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 第１章 

 計画策定の趣旨・計画の役割 
 

（１） 計画策定の趣旨 

本町は、昭和 45年に第１次総合計画を策定し、昭和 56年に第２次計画、平成３年には「地

域の特性を活かした こころ豊かで活力ある森林郷づくり」を将来像として第３次計画を策定、

平成 13 年度には「ユニバーサルコミュニティ五ヶ瀬 ～おかえりなさい 心のふるさと 五

ヶ瀬町～」の実現を目指して第４次計画を策定しました。平成 23 年には「人の心を大切にす

る町」をコンセプトに「人間性回復のまちづくり」「循環型社会・低炭素社会の実現」「分権型

社会への対応」の３つを重点戦略と位置付けた第５次計画を策定し、「ずっと五ヶ瀬 やっぱ

り五ヶ瀬 ～ありがとう あふれる笑顔～」を合言葉に、住民と行政が一体となってまちづく

りに取り組んできました。 

この間地方を取り巻く環境は、少子高齢化及び人口減少の一層の進行、世界的な経済・金融

危機に伴う経済格差の拡大、第４次産業革命等による Society5.0 の到来、地球規模で捉えな

ければならない環境問題や、東日本大震災・各地での豪雨災害等を契機とした安心・安全に対

する意識の高揚など、社会情勢は目まぐるしく変化しています。 

また、平成 27 年に国連総会において持続可能な社会を実現するための国際目標「持続可能

な開発目標（SDGs）」が採択されました。この SDGsは、地球上で「誰一人取り残さない」こと

を誓い、その実現のために 17のゴール（目標）を設定したものです。発展途上国のみならず、

先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）な目標であり、各自治体や企業等においても、

SDGsの実現に向けて責任を果たしていくことが求められています。 

そういった中、複雑多様化する地域課題を解決していくためには、あらゆる分野、あらゆる

主体が連携し、住民協働のもと、課題解決にあたっていくことが必要となっています。そうい

った観点から、今後の本町のまちづくりにおいては、人口を維持するための取り組みを進めて

いくことはもちろん、人口が減少してもまちの機能を維持し、活力を損なわないための仕組み

づくりにも取り組むことで、「持続可能な地域社会」を構築していくことが求められます。 

「第６次五ヶ瀬町総合計画」（以下、本計画という）は、この持続可能な地域社会を構築する

ために、行政が担うべき役割と住民が担うべき役割を整理し、住民と行政が一体となり、総合

的かつ計画的にまちづくりを推進していくことを目的として策定するものです。 
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（２） 計画の構成と期間 

本計画は、「基本構想」・「基本計画」、別に定める「実施計画」により構成します。 

 

 １．基本構想 

本町のまちづくりの考え方や将来像及び将来像の実現に向けた視点、さらに、将来像の実現

を目指した各施策の大綱を示したものです。 

【期間】令和３年度から令和 12年度 

 

 ２．基本計画 

基本構想に掲げられた将来像を実現するため、分野ごと

の現状と課題、施策の方向性を定めたものです。 

【期間】 

前期：令和３年度から令和７年度 

後期：令和８年度から令和 12年度 

 

 

 

 ３．実施計画 

基本計画に基づいた施策を効果的に実施するため、具体的に実施する事業を定めるものであ

り、事業の優先順位や具体的な事業内容、財源等を示すことにより予算編成の指針となるもの

です。実施計画は、それぞれ総合計画と別途策定し、PDCAサイクルによる評価・見直しを行い

ます。 

 

 

■計画の期間 

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 令和 10 令和 11 令和 12 

          

          

          

  

施策 

事務事業 

基本構想（10か年） 

 

 

実施計画（３～５年） 

政策 

前期計画（５か年） 後期計画（５か年） 



 

4 

 

 第２章 

 五ヶ瀬町の姿 
 

（１） 五ヶ瀬町の特性 

 

１ 地理・地勢 

本町は、九州のほぼ中央、宮崎県の北西部にあり、宮崎の西の玄関口に位置し、東部は高

千穂町、南部は椎葉村、北部から西部は熊本県に接しています。南西部から南部、南東部に

かけては標高 1,200mから 1,600m級の山々が連なる一方で、北西部には阿蘇の山々を展望で

きるなだらかな丘陵地帯が広がっています。 

町の総面積は 171.73km、全体的に地形は急峻で総面積の約 88.1％を森林が占めています。

その山峡部を五ヶ瀬川本流とその支流である三ヶ所川が並行して北上し、熊本県で合流して

高千穂町や延岡市等を経て日向灘へと注いでいます。この二つの川沿いに大小の集落と狭小

な耕地が点在しています。 

地質は、秩父古生層に属する粘板岩、頁岩を基盤とするものと、阿蘇火山系の噴出物によ

って生成された安山岩からなり、土壌の地味は肥沃で農作物、樹木の生育に適しています。 

気温は、平均標高が 620m と高いため、過去５年間の年間平均気温は 13.2℃と冷涼な地域

となっています。しかし、夏季の最高気温が 34.4℃まで上昇する一方、冬季の最低気温 は

-10.6℃を記録するなど、気温の年間較差は極めて大きいことが特徴です。特に冬季におけ

る低温や積雪、さらには 10 月初旬から４月下旬にかけての降霜は農作物生育の阻害要因と

なっており、温暖な宮崎県にあって特異な気象条件下にあります。 

平均雨量は年間 2,500mmに達し、樹木の生育を助長するとともに、水源の供給地域として

下流域の人々にとって重要な役割を果たしている地域ともなっています。 

本町は急峻な地形であるため、夏場の台風や集中豪雨のシーズンには土砂崩れなどの災害

が発生しやすい状況にあります。また、冬季には積雪・凍結のために通行止めやチェーン規

制等の交通規制がなされる状況にあります。 

 

２ 歴史・沿革 

本町は、昭和 31 年に三ヶ所村、鞍岡村が合併して、五ヶ瀬町として町制を施行し、令和

３年度には町制 65周年を迎えます。 

「五ヶ瀬町」の由来となった五ヶ瀬川は、住民の生活上切り離すことのできないものであ

り、太平洋にそそぐ大河で、他地方にもよくその名を知られている川です。本町の町名には、

「清く美しい、悠久に流れる五ヶ瀬川のように、町が発展していくように」という住民の希

望が込められています。  
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 人口  資料：住民基本台帳（各年９月時点、令和２年のみ４月時点） 

570 548 519 510 472 465 481

2,177 2,097 2,029 1,932 1,861 1,768 1,695

1,528 1,525 1,553 1,566 1,582 1,587 1,587

4,275 4,170 4,101 4,008 3,915 3,820 3,763

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

（人）

51 55
125 103

42 29 51 70 80 97 85
122 135

164 149 125
158 133 14253

79

118
127

45
41

62
79 86 73 92

114

162

188
169

105

111

89 54
104

134

243 230

87
70

113

149
166 170 177

236

297

352
318

230

269

222
196

0

100

200

300

400

～4歳 ～9歳 ～14歳～19歳～24歳～29歳～34歳～39歳～44歳～49歳～54歳～59歳～64歳～69歳～74歳～79歳～84歳～89歳 90歳～

女 男

（人）

（２） データでみる五ヶ瀬町 

 

１ 人口・世帯数 

 

 

 

総人口は年々減少を続けており、平成 30 年に 4,000 人を下回り、令和元年には 3,820

人、令和２年には 3,763人となっています。また、年少人口、生産年齢人口の減少が顕著

であり、令和元年には全人口の約４割が高齢者となっています。 

■総人口の推移 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年の年代別人口をみると、60 歳以上の人口が多くなっている一方、20 歳代の人

口は少なくなっています。 

■令和２年の年代別人口 
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 世帯数        資料：国勢調査 

 

 

 

 

一般世帯総数・核家族世帯総数と

もに減少している傾向にあります

が、核家族世帯総数は一般世帯総数

に比べて減少数が少ないため、一般

世帯総数に占める核家族世帯数の

割合は年々高くなっています。核家

族化が進行しているとともに、一世

帯当たり人員も減少しています。 

 

 

 

 

  

1,421 1,392 1,355 1,272

571 564 556 545

3.37 3.22
3.04

2.82

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

一般世帯総数 核家族世帯総数

一世帯あたり人員数

（人）（世帯）
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 社会動態       資料：住民基本台帳 

 自然動態        資料：住民基本台帳 

２ 人口動態 

 

