の保全・管理に努めます。
◆住宅建設等での木材利用に努めます。
◆林業技術者を育成します。

●森林整備計画　●過疎地域自立促進計画　●山村振興計画

●辺地総合整備計画　●まち・ひと・しごと創生総合戦略

指　標

林業就業者数

単位 現状値
（2017年度）

目標値
（2023年度）

人 103
（2015年度）

100

施策の大綱 2

林業の振興

　豊富な森林資源と森林のもつ多面的機能を最大限に活かし、健全で持続可能な山林づくりを
目指します。

　本村は、森林面積が村土面積の約９割を占めることから、林業の振興を推進することで、
豊かな森林資源が保全され、安定的かつ継続的に営まれる森林経営により村民の生活の
向上や産業の活性化が期待されます。
　しかし、高齢化による林業従事者の減少や長期にわたる木材価格の低迷に伴う採算性の
低迷などから、間伐等の施業の遅れや有害獣による被害が発生するなど、森林所有者の
施業意欲の低下が懸念されています。
　森林の持つ多面的機能を発揮するため、森林環境譲与税　等も活かしながら森林施業
の集約化や路網整備、担い手の育成を進めるとともに、木材の生産から健全な森林づくり
を推進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

林業の振興

（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

（2）森林環境の保全

◆森林に期待されている多面的機能が十分発揮されるように、
　健全な森林資源の保全と育成に努めます。
◆効率的な森林施業を計画的に実施するため、必要な体制整備を推進します。
◆森林経営管理法の制定に伴い、森林の一体的な管理と整備が必要となることから、
　森林組合との緊密な連携を図ります。
◆有害獣対策をさらに強化します。
◆Ｊ－クレジット制度　への取り組みを進めます。

（3）林業担い手の育成・確保

◆林業機械化による労働強度の軽減や安全作業の確保、
　就業環境等の改善に対する事業所の取り組みを支援します。
◆新規就業者への教育や林業技術習得等の参加の機会を提供し、
　就業の円滑化を推進します。

（1）生産基盤の整備及び特用林産物の生産拡大

◆低コスト作業システムの普及や定着を目指し、かつ災害時の迂回路としての
　役割を併せもつ、森林道の計画的な開設、改良、維持などを推進します。
◆特用林産物は、収量の拡大、高品質化に努めます。

※1 森林環境譲与税…平成31年度より開始される、間伐などを実施する市町村及び都道府県に対して譲与（配分）される
税。市町村においては間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に関する費用、
都道府県においては市町村の森林整備に対する支援等に充てなければならない。また、市町村等は
その使途を公表しなければならないこととされている。

※1 Ｊ－クレジット制度… 省エネルギー機器の導入や森林経営などといった、企業や自治体の取り組みによるCO2などの
温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度で、認証された
クレジットを低炭素社会実行計画の目標達成やカーボン・オフセットなど、様々な用途に活用
できるもの。

※1

※1



基本計画
基本計画基本目標2　農林業の振興と観光資源の活用《経済》
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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）

◆村内での消費に努めます。
◆ハローワークの研修などに参加し、職業能力の向上に努めます。
◆事業を通じたむらの賑わいづくりやＰＲに貢献します。
◆安定した雇用機会の創出と充実した労働環境の整備に努めます。
◆ワーク・ライフ・バランスの推進など労働環境の整備に努めます。
◆事業主・従業員を対象とした研修会等を実施し、事業所の資質向上に努めます。
◆事業所のネットワークを構築し、相談や情報提供ができる環境の整備に努めます。

●創業支援等事業計画　●地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画

●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

指　標

商工会新規登録会員数

単位 現状値
（2017年度）

目標値
（2023年度）

事業所 50

施策の大綱 3

商工業・水産業の振興

　厳しい経営環境の中でも、地域住民の生活を支え、地域に根差した商工業の経営を持続・発展
させ、新規創業等により持続可能な商工業・水産業の基盤づくりを目指します。

　村内の商工業者数は、売上の減少や高齢化等による廃業により、依然として減少の一途
を辿っている状況にあります。商工業は、地域経済循環の中心を担い、雇用の供給元である
ことから、後継者の確保や新たな創業などが喫緊の課題となっています。このような中、
本村では、企業の誘致及び立地を促進するため工場等を新設又は増設する方に対して
固定資産税の減税制度の創設や、レンタルオフィスとチャレンジショップを開設するなど、
企業の受け入れ体制を整備してきました。また、人吉球磨管内では、人吉球磨企業誘致連絡
協議会において、市町村間と企業との情報交換や、県外の企業訪問など、連携して企業誘致
のために活動してきました。
　今後も、村内の商工業の振興と、村内若しくは人吉球磨管内のニーズにあった雇用の
創出が図れる企業等を誘致するための施策が必要です。