 

 

転入数・転出数ともに年々減少している傾向にあり、令和元年には転入数は 139人、転

出数は 195人となっています。転出数が転入数を上回る社会減の状態が続いており、近年

の傾向をみると、転入数は年々減少している傾向であるのに対し、転出数は横ばいである

ことから、今後も社会減の状態が継続していくことが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出生数は年々減少している傾向にあり、死亡数については、60 人から 70 人程度で増減

をしつつ推移しています。出生数に対して死亡数が上回る自然減の状態が続いており、40

人から 50人前後の自然減で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

171
203 195

164
195

152
182

151 162
139

-177

-240 -236 -245 -241
-210 -216 -196 -198 -195

-6
-37 -41

-81
-46 -58

-34 -45 -36 -56

-300

-200

-100

0

100

200

300

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

転入数 転出数 社会増減

（人）

29 28 26 25 25 21 23 17 19 19

-69 -75 -69 -74
-66 -69

-58
-65

-76

-58

-40
-47 -43 -49

-41
-48

-35
-48

-57

-39

-100

-50

0

50

100

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

出生数 死亡数 自然増減

（人）
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（３） まちづくりに対する住民の意向 

本計画の策定にあたり、住民の意見を計画に反映させることを目的とし、五ヶ瀬町在住の住

民と中学生、中等教育学校〔後期生〕を対象にしたアンケート調査を実施しました。 

 

 

１ 調査の実施概要 

［一般調査］ 

▼  調査地域 ： 五ヶ瀬町全域 

▼  調査対象 ： 五ヶ瀬町在住の住民 3,169人（18歳以上） 

▼  調査期間 ： 令和元年８月９日～９月 25日 

▼  調査方法 ： 組による配布、回収及び郵送による配布、回収 

 

［中学生調査］ 

▼  調査地域 ： 五ヶ瀬中学校及び五ヶ瀬中等教育学校 

▼  調査対象 ： 五ヶ瀬中学校 65人、五ヶ瀬中等教育学校 〔前期生〕 118人 計：183人 

▼  調査期間 ： 令和元年 10月２日～10月 15日 

▼  調査方法 ： 学校による配布、回収 

 

［中等教育学校〔後期生〕調査］ 

▼  調査地域 ： 五ヶ瀬中等教育学校 

▼  調査対象 ： 五ヶ瀬中等教育学校 〔後期生〕 109人 

▼  調査期間 ： 令和元年 10月２日～10月 15日 

▼  調査方法 ： 学校による配布、回収 

 
 

 配布数（Ａ） 
有効回収票数

（Ｂ） 
回収率 

（Ｂ） 

（Ａ） 

一般調査 3,169 2,100 66.3％ 

中学生調査 183 183 100.0％ 

中等教育学校〔後期生〕調査 109 105 96.3％ 
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12.3

11.5

12.3

13.3

12.2

43.6

52.1

41.3

40.9

46.7

5.7

4.6

5.9

5.8

6.5

9.0

7.7

10.7

11.2

7.0

10.4

8.5

11.8

8.8

11.2

4.4

1.8

5.3

4.2

5.1

10.9

10.8

11.8

13.0

9.3

3.8

3.1

0.9

2.7

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=2,100）

坂本地区（N=390）

三ヶ所地区（N=795）

桑野内地区（N=330）

鞍岡地区（N=525）

０～４点 ５点 ６点

７点 ８点 ９点

10点 不明・無回答

〈単数回答〉

24.7

25.6

24.5

27.0

23.4

53.8

52.8

55.3

52.1

55.4

14.1

13.8

14.5

14.5

14.1

3.8

4.1

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

2.0

2.7

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=2,100）

坂本地区（N=390）

三ヶ所地区（N=795）

桑野内地区（N=330）

鞍岡地区（N=525）

住みよい まあまあ住みよい あまり住みよくない

住みにくい 不明・無回答

〈単数回答〉

２ 調査結果 

１ 五ヶ瀬町での暮らしにおける幸福度 

 

幸福度を点数として表し、回答していただいた結果についてみると、町全体では「５点」

が 43.6％と最も高くなっています。 

地区別にみると、どの地区も「５点」の割合が最も高くなっています。また、三ヶ所地区、

桑野内地区では６点以上の割合が他の２地区よりも比較的高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 五ヶ瀬町は住みよいと思うか 

 

町全体・地区別どちらにおいても、「住みよい」と「まあまあ住みよい」を合計した割合が

約８割を占めています。 
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43.2

31.5

29.9

26.7

12.0

10.9

9.1

8.8

7.5

6.4

0% 20% 40% 60%

買い物に不便

交通の不便さ

働く場がない

病院などの医療施設が充実していない

行政サービスがよくない

地域のつながりが強くわずらわしい

余暇を楽しむ場所が充実していない

住民の気質がよくない

保健・福祉施設やサービスが整っていない

住環境がよくない

〈複数回答〉

（N=375）

「住みにくい」「あまり住みよくない」と回答した理由についてみると、「買い物に不便」

が 43.2％と最も高く、次いで「交通の不便さ」が 31.5％、「働く場がない」が 29.9％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上位 10 項目のみ 

 

「住みにくい」「あまり住みよくない」と回答した理由について地区別にみると、「買い物

に不便」「交通の不便さ」「働く場がない」「病院などの医療施設が充実していない」の回答が

どの地区においても高くなっています。 

 
 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

全体 

(N=375) 

買い物に不便 交通の不便さ 働く場がない 病院などの医療
施設が充実して
いない 

行政サービスが
よくない 

43.2% 31.5% 29.9% 26.7% 12.0% 

坂本地区 

(N=70) 

買い物に不便 交通の不便さ 働く場がない 病院などの医療
施設が充実して
いない 

行政サービスが
よくない 

45.7% 38.6% 32.9% 27.1% 15.7% 

三ヶ所地区 

(N=144) 

買い物に不便 働く場がない 
病院などの医療
施設が充実して
いない 

交通の不便さ 余暇を楽しむ場
所が充実してい
ない 

行政サービスが
よくない 

43.8% 29.2% 26.4% 15.3% 14.6% 

桑野内地区 

(N=60) 

働く場がない 買い物に不便 病院などの医療
施設が充実して
いない 

交通の不便さ 住民の気質がよ
くない 
地域のつながり
が強くわずらわ
しい 

40.0% 38.3% 25.0% 23.3% 11.7% 

鞍岡地区 

(N=93) 

買い物に不便 交通の不便さ 病院などの医療
施設が充実して
いない 

働く場がない 住民の気質がよ
くない 

44.1% 38.7% 24.7% 22.6% 12.9% 

※上位５項目のみ 
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58.2

62.6

56.1

62.7

58.7

5.2

2.6

6.5

5.2

5.0

25.8

25.6

27.5

23.0

25.3

10.8

9.2

9.8

9.1

11.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=2,100）

坂本地区（N=390）

三ヶ所地区（N=795）

桑野内地区（N=330）

鞍岡地区（N=525）

はい いいえ わからない 不明・無回答

〈単数回答〉

46.3

33.0

31.6

30.0

22.9

15.9

15.0

14.5

13.2

13.2

0% 20% 40% 60%

草刈り・河川清掃など道路や河川の

維持管理について

農地・山林の維持管理について

防火・救急救命など消防について

高齢者の見守り、お弁当配達など

生活支援について

災害時の避難、連絡体制など防災について

特産品の開発と販売について

移住・定住受け入れ活動について

登下校の見守りなど子どもの安全を支える

活動について

寄り合い、サロンなど生きがいづくり活動

について

地域の伝統文化・伝統芸能の継承に

ついて

〈複数回答〉

（N=2,100）

３ 定住意向 

 

これからも五ヶ瀬町に住み続けたいと思うかについて、町全体・地区別のどちらにおいて

も「はい」（住み続けたい）が約６割を占めています。 

地区別にみると、坂本地区、桑野内地区については、他の２地区より「はい」（住み続けた

い）の割合が比較的高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 生活をする上で重要だと思う活動・事業 

 

「草刈り・河川清掃など道路や河川の維持管理について」が 46.3％と最も高く、次いで「農

地・山林の維持管理について」が 33.0％、「防火・救急救命など消防について」が 31.6％とな

っています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上位 10 項目のみ  
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41.8