　本村の中央を貫流する球磨川は、豊かな水量と急流により水産資源の宝庫といえること
から、「子ども放流体験」等を通して球磨川支流河川にヤマメの放流を行い水産資源の保全
に努めています。引き続き、球磨川漁協と連携してアユ・ヤマメ等を放流し、水産資源の保全
に努める必要があります。

めざす姿

現状と課題

施策の展開（公助）

施策体系

商工業・水産業の振興

（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

◆研修会等の開催や経営者の育成支援、創業への支援体制を強化しながら、
　事業者の経営を支援します。
◆レンタルオフィスとチャレンジショップを活用して、新たな創業に繋げます。
◆村内事業所を利用する助成事業の創設やイベントの開催などを通して、
　村内での消費拡大に努めます。
◆買い物弱者を支える地域商店への支援に努めます。
◆商工会の安定とサービスの向上を図る支援を、継続的に行います。

（3）水産業の振興

◆球磨川支流を含めた各河川において、漁業組合と連携し、
　アユ・ヤマメなどの計画的な稚魚放流により、水産資源の保全を図ります。

（2）企業誘致の推進

◆村内への企業誘致と、受け入れ体制づくりに努めます。
◆人吉球磨企業誘致連絡協議会の構成市町村と企業とのネットワークづくりと、
　情報共有に努めます。

（1）商工業の活性化と経営基盤の強化

◆農林商工連携等により、地場産品を活用した特産品の開発を促進します。
◆販路の拡大や新規顧客の誘引、リピーターの確保などを支援し、活性化を図ります。

※1



基本計画
基本計画基本目標2　農林業の振興と観光資源の活用《経済》

54 55

施策の大綱 4

観光の振興

　緑豊かな自然と村民の温もりを宝に、新たな観光の流れに対応できる観光資源の発掘・磨き
上げに努め、持続可能な観光立村球磨村を目指します。

　村内の観光施設については、行政や団体等による設備投資は行っているものの、営業力
の低さや、お客様への対応、おもてなしサービスの精神が伴っていない状況により集客力は
低下している状況にあります。
　一勝地駅「球磨村観光案内所」においては、観光列車の停車や入場券の知名度の高さ、
特産品販売所の整備により、入場者数は増加しています。この状況を十分に活かし、さらに
球磨村の観光総合窓口としてインバウンド受入も可能なインフォメーション機能の向上が
必要です。
　球磨村観光協会については、観光イベントの開催、ＰＲ活動、景観整備事業等積極的な
活動を実施していますが、会員間で協力状況に温度差があることから、さらに協力体制を
強化し、全会員挙げて各種事業に取り組む必要があります。
　情報発信については、球磨村観光サイトを設置していますが、さらにＳＮＳを活用する等、
多方面からアクセスできるような広がりを求める必要があります。
　全国に広がる各地のカワセミ会においては、会員の高齢化が進んでいる上、比較的若い
入会者が少ない状況にあります。今後の存続及び会員拡大のため、若い方へのアプローチ
を図っていく必要があります。
　グリーンツーリズム　による都市農村交流の取り組みについては、「田舎の体験交流館
さんがうら」が主体となり積極的な事業展開を行っており、対外的にも先進事例となって
います。今後、さらに飛躍させるための新しい取り組みを進めるとともに、実施事業の見直し
や、人材の確保と育成が必要となっています。
　「球磨村観光案内人の会」では、独自の研修会等により研鑽を積んでおり、ツアー等に
よる観光案内の依頼は徐々に増加しています。しかし、若手が少なく、今後の存続が危ぶ
まれることから、新たな人材の発掘・育成が必要となっています。

めざす姿

現状と課題

施策の展開（公助）

施策体系

観光の振興

（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

◆「肥薩線」を活かした観光客確保に努めます。
◆日本の棚田百選を活かした都市との交流を推進します。
◆自然環境を舞台とした重要観光スポットに、案内看板や遊歩道等を整備します。

（3）観光イベントの充実

◆観光イベントの充実により、地域の特産品の販売拡大を図ります。

（4）観光情報の発信・ＰＲ活動

◆球磨村観光サイトにおいて、常に新しい情報を提供します。
◆ＳＮＳやマスメディアなどを活用した効果的な情報発信を行います。
◆村内出身者をはじめとした都市住民へ観光情報等を定期的に発信します。