37.3

31.6

24.8

24.4

23.1

21.8

20.1

20.0

15.3

0% 20% 40% 60%

農地・山林の維持管理のこと

買い物・通院などの移動に関すること

介護に関すること

家の後継ぎ・家業の担い手がいないこと

経済的なこと

仕事に関すること

地域の役員・担い手がいないこと

日用品・食料等の買い物のこと

健康に関すること

災害時への備えや避難に関すること

〈複数回答〉

（N=2,100）

15.1

25.0

15.8

13.6

12.6

16.5

21.2

12.4

48.0

41.1

51.9

42.9

47.2

49.4

43.9

50.9

16.1

16.1

19.3

11.2

18.2

17.1

12.4

15.4

2.1

3.6

2.6

1.3

2.6

1.9

3.3

1.7

18.7

14.3

10.4

31.0

19.5

15.1

19.1

19.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=2,100）

10歳代（N=56）

20～60歳代（N=1,249）

70歳代以上（N=762）

坂本地区（N=390）

三ヶ所地区（N=795）

桑野内地区（N=330）

鞍岡地区（N=525）

とても愛着を感じている 愛着を感じている あまり愛着を感じていない

まったく愛着を感じていない 不明・無回答

〈単数回答〉

５ 生活する上で不安に感じていること 

 

「農地・山林の維持管理のこと」が 41.8％と最も高く、次いで「買い物・通院などの移動に

関すること」が 37.3％、「介護に関すること」が 31.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上位 10 項目のみ 

 

６ 愛着度 

 

町全体でみると、五ヶ瀬町に対して「愛着を感じている」が 48.0％と最も高くなっていま

す。 

年齢別にみると、「とても愛着を感じている」が 10歳代で 25.0％と他の年代より高くなっ

ています。地区別にみると、「とても愛着を感じている」が、桑野内地区で 21.2％と他の地

区より比較的高くなっています。 
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2.30

2.50

2.70

2.90

3.10

3.30

3.50

3.70

1.90 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90 3.10 3.30

Ａ．重要度が高く、満足度が低い Ｂ．重要度が高く、満足度が高い

Ｄ．重要度が低く、満足度が低い Ｃ．重要度が低く、満足度が高い

全体平均

2.58

全体平均

3.13重
要
度

満足度

単純平均

2.50

単純平均

2.50

 

７ 施策の満足度と重要度 

 

■ 満足度と重要度（加重平均値）の分布図（住民全体） 

本町が行っている施策について、その分野ごとに「満足度」「重要度」を回答していただきま

した。本町の強みともいえる「重要度が高く、満足度が高い」項目については、主なものとし

て「水道」「学校教育」「消防・防災」等が挙げられています。逆に、今後の重点課題ともいえ

る「重要度が高く、満足度が低い」項目については、主なものとして「雇用」「保健・医療」「行

政運営」等が挙げられています。 

 

■選択肢及び配点方法 

満足度 
／重要度 

満足 
／きわめて重要 

やや満足 
／重要 

やや不満 
／あまり重要でない 

不満 
／重要でない 

配点 ＋４点 ＋３点 ＋２点 ＋１点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※図表中の項目名は、記載の都合上、実際の選択肢における項目名を簡略化したものです。 

 

■重要度・満足度の上位５項目 

順位 重要度（高い順）  順位 満足度（低い順）  

１位 保健・医療体制の充実 3.50 35 位 雇用対策（企業誘致など） 2.03 

２位 高齢者福祉の充実 3.44 34 位 商業の振興 2.32 

３位 小・中学校教育の充実・教育環境の整備 3.41 33 位 ６次産業化・農商工連携の推進 2.33 

４位 消防・防災体制の充実 3.40 32 位 移住・定住対策の推進 2.36 

５位 雇用対策（企業誘致など） 3.39 31 位 観光業の振興 2.36 
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（４） 時代の潮流とまちづくりの課題 

 

１ 少子高齢社会の到来と人口減少 

日本における人口は、平成 20 年に人口増加のピークを迎えて以降、減少しています。し

かしながら、高齢者の割合は年々増加しており、令和 16 年には日本の人口の３人に１人が

高齢者になると言われています。また、2019 年の出生数（推計）は 86万 4,000 人と過去最

少を記録し、一旦は 1.45 まで回復した合計特殊出生率もここ数年微減傾向にあります。 

高齢化・少子化の進行による、人口（特に生産年齢人口）の減少により、労働供給の減少、

地域・社会の担い手の減少、現役世代の負担の増加など、社会経済に多大な影響を及ぼすこ

とが考えられます。 
 

五ヶ瀬町での現状・課題 

令和２年（４月時点）の総人口は 3,763人となっており、このまま推移すると、今後も減

少していくことが考えられます。人口減少だけでなく、町の活力を担う現役世代が町外へと

流出している現状もあり、解決に向けて様々な取り組みを講じていく必要があります。 

 

２ 子育て支援、学びの充実 

国では保育の受け皿確保、幼児教育・保育の無償化等、子育て支援の充実に向けた取り組

みが進められています。 

また、学校教育では新学習指導要領（平成 29 年告示）において、子どもたちの「生きる

力」を育むこととされています。さらには、学校教育における ICT環境の実現に向け、学校

教育の現場において、子どもたち一人につき一台の PC端末を整備することを掲げています。 
 

五ヶ瀬町での現状・課題 

令和元年の出生数は 19人、令和２年（４月時点）の 15歳未満の人口は 481人となってお

り、子どもの人口が減少していく中、どの家庭も望む子育てを実現できるための支援や、地

域特性を活かした教育の充実が求められています。 

そういった中、町では幼児から高齢者までがともに学び合う「五ヶ瀬教育グランドビジョ

ン」を掲げ、地域創造・循環型の教育システムを通した人づくりに取り組んでいます。 
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３ 人生 100年時代の到来 

高齢社会が現実のものとなり、今後は「人生 100年時代」を迎えることが予想されており、

そのような長寿社会において、高齢者がいきいきと活動できる社会づくりが求められていま

す。また、高齢者だけでなく、若者も今後の 100歳までの長寿社会を生きていくために、生

涯にわたって、一人ひとりの価値観やライフスタイルに応じた暮らし方・働き方を選択でき

る環境が必要とされています。 
 

五ヶ瀬町での現状・課題 

令和２年（４月時点）では高齢者人口が 1,587 人となり、総人口の約 42％を占めていま

す。高齢者が住み慣れた地域で、いきいきと健康に過ごすことができるよう、福祉や医療、

産業など様々な側面から環境整備を行っていくことが重要です。 

 

４ 安心・安全な暮らしの確保 

東日本大震災以降、防災・減災の意識は高まっており、地震をはじめ、台風や集中豪雨等

の災害が起きても安全の確保ができるまちづくりや、災害時における自助・共助の取り組み

の強化が重要視されています。 

また、令和２年に発生した新型コロナウイルスの全世界的な感染拡大は、日本社会にも多

くの影響を及ぼしました。地域社会においても、住民が感染に対する不安に襲われる中、地

域活動や産業に大きな停滞を生む結果となりました。このような未曽有の状況下にも対応し、

住民の生活を守っていくことができるよう、行政のあり方の見直しを迫られています。 
 

五ヶ瀬町での現状・課題 

住宅や公共施設の老朽化が進んでおり、災害時に大きな被害をもたらすことが懸念されま

す。施設の整備や耐震化に加え、自主防災組織の設置等、災害に強いまちづくりを進めてい

く必要があるとともに、感染症の感染拡大を予防するという視点でのまちづくりも求められ

ています。 
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５ ICT技術の発展 

ICT（情報通信技術）の発達により、人々の暮らしや社会システムが大きく変化しており、

あらゆる分野において、高度な ICT技術やクラウドシステムが活用され、業務の効率化やサ

ービス向上が図られています。また、場所や時間を問わず誰もがインターネットにアクセス

でき、情報を受発信できる環境が構築された今、働き方や仕事の形態も変わりつつあります。 

加えて、国は将来的に IoT(Internet of Things)技術を活用し、AIやロボットが経済発展

や社会的課題の解決に役立てられる「Society5.0」の実現を目指しています。 
 

五ヶ瀬町での現状・課題 

少子高齢化・人口減少に直面している本町においては、産業・医療・交通・教育等様々な

分野において、ICTの活用による課題解決が期待されます。ICT技術の積極的な導入により、

様々な現場における業務の効率化やパフォーマンス向上を進めることが重要です。 

 

６ 住民協働のまちづくりの推進 

人口減少や核家族化に伴い、全国的に高齢化や自治会加入率の低下、住民間の交流の希薄

化等が課題となっています。そのため、地域活動の担い手やボランティアへの参加者も減少

しており、地域の活力低下につながっています。 

これを受けて、地域のつながりの重要性が再認識されています。地域の住民同士の交流や

活動、ボランティアへの参加をきっかけに、住民にまちづくりへ参画してもらい、住民協働

のまちづくりを進めることが必要とされています。 
 

五ヶ瀬町での現状・課題 

本町においても今後、人口減少と高齢化に伴い、地域コミュニティの活力が低下していく

ことが考えられます。若い世代から高齢者まで様々な主体が協力し、地域の課題を自主的に

解決していくことができるよう、地域づくりに対する意識を高めていく必要があります。 
 

７ 地域の自立経営 

地方では少子高齢化・人口減少よる地域内経済の弱体化が顕著となってきており、地域の

抱える課題を行政だけでなく、住民や地域団体、企業や学校等、様々な主体で解決していく

協働のまちづくりが必要とされています。そういった中、平成 27年には「まち・ひと・しご

と創生法」に基づき「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定が全国の自治体で努力義務

とされました。このような取り組みを進めることで、持続可能性を見据えた地域の自立経営

を目指すことが必要となっています。 
 

五ヶ瀬町での現状・課題 

本町においても、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、地域の特徴を活かしなが

ら、町の自立運営・稼げる地域づくりを進めています。移住・定住や子育て支援、観光振興

等の政策に対する KPI（重要業績評価指標）を設定することで、実効的な取り組みの推進を

図っています。  
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８ グローバル化の進展 

国を超えた経済活動や、人の流入が活発になっており、すでに多くの外国人労働者や外国

人観光客が日本に訪れています。このことから、国際社会に応じた競争力の向上が重要にな

ってくるとともに、多文化共生に向けた体制整備や、住民への理解促進が求められています。 

また、平成 27 年に国連総会において、持続可能な社会を実現するための国際目標「持続

可能な開発目標（SDGs）」が採択されました。今後自治体においても、SDGs を踏まえ、将来

を見据えた上でのまちづくり体制の構築を進めていく必要があります。 
 

五ヶ瀬町での現状・課題 

近年、五ヶ瀬・高千穂地域は、高千穂町を中心として外国人観光客が増加していることか

ら、本町においても、外国人観光客獲得に向けたインバウンド対策に加え、多文化共生に向

けた体制整備や、住民の理解促進が求められています。 

 

９ 多様性を尊重しあう社会 

日本には、高齢者や若者、子ども、障がいがある人、外国出身の人、性的マイノリティの

人など、様々な人が暮らしています。誰もが活躍でき、お互いを理解しながら多様性を認め

合える地域共生社会・多文化共生社会の実現が求められています。 

地域や社会において、世代や分野を超えて人々がつながり、個人や世帯が抱える問題に対

応できる支援体制を構築していくことが、誰もが住みよいまちへつながると考えられます。 
 

五ヶ瀬町での現状・課題 

多様性を認め合える社会を取り巻く課題は、近年課題としてとらえられるようになったも

のが多く、本町においても、いまだに住民の認識が薄いのが現状です。すべての住民が自分

らしくいきいきと暮らすまちづくりを目指すため、正しい知識の周知・啓発が必要です。 
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 第１章 

 五ヶ瀬町の将来像 
 

（１） 五ヶ瀬町の将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五ヶ瀬町には、自然・景観・農作物等をはじめとした多くの地域資源や、里山の環境で育まれた

住民個々人の温かな人間性・地域性など、誇るべき多くの魅力があふれています。 

第５次計画においては、本町の人・自然等に秘められた可能性を最大限に引き出すとともに、住

民同士が互いに支えあう心豊かな暮らしを目指し、「ずっと五ヶ瀬 やっぱり五ヶ瀬 ～ありがと

う あふれる笑顔～」を将来像として、まちづくりを推進してきました。 

今後のまちづくりにおいては、将来的に予測される人口減少を解決していく仕組みづくり、目ま

ぐるしく変化していく社会情勢に対応していく地域づくりを、長期的な視点で進めていくことが必

要です。そのためには、豊かな自然環境や地域の繋がり、温かな人間性といった本町の魅力・強み

を再認識し、最大限に活用・発揮するとともに、町の活力を構成する住民一人ひとりが、より一層

地域づくりへと参画することが重要となってきます。 

 

以上の考え方を踏まえ、第６次計画においては、将来像を「人と『ともに』 地域と『ともに』 

自然と『ともに』 笑顔でつながるまち 五ヶ瀬」としました。 

これまで人・地域・自然が共存・共栄し、営みを続けてきた本町にとって、これら３つの要素は

どれも不可分であり、欠かすことができないものです。そこで、人・地域・自然それぞれの魅力が

将来長きにわたり守られ、かつ最大限に発揮された町の姿こそが本町の理想像であると、上記の将

来像を設定しました。将来像の実現に向け、行政や地域住民をはじめとした様々な主体が力を合わ

せながら、まちづくりを進めます。 

また、町の将来像を実現していく中で、人・地域・自然がもたらす恩恵や魅力のもと、住民誰も

が暮らしに幸せを感じ、笑顔になれるようなまちづくりを進めます。そして、町を訪れる誰もが、

笑顔あふれる人々や地域と接する中で、自分も笑顔になれるような、「笑顔でつながるまち」の実

現を目指します。 

  

人と「ともに」 

地域と「ともに」 

自然と「ともに」 

 笑顔でつながるまち 五ヶ瀬  
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（２） 将来像実現のための視点 

将来像を実現させる上で必要な視点として、以下の３つの視点を設定しました。この３つ

の視点は、行政が取り組む様々な施策においてはもちろん、住民をはじめとした、本町に関

わる一人ひとりの取り組みにおいても、前提にしていく考え方となります。 

本町の持つ「地域資源」をその活力の源泉としながら、地域を構成する「人」を育んでい

くことで、「持続可能な地域づくり」を可能としていくという流れを創出し、将来像実現まで

の道のりをより具体的なものにしていきます。 

 

１ 五ヶ瀬を支える人づくり 

本町の活力を維持し、今後もより良いまちづくりを行っていくためには、その担い手とな

る「人」の存在が不可欠です。 

本町に移住・定住する人口を増やすことはもちろん、本町のまちづくりや産業に様々な側

面から携わる人材の確保・育成を進めます。また、住民一人ひとりに対して、まちづくりへ

の参画意識のさらなる高揚を促進していくとともに、子どもたちに対しては、五ヶ瀬町の魅

力を学ぶ郷土教育を進めることで、五ヶ瀬町を愛し、将来のまちづくりを担う人材を育成し

ます。 

 

２ 五ヶ瀬の持続可能な地域づくり 

将来にわたって、本町での暮らしを維持していくためには、住民との協働による支えあい

や、地域経済のあり方を見直していく必要があります。 

そこで、本町では、地域の人口や経済状況についての分析をもとに、地域が将来的に直面

する課題を早期から把握し、効果的な対策を講じていくことを目指します。 

特に、少子高齢化・人口減少に対する対策は急務であり、若い世代の移住・定住の促進を

図るだけでなく、高齢社会に対応した「支えあい」の地域づくりを進めることも重要です。

地域活動やコミュニティ内での交流を活発化させながら、住民との協働のもと、本町の特性

や風土を活かした持続可能な地域づくりを推進します。 

 

 

３ 五ヶ瀬の魅力ある地域資源の活用 

本町には、豊かな里山環境に由来する農林産物や観光資源のほか、地域で受け継がれてき

た伝統行事など、魅力ある地域資源が多くあります。新たな特産品開発や、グリーンツーリ

ズムの振興等、魅力ある地域資源を最大限に活用したまちづくりを推進します。 

また、自然環境の保護や伝統行事の継承等、地域資源を維持していくための取り組みを推

進するとともに、より多くの人に本町を知ってもらうための効果的な魅力発信を行います。 
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 第２章 

 五ヶ瀬町の将来人口 
 

（１） 将来人口の予測 

2015 年及び 2020 年における４月末時点の住民基本台帳データを基に、人口を推計した場合、

人口推移は下記のグラフにおける「現行推移モデル」の数値となります。この場合、人口減少に歯

止めがかからず、高齢化率も 50％台後半まで増加していくこととなります。 

町として定住人口の増加を図り、人口減少に歯止めをかけた場合の推計結果が下記のグラフにお

ける「パターン①」「パターン②」の数値となります。 

なお、合計特殊出生率については、2020 年時点の 2.17 を維持することを前提としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「パターン①」のグラフは棒グラフで表記し、年齢３区分別の人口を記載しています。 