（5）ニューツーリズムの推進

◆「さんがうら」を中心とした都市と農山村との交流を促進します。
◆農泊事業を推進します。
◆体験交流型観光地づくりを、ニューツーリズム戦略で進めます。

（2）観光商品の開発・受入体制の充実
◆旅行商品を積極的に企画・造成し、旅行代理店、各種旅行媒体などへの
　営業・ＰＲ活動を強化します。
◆球磨川のラフティングをはじめ、農業体験、伝統文化や食等に関する体験プログラムを
　充実させ、魅力ある体験型観光を推進します。
◆「一勝地駅」の地名や自然景観を活かした、散策ルートや特産品を開発しながら、
　滞在型・回遊型観光を推進します。
◆インバウンドの受け入れ可能な体制を作ります。
◆村の郷土料理・田舎料理をアピールし、おもてなしを向上させます。
◆若手の掘り起こしを行い、「球磨村観光案内人」を確保します。
◆観光関連施設の従業員等への研修会等の実施による、人材の育成に努めます。
◆観光を牽引するリーダーとなる人材の招致を検討します。

（1）観光資源の整備

※1

※1 グリーンツーリズム… 近年旅行者のニーズがその土地での体験や人々とのふれあいを楽しむ旅へと変わりつつある
ことから関心が高まっている、農山漁村地域で自然や文化、人々との交流を楽しむ旅行のこと。



基本計画
基本計画基本目標2　農林業の振興と観光資源の活用《経済》
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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）

◆観光イベントなどのむらの賑わいづくりに積極的に関わります。
◆観光客におもてなしの心で接し、新たな魅力の発見や観光ＰＲに協力します。
◆観光資源に触れる機会をつくります。

●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

指　標

観光入込客数

単位 現状値
（2017年度）

目標値
（2023年度）

人 250,000196,827



基本計画
基本計画基本目標3　安心、安全な暮らしの環境づくり《基盤・安全・環境》

施策の大綱 1

居住環境の整備

58 59

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》
　移住・定住の受け皿となる住環境の充実を図り、安心・安全で生き生きと暮らせる村を目指します。

　本村の水道事業は、村営簡易水道と組合営簡易水道及び飲料水供給施設で運営してい
ます。組合営簡易水道及び飲料水供給施設については、高齢化により維持管理が困難に
なってきている地区もあり、補助金制度を設けるなどして維持管理に努めています。しかし、
村営簡易水道を含め更新時期を迎えた施設が多くなっており、計画的な更新・整備が必要と
なっています。一方、人口減少などにより水道使用量が減少していることから、水道事業の
持続可能で健全な運営が求められています。

　生活排水による水質汚濁防止を図るため、広報等での周知を行い、浄化槽への転換推進
を図ってきました。浄化槽の設置状況は毎年10基程度の実績となっており、普及率は約
55％と低くなっていることから、さらなる啓発及び推進が必要となっています。

　生活様式の多様化、過剰包装などの要因でごみの排出量は増えてきています。廃棄物の
適正な処理と減量化を図るためには、ごみ分別の徹底、リサイクルの推進をさらに強化して
いくことが必要となっています。

　本村への定住促進を図るため、村有住宅の新築などを推進していますが、希望に応じきれ
ていないことから、利用可能な空き家等を活用した住宅の確保が求められています。また、
本村における民間住宅の耐震化率は32.3％（平成28年度　球磨村建築物耐震改修促進
計画）と国の平均値（79％）を下回っているため、国の基本指針を踏まえ、2025年度までに
耐震性の不十分な住宅の解消が求められています。

　本村では、全域に光ファイバー網による情報通信施設を整備し、様々な利活用が図られて
いますが、実際にインターネットを利用する世帯は限られており、特に高齢者の利活用は
低い状況にあります。また、情報通信施設についても、施設能力を最大限に活用できて
いない状態にあることから、さらなる情報活用能力の向上が求められています。これらの
情報通信施設は、携帯電話の不感エリアの解消にもつなげていますが、集落内で電波の
弱い区域や林業従事者が活動する山林などにおいて、依然として不感エリアが残っており、
利便性の向上が求められています。

　全国的に凶悪な犯罪や、子ども・女性・高齢者が被害者となる犯罪、特殊詐欺等の被害が
深刻化しており、犯罪のない安心・安全な暮らしを確保するため、防犯意識の普及や地域の
ことは自分たちで守る意識の高揚、体制づくりが求められています。

めざす姿

現状と課題

施策の展開（公助）

施策体系

居住環境の整備

（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）水道施設整備の促進

◆村営簡易水道施設の配水管の更新や浄水施設の維持管理・整備を行います。
◆村営簡易水道事業の経費の節減、使用料金などの適正化を検証し、
　計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図ります。
◆村営簡易水道区域の拡大を検討します。
◆組合営簡易水道及び飲料水供給施設の整備を支援します。

（2）排水処理施設整備の促進 

◆くみ取り及び単独浄化槽の設置者に対する啓発の強化と、
　設置者への補助により浄化槽への転換を促進します。
◆生活排水処理施設の適正な整備に努めます。
◆人吉球磨広域行政組合及び事業者と連携して、し尿を適正に処理します。

（3）ごみの適正処理と再資源化の推進 

◆発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生使用（リサイクル）の
　「3Ｒ」の取り組みを推進し、循環型社会の定着を図ります。