「パターン②」「現行推移モデル」は折れ線グラフで表記し、総人口のみを記載しています。 

 

  

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 2065年

老年人口（65歳以上） 1,587 1,566 1,530 1,435 1,320 1,189 1,058 937 850 792

生産年齢人口（15～64歳） 1,695 1,524 1,373 1,276 1,260 1,250 1,253 1,273 1,286 1,294

年少人口（0～14歳） 481 438 430 485 502 502 498 491 492 498

パターン①（町全体の増加目標） 3,763 3,528 3,333 3,196 3,082 2,941 2,809 2,701 2,628 2,584

パターン② 3,763 3,576 3,435 3,365 3,317 3,231 3,143 3,074 3,038 3,030

現行推移モデル 3,763 3,326 2,906 2,514 2,141 1,791 1,483 1,222 1,006 825

481 438 430 485 502 502 498 491 492 498

1,695
1,524

1,373 1,276 1,260 1,250 1,253 1,273 1,286 1,294

1,587

1,566

1,530
1,435 1,320

1,189 1,058 937 850 792

3,763

3,528

3,333
3,196

3,082
2,941

2,809
2,701

2,628 2,584

0

1,000

2,000

3,000

4,000
（人） 
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（２） 人口の安定化シナリオ 

今後の町の人口については、「人づくり」を進め、「持続可能性」を強みとして、「地域資源の活

用」を図ることで、定住増加を推進し、長期的な人口安定化を実現していきます。 

なお、新たに人口が転入するだけでなく、人口の流出を抑制することも、同じく定住増加に向

けて効果を発揮していると考えます。 

１ パターン①（一年あたり 15世帯 35人が新たに定住する場合） 

下記の内訳で新たに人口が転入した場合、人口は 2,500人以上で安定し、2040年まで人口

は 3,000人以上で維持されます。更に、2065年には、高齢化率は約 30％まで低下します。 

 

移住・定住者の属性 世帯数 人数 

20代前半の男女 ５世帯 10人 

30代前半の夫婦、４歳以下の子ども１名 ５世帯 15人 

60代前半の夫婦 ５世帯 10人 

合計 15世帯 35人 

五ヶ瀬町全体の人口に占める毎年の定住増加人数の割合 1.0％分 

 

 

 

 

 

２ パターン②（一年あたり 19世帯 43人が新たに定住する場合） 

下記の内訳で新たに人口が転入した場合、人口は 2,500人以上で安定し、更に、2045年以

降も人口は 3,000人以上で維持されます。 

 

移住・定住者の属性 世帯数 人数 

20代前半の男女 ６世帯 12人 

30代前半の夫婦、４歳以下の子ども１名 ６世帯 18人 

60代前半の夫婦 ６世帯 12人 

20代後半女性 １世帯 １人 

合計 19世帯 43人 

五ヶ瀬町全体の人口に占める毎年の定住増加人数の割合 1.1％分 

 

 

 

  

○2030 年時の人口フレーム 

町 人 口 3,333人（2020年比 89％） 

高齢化率  45.9％（2020年比 3.7％上昇） 

○2030 年時の人口フレーム 

町 人 口 3,435人（2020年比 91％） 

高齢化率  44.8％（2020年比 2.6％上昇） 
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 第３章 

 基本計画の方針 
 

（１） 基本目標について 

本町が目指す将来像を実現するため、基本計画においては、以下の５つの基本目標を定め、各分

野の施策を推進するための指針とします。 

 

１ 安心で快適な暮らしを維持する 

山間地に位置する本町において、生活基盤の維持・整備は必要不可欠であり、また、高齢

化の急速な進行への対応や、若い世代・子育て世帯の定住促進という視点からも、快適かつ

利便性の高い生活環境の整備が重要となっています。 

住民が快適に暮らすことができる地域・環境を実現していくとともに、防災・防犯に向け

た取り組みも推進していくことで、常に安心・安全に暮らすことができる生活基盤を確保し

ていきます。 

 

２ 魅力・活力を生み出す 

本町には、釜炒り茶やしいたけ、ワインなど多くの特産品があり、農林業等と連携した６

次産業化や、農産物のブランド化に力を入れています。また、五ヶ瀬ハイランドスキー場や

五ヶ瀬ワイナリー、Ｇパークなど、いくつかの観光拠点を核とした地域ぐるみの観光振興に

も取り組んでいます。 

一方で、過疎化に伴う廃業や中心市街地の活力低下により、町内の雇用の場も失われ、さ

らに過疎化が進行するという悪循環が課題となっています。 

本町は農林業が基幹産業であり、今後も本町の特性を活かした農林業や商業・観光振興を

図っていくとともに、地域経済を維持していくため、地域内消費・生産の仕組みづくりや、

雇用の場の確保に力を入れていきます。 

 

３ 地域で支えあい、健康で生涯元気に暮らす 

近年の少子高齢化の進行や地域コミュニティのあり方の変化に伴い、多様な福祉ニーズの

増加や、複合的な課題を抱える方への対応の充実が求められています。特に、急速な高齢化

の進行により、保健・福祉・医療の分野を超えた連携の重要性が高まっています。 

保健・福祉・医療の充実により、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができ、か

つ誰もが幸せに生活を送ることができるまちづくりを目指します。 
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４ 豊かな人・心を育む 

本町では、令和元年５月に制定した「五ヶ瀬教育グランドビジョン」をもとに、幼児から

高齢者までの幅広い世代の住民がともに、生涯にわたって互いに関わり合いながら、学び合

い続けることができるシステムの構築を進めています。 

学校教育においては、子どもたちがこの環境の中でいきいきと学び、五ヶ瀬の魅力を発見・

創造する人材を育成することを目指します。 

また、社会教育やスポーツ、文化・芸術活動等を通して、日常の様々な場面において学び

と体験を提供し、住民一人ひとりが心豊かに生きることができる環境を整備します。 

 

５ 持続可能なまちづくりを推進する 

本町では現在、地域が主体となった協働のまちづくりを推進しています。今後も進行する

と考えられる少子高齢化・人口減少に対応すべく、持続可能な地域づくりという視点から、

コミュニティのさらなる活性化を目指すとともに、協働のまちづくりをより効果的に進めて

いくため、行政は情報発信の強化をはじめとした、広報・広聴の充実を図ります。 

また、行政機能をより効率的・効果的なものにするため、行政運営のあり方を見直してい

くとともに、地域や社会の変化に対応できる職員の育成を図ります。 
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（２） 計画の体系 

本町が目指す将来像を実現するため、基本計画においては、以下の５つの基本目標を定め、あら

ゆる分野の施策を推進するための指針とします。 

 

  

 

 

 

 

 人
と
「
と
も
に
」
地
域
と
「
と
も
に
」
自
然
と
「
と
も
に
」 

笑
顔
で
つ
な
が
る
ま
ち 
五
ヶ
瀬 

①
五
ヶ
瀬
を
支
え
る
人
づ
く
り 

②
五
ヶ
瀬
の
持
続
可
能
な
地
域
づ
く
り 

③
五
ヶ
瀬
の
魅
力
あ
る
地
域
資
源
の
活
用 

将来像実現の 

ための視点 

基本目標 施策の分類 

１ 安心で快適な暮らしを 住宅・宅地の整備促進 

  維持する 道路交通網の充実 

 公共交通の充実 

 水道の整備 

 自然環境の保全 

 消防・防災対策の充実 

 防犯・交通安全の推進 

２ 魅力・活力を生み出す 農業の振興 

 林業の振興 

 商工業の振興 

 観光の振興 

 就労・雇用の促進 

３ 地域で支えあい、健康で 地域福祉の充実 

  生涯元気に暮らす 高齢者福祉の充実 

 障がい者福祉の充実 

 子育て支援の充実 

 健康づくりの推進 

 安心な医療体制の確保 

４ 豊かな人・心を育む 学校教育の充実 

 社会教育の充実 

 スポーツの振興 

 歴史文化の継承と芸術文化の振興 

 人権尊重・男女共同参画の推進 

５ 持続可能なまちづくりを 効率的な行財政運営 

  推進する 持続可能な地域づくりの推進 

 情報化社会の構築 

 

五ヶ瀬町の 
将来像 



 

 

 

 

第３部 

基本計画 
 

第１章 

基本目標１ 安心で快適な暮らしを維持する 
 

第２章 

基本目標２ 魅力・活力を生み出す 
 

第３章 

基本目標３ 地域で支えあい、健康で生涯元気に暮らす 
 

第４章 

基本目標４ 豊かな人・心を育む 
 

第５章 

基本目標５ 持続可能なまちづくりを推進する 
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◆基本計画の見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策ごとに、関連する SDGs
（※）のゴールのアイコン
を記載しています。 

現行計画期間中に
おける現状や、今後
の課題を記載して
います。 

現状と課題を踏ま
えた、次期計画期間
中における各施策
の基本方針を記載
しています。 

基本方針の実現に
向けた、個別施策と
その取り組み内容
を記載しています。 
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※SDGsについて 

 

平成 27 年に国連総会において持

続可能な社会を実現するための国際

目標「持続可能な開発目標（SDGs）」

が採択されました。この SDGsは、地

球上で「誰一人取り残さない」こと

を誓い、その実現のために 17のゴー

ル（目標）を設定したものであり、自

治体においても、SDGs の実現に向け

て責任を果たしていくことが求めら

れています。 

 

 
目標１［貧困］ 

あらゆる場所あらゆる形態の貧困を終わら

せる 

 
目標 10［不平等］ 

国内及び各国家間の不平等を是正する 

 
目標２［飢餓］ 

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養の

改善を実現し、持続可能な農業を促進する 

 
目標 11［持続可能な都市］ 

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で 

持続可能な都市及び人間居住を実現する 

 
目標３［保健］ 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生

活を確保し、福祉を促進する 

 
目標 12［持続可能な消費と生産］ 

持続可能な消費生産形態を確保する 

 
目標４［教育］ 

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教

育を確保し、生涯学習の機会を促進する 

 
目標 13［気候変動］ 

気候変動及びその影響を軽減するための 

緊急対策を講じる 

 
目標５［ジェンダー］ 

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及

び女児のエンパワーメントを行う 

 
目標 14［海洋資源］ 

持続可能な開発のために、海洋・海洋資源を 

保全し、持続可能な形で利用する 

 
目標６［水・衛生］ 

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持

続可能な管理を確保する 

 

目標 15［陸上資源］ 

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持

続可能な森林の経営、砂漠化への対処ならびに土地の

劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する 

 

目標７［エネルギー］ 

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続

可能な近代的なエネルギーへのアクセスを

確保する 
 

目標 16［平和］ 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社

会を促進し、すべての人々に司法へのアク

セスを提供し、あらゆるレベルにおいて効

果的で説明責任のある包摂的な制度を構築

する 
 

目標８［経済成長と雇用］ 

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべて

の人々の完全かつ生産的な雇用と働きがい

のある人間らしい雇用を促進する 

 

目標９［インフラ、産業化、イノベーション］ 

強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂

的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベ

ーションの推進を図る 

 

目標 17［実施手段］ 

持続可能な開発のための実施手段を 

強化し、グローバル・パートナーシップを 

活性化する 
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第１章 

基本目標１ 

安心で快適な暮らしを維持する 

施策の分類 主な施策 

住宅・宅地の整備促進 
公営住宅の維持管理 

住宅需要に応じた住宅用地及び住宅の確保・整備 

道路交通網の充実 

高速道路の整備 

町道・地域内道路の整備 

国・県道の整備 

公共交通の充実 

コミュニティバスの安定的な運営 

多様な移動支援の検討 

広域交通の維持・充実 

水道の整備 

簡易水道事業の安定経営の推進 

安心・良好な水質の確保 

水道水の安定的な給水 

環境保護・エネルギー対策の推進 

自然環境の保全 

自然環境の保全と活用 

地球温暖化対策の推進 

適正なごみ処理、生活排水処理の実施 

環境保護・環境美化に向けた啓発の推進 

消防・防災対策の充実 

地域・消防団による防災体制の充実 

行政による災害対応の充実 

治山・治水による町土の保全 

災害に強いインフラ整備の推進 

救急医療体制の充実 

防犯・交通安全の推進 

交通安全活動の推進 

防犯活動と地域安全の推進 

消費者行政の推進 
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基本目標１ 安心で快適な暮らしを維持する 

住宅・宅地の整備促進 
 

○現状と課題 

少子高齢化の進行や、人々の価値観の変化に伴うライフスタイルの多様化により、住環境を取

り巻く状況は大きく変化してきています。現在、町では公営住宅の計画的な維持・整備を進め、

利便性の高い住宅用地の確保や、飲料水供給施設の整備を進めています。また、本町は森林資源

が豊富であることから、地元産材を利用した住宅建設の推進を図っています。 

一方、近年、空き家が増加傾向にあり、整備や活用が求められていますが、貸家としての利用

希望は少ない状況です。空き家のまま放置されている事例もあり、安心・安全の観点から対策が

必要となっています。また、移住・定住人口の獲得に向けて、移住者や子育て世帯が快適に暮ら

すことができる住宅整備が重要となっています。 

○施策の基本方針 

公営住宅については財源を確保して計画的な維持管理を行い、快適な住環境を提供できるよ

うに努めます。耐用年数を経過した住宅については、建て替えや払下げの検討を行います。あ

わせて、住宅需要に基づき、遊休町有地等を活用した住宅地の確保・整備を行い、移住・定住

を促進します。町営住宅建設の際には地元産材活用等、五ヶ瀬ならではの住宅整備に努めます。 

住宅の耐震化率は、全国平均 82％、県平均 77％であるのに対し、町は 62.8％と低い数値に

なっています。住宅の耐震化率を底上げするため、アクションプログラムに沿って周知を図り

ながら、耐震化率を向上させていきます。 
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○主な施策 

（１）公営住宅の維持管理 

・公共施設等総合管理計画に基づき、公営住宅の計画的な維持管理を実施します。 

・老朽化した町営住宅の建て替えに向け、検討を行います。 

・老朽化が進む教職員住宅を計画的に改修し、快適な住環境を整備します。 

（２）住宅需要に応じた住宅用地及び住宅の確保・整備 

・将来にわたる住宅需要の分析を行い、必要とされている住宅種類の把握を行います。 

・若年層や子育て世帯の居住を想定した住宅用地の整備や、住宅建築の支援を行い、移住・定住

を促進します。 

・住宅用地及び住宅の確保・整備において、町有遊休地や空き家を有効活用します。 

・地元産材の利用に対する助成等を行い、地元産材の利用を促進するとともに、地元産材を多用

した耐久性に優れる木造住宅の建設を推進します。 

・住民が長期にわたり安心して暮らすことができるよう、住宅の耐震化やバリアフリー化を推進

します。 
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基本目標１ 安心で快適な暮らしを維持する 

道路交通網の充実 
 

○現状と課題 

道路はすべての交流の要となるもので、生活の利便性とあらゆる経済活動を支えており、住民

の暮らしやすさに大きく関わるものです。 

高速道路は、九州中央自動車道「五ヶ瀬高千穂道路」「蘇陽五ヶ瀬道路」として町内すべての

区間が事業化されたことにより、今後 10 年で高速交通ネットワークが大きく改善され、九州の

東西軸の強化、さらには本町の発展に貢献すると考えられます。 

一方、町内の国県道は、平成 31年４月１日現在、道路実延長は 64.7km、改良率 60.1％、舗装

率 100％となっています。町道は、実延長 178.4km、改良率 26.9％、舗装率 88.7％となっていま

す。町内を円滑に連絡するため、町では国県等の各種事業を活用して道路整備・改良事業を進め

てきましたが、改良率は低く、自動車への依存度が高い本町にとって、今後も重点的に整備を進

めていく必要があります。 

また、地域住民で除草作業などの日常的な維持管理を担ってきましたが、今後高齢化が進む中

で、どのように管理していくかが課題となっています。 

さらに、道路の老朽化に伴う修繕や、損傷が深刻化する橋梁の維持のため、今後財政負担が大

きくなることが予測され、重要な課題となっています。 

○施策の基本方針 

高速道路ネットワークを最大限活かすため、国県道はもとより、町道整備も進めていく必要

があります。町道については、高齢化が進む中、地域の足としてコミュニティバスを運行する

ためにも欠かすことのできないインフラであり、整備を重点的に進めます。 

生活道となっている林道や農道については、安全性を確保しつつ、町道編入を積極的に進め

ます。また、地域と協力しながら草刈り作業や路面補修などを行い、道路維持活動の強化を図

ります。 

通学路・生活道路の安全確保に向け、子どもから高齢者まで安心して使える道路整備を心が

けます。  
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○主な施策 

（１）高速道路の整備 

・九州中央自動車道の全線開通に向け、関係機関と連携し、建設促進を図ります。 

・「五ヶ瀬～高千穂」「蘇陽～五ヶ瀬東」間の整備については、早期完成を目指し事業推進を図り

ます。 

・高速道路を起点とした利便性の高い交通ネットワークの形成に向け、国・県・町道の整備を促

進します。 

（２）町道・地域内道路の整備 

・公共施設等総合管理計画を核とし、個別施設計画に基づいた町道の整備と維持管理を推進しま

す。 

・地域住民と連携しながら、地域内道路（集落道、農道、林道等含む）の整備と維持管理を推進

します。 

・歩行者等が安全かつ快適に通行できる道路整備を進めます。 

（３）国・県道の整備 

・国・県・近隣自治体との連携を深め、国・県道の整備や改良を促進します。 

・国道 503 号の飯干峠トンネル（仮称）や竹田五ヶ瀬線の波帰の瀬大橋（仮称）の整備により、

交通ネットワークの大幅な改善が考えられるため、県との連携を深め、事業推進に努めます。 
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基本目標１ 安心で快適な暮らしを維持する 

公共交通の充実 
 

○現状と課題 

住民生活の利便性向上や、交通における環境負荷の抑制に向けて、地域公共交通は重要な役割

を担っています。本町では路線バスの廃止により、コミュニティバス「Ｇライン」を運行してい

ます。高齢化に伴い、高齢者が安心して移動できる移動手段の確保が必要となる中、コミュニテ

ィバスの運行は、自動車を自分で運転できない住民の買い物や通院、通学などに欠かせないもの

となっています。 

しかし、近年のコミュニティバス利用者数は横ばいの状態です。利用料の向上が見込めない

中、財政的負担の大きいコミュニティバスの運行については、利用者の多様化するニーズに合

ったダイヤ編成など、その運行形態等ついて研究を進めながら、コミュニティバスの利便性の

向上に努める必要があります。 

また、民間事業者により運営されている路線バスは、自家用車の普及や少子化などの影響で、

全体的に路線の廃止や減便が続いています。赤字バス路線は、町などが運行経費の一部を助成す

ることによって路線が維持されていることから、今後も沿線自治体と民間事業者が協力し、利用

者の増加を図っていくことが必要です。 

○施策の基本方針 

コミュニティバスについては、地域住民の移動手段として重要であることから、住民の移動

を支える公共交通体系を構築します。利用ニーズや利用実態などに応じて見直しを進め、利便

性の向上に努めるとともに効率的かつ効果的な運行を目指します。 

コミュニティバスが利用できない高齢者等に対し、介護予防と連動した移動 （買い物） 支

援の方法を模索します。 

広域交通については、町内を経由する民間交通事業者との連携を図り、現在の交通体系を維持

していくとともに、地域住民や観光客の利便性の向上を図ります。 
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○主な施策 

（１）コミュニティバスの安定的な運営 

・コミュニティバスの利便性向上や、効率的な運行体制の確保に向けて、利用実態に応じて、経

路やダイヤ、運行本数について見直しを図ります。 

・将来的にスクールバスとコミュニティバスを統合することも視野に入れ、運行体制を検討しま

す。 

・予約に応じて運行するデマンド交通など、コミュニティバスの効率的かつ安定的な運営方法を

検討します。 

（２）多様な移動支援の検討 

・民間（バス・タクシー会社等）や地域との協働による、コミュニティバスの利用が難しい地域

の移動支援や、買い物支援の方法・システムを検討します。 

・きめ細かな移動支援を実現させるため、全国的に導入が検討されている「スマートモビリティ」

について、本町にふさわしい利用形態を研究し、必要に応じて導入を検討します。 

（３）広域交通の維持・充実 

・民間バス事業者との連携を図り、広域交通を維持します。 

・通学や通院、観光等における、コミュニティバスと路線バスとの乗り継ぎを考慮したダイヤ

調整を行い、利用者の増加を図ります。 
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基本目標１ 安心で快適な暮らしを維持する 

水道の整備 
 

○現状と課題 

水道は生活に欠かすことのできない重要な生活基盤であり、安全に飲めるおいしい水を安定的

に供給していく必要があります。 

本町の水道事業は、これまで施設の整備、大規模な更新工事を行い、現在５地区の簡易水道施

設と１地区の飲料水供給施設を運用しています。 

一方で、施設整備後数十年が経過した現在、老朽化による排水管からの漏水や、施設故障によ

る一時的な断水、また水道未普及地域の解消が課題となっています。 

今後も「五ヶ瀬町水道ビジョン」に基づき、簡易水道施設の安定的な運用を図るとともに、効

率的・効果的な事業推進による計画的な施設整備、健全で安定した事業実施に取り組んでいく必

要があります。 

○施策の基本方針 

「五ヶ瀬町水道ビジョン」に沿った運営基盤の強化を図るとともに、安心で安全な水道水の

供給を目指し、住民の快適な生活環境を確保できるよう、サービスの向上を図ります。 

簡易水道事業については、補助事業等の積極的な活用により、施設整備を図るとともに、事

業の統合を目指し、水道未普及地域等の解消、水道水の安定的な供給を図ります。 

また、自然環境及び河川等の環境保全を推進し、安心・安全な水を安定的に確保できるよう、

水源の確保・開発に努めます。 
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○主な施策 

（１）簡易水道事業の安定経営の推進 

・「五ヶ瀬町水道ビジョン」に基づき、集落や給水人口等、規模に応じた適正な水道事業を推進し

ます。 

・中長期的な視野に立った水道施設の整備及び更新、耐震化を実施します。 

・公正で適正な水道料金の設定・徴収により、持続的で安定的な水道事業経営を行います。 

・水道料金の検討を行い、将来的にわたり水道の安定経営と運営基盤の強化を目指します。 

（２）安心・良好な水質の確保 

・全施設での水質管理を徹底して進めます。 

・水質・水量ともに安定した水源の開発を行います。 

・水質監視体制や水質改善対策の強化により、良好な水道水を確保します。 

（３）水道水の安定的な給水 

・水道未普及地域に対し、簡易水道等の整備を進めます。 

・水量監視体制の強化により、安定的な水道水の供給に努めます。 

・災害時に備え、避難場所への緊急給水拠点の整備や、水道設備の応急復旧体制の整備を進めま

す。 

（４）環境保護・エネルギー対策の推進 

・深層地下水の開発を行い、水源から配水において必要なエネルギーについて、自然エネルギー

の有効活用を検討します。 

・省エネルギー機器の採用や水道システムの見直しを行い、電力消費量の削減に努めるなど、自

然環境に配慮した取り組みを行います。 
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基本目標１ 安心で快適な暮らしを維持する 

自然環境の保全 
 

○現状と課題 

五ヶ瀬川の源流域に位置する本町は、森林・河川をはじめとした豊かな自然に恵まれています。

これらの地域資源の保全と活用に加え、良好な自然環境を次世代に引き継ぐため、地域と行政の

協働による緑化・美化活動に取り組み、統一感のある景観形成が必要です。 

加えて、人々の生活様式が変化する中、近年の環境問題は多様化・複雑化し、ごみのポイ捨て

等の身近な問題から、地球温暖化やオゾン層の破壊、海洋ごみの増加等、地球規模の問題にまで

広がりをみせています。 

本町では、循環型社会形成推進基本法、廃棄物処理法、資源有効利用促進法等の関係法令を遵

守し、ごみの減量化、再資源化意識の向上に努めています。本町における一般廃棄物処理は西臼

杵３町で構成する西臼杵広域行政事務組合で行っており、生活排水処理・し尿処理は合併処理浄

化槽の設置・普及を図り、処理を行っています。一方、違法な収集・運搬等を行う不用品回収業

者や、不法投棄の実態把握に苦慮しています。 

今後も循環型社会の実現を目指し、５Ｒ行動に積極的に取り組むとともに、ごみ処理量低減や

資源生産性の向上を推進する必要があります。 

○施策の基本方針 

恵まれた豊富な資源を次世代に引き継ぐため、五ヶ瀬町森林整備計画書に基づき、環境保全・

森林資源の適切な管理に努めます。五ヶ瀬川上流地域として二酸化炭素の吸収や水源涵養、生

態系の保全など、森林の持つ多面的機能や役割を住民に広く周知するとともに、五ヶ瀬川流域

の市町との交流や森林環境の保全活動を継続して推進します。 

宮崎県から委嘱されている地球温暖化防止活動推進員と連携し、地球温暖化防止対策やこれ

からの環境のあり方に関する啓発を行い、地域、事業所、家庭でできる環境づくりを実践でき

る体制づくりを行います。また、木質バイオマス等の再生可能エネルギーに関しても促進や啓

発を実施し、環境保全を推進します。 

ごみ処理については、西臼杵広域行政事務組合と連携し、ごみの減量化・再資源化の促進・

リサイクル意識の啓発を図ります。また、循環型社会の構築を目指した環境にやさしいまちづ

くりを推進しながら、住民が自発的に取り組めるごみ減量化の取り組みにつなげていきます。 

生活排水処理については、生活排水処理計画の推進を図り、河川浄化・水質保全に努めます。 
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○主な施策 

（１）自然環境の保全と活用 

・五ヶ瀬川の上流域に位置する町として、水資源の大切さについての啓発を行います。 

・保安林の整備を推進し、自然環境保護や生態系の保全、水源涵養機能の維持を図ります。 

・庁内関係課や事業者等と連携し、森林の保全や河川の浄化運動を促進します。 

・森林が果たす機能の大切さや、森林環境保護の重要性について、住民への啓発を行います。 

・企業や団体による森林づくり活動を積極的に推進します。 

・木材や木製品とのふれ合いを通じ、木材への親しみや木の文化への理解を深める「木育」の推

進を行い、木材の良さや利用の意義についての啓発を行います。 

・林業体験や森林レクリエーションにより都市との交流を図り、森林の役割について啓発を行う

とともに、町外の人が森林環境に親しむことができる環境づくり等、様々な森林の利活用の方

法について検討します。 

・事業所等に対する公害の監視・指導体制を強化し、生活公害や産業公害の未然防止を図ります。 

・GAP取得促進や有機農業の実施など、環境にやさしい農業を推進します。 

・定期的に河川の汚染状況の確認を行うとともに、河川の清掃活動を行い、水質保全に努めます。 

・景観計画を策定し、自然環境及び緑豊かな景観の維持を推進します。 

（２）地球温暖化対策の推進 

・地球温暖化防止のため、カーボン・オフセットの視点から、事業所や関係機関等と連携し、森

林整備による温室効果ガスの削減に向けた取り組みを推進します。 

・五ヶ瀬町産の木材を使用する薪ストーブの設置や、林地残材の木質バイオマスへの変換など、

自然と調和した再生可能エネルギーの利用を促進します。 

・太陽光発電や風力発電、水力発電等の再生可能エネルギーの研究と活用を進めます。 

・再生可能エネルギーを生産・利用する企業の誘致を検討します。 

・薪の生産・加工・販売ができる体制の整備を進めます。 

（３）適正なごみ処理、生活排水処理の実施 

・西臼杵広域行政事務組合と連携し、分別収集の徹底や、ごみの適正処理・減量化・再資源化を

推進します。 

・保健所や警察と連携し、不法投棄の防止や野焼き対策、違法な廃棄物処理業者の取り締まりを

行います。 

・合併処理浄化槽設置事業を推進し、適正な生活排水処理を行い、河川浄化・水質保全に努めま

す。 

・既存の合併処理浄化槽について、関係機関と連携し、適正な維持管理や老朽化している施設の

整備を進めます。 
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（４）環境保護・環境美化に向けた啓発の推進 

・環境保護に関するイベント・研修会や学校教育等を通し、様々な環境問題について、住民や事

業所等に対する知識の普及・啓発を進めます。 

・町内一斉清掃を実施し、住民による環境美化活動を行います。 

・地球温暖化防止活動推進員と連携し、家庭・事業所でできる CO2排出削減・省エネ等に関する

知識の普及・啓発を行い、地球温暖化対策について住民が自発的に取り組める体制づくりを行

います。 

・ごみを減らすための「Ｒではじめる５つの行動『５Ｒ』」の啓発を行い、ごみ減量化に向けた住

民による自発的な取り組みを促進します。 

・風力発電、太陽光発電等の再生可能エネルギーについての教育・啓発を実施し、最先端テクノ

ロジーの活用も検討しながら、再生可能エネルギーの利用促進や環境保全意識の醸成を図りま

す。 
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基本目標１ 安心で快適な暮らしを維持する 

消防・防災対策の充実 
 

○現状と課題 

住民が安心して暮らせるまちづくりを進めることは行政の基本的な役割であり、国・県と連携

して、様々な危機に対応する管理体制が求められています。本町の災害対策は消防団を中心に、

西臼杵広域消防本部・警察・住民との連携により、日頃からの防災意識の向上に努めています。 

しかし近年、豪雨災害や地震等、頻発する災害への対応が重要視される中で、公助による災害

対応だけでなく、日頃から地域の中で互いに協力し合う体制を整えることの必要性が再認識され

ています。 

そのため、機能別消防団を含めた自主防災組織の必要性を啓発するとともに、組織化を前提と

した防災士等のリーダーの養成及び活動環境の整備が必要となっています。 

また、山林・河川をはじめとした自然環境や生態系全体を守ることは、治山・治水、災害防止、

砂防対策につながり、住民の人命や財産をも守ることになります。本町では、この貴重な山林や

河川を保護・保全することで、治山・治水事業や災害発生防止を進めてきました。また、本町は

急峻な地形が多く、災害が発生しやすい状況にあるため、災害が起こった際は早期に復旧事業を

実施してきました。 

近年、大規模な地震による土砂崩れや、突発的な豪雨による河川の氾濫等が全国で相次いでお

り、災害防止の視点から、山林・河川の保護・保全がより重要視されています。 

○施策の基本方針 

消防団員の確保・維持、自主防災組織の強化と推進を図るとともに、防災情報伝達体制や避

難体制の整備に取り組みます。防災意識の高揚を図るため、防災訓練などを通じた防災技術・

知識の向上への取り組みを支援し、安全で安心な災害に強いまちづくりを推進します。合わ

せて西臼杵広域行政事務組合消防本部と連携し、各種災害時の救急業務体制の充実を図りま

す。 

火災や災害に対する事前の対策として、消防水利の確保、耐震性貯水槽の設置、消防団資器

材の整備確保、防火施設の整備、防災行政情報伝達システムの充実を図ります。避難施設の整

備・確認及び危険箇所等の点検を実施します。 

治山施設や山地災害については、住民に広く啓発活動を実施し、住民意識の向上を図ると

ともに、施設整備についても継続的に推進します。 

また、水源や生態系を保全するだけでなく、異常気象による山地災害を防止するためにも、

保安林の適正な管理や森林環境の保全により、治水力のある強い森林づくりを推進します。 
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○主な施策 

（１）地域・消防団による防災体制の充実 

・町内の全行政区において、自主防災組織の設置を推進します。 

・定期的な防災訓練を実施し、災害時における地域の対応力向上を図ります。 

・地域防災のリーダーとなる防災士の育成を推進します。 

・消防団員の確保を支援します。 

・行政と消防団との連携を強化するとともに、消防団の活動を支援します。 

・避難行動要支援者名簿を活用し、要支援者の避難時の対応について、地域で情報を共有し連携

を図ります。 

（２）行政による災害対応の充実 

・気象庁、国、県の防災計画に基づき、防災計画の見直しを行います。 

・「災害対策室情報集約システム」や「五ヶ瀬町防災行政情報伝達システム」を活用し、災害情報

や気象情報を速やかに伝達できる環境を整備します。 

・防災ハザードマップを活用し、災害時における危険箇所を周知します。 

・町内の避難行動要支援者を把握し、災害時における迅速な安全確保を図ります。 

・減災に向けた取り組みとして、危険箇所の調査・把握を進めます。 

・災害時に向けて、医療機関との連携体制の確認を行います。 

・避難生活が長期化した場合に備え、飲料及び食料、その他必要物資の備蓄と確保を行います。 

・災害時の対応方法についての周知や、個人や地域で日頃から災害に備えることの重要性につい

ての啓発を行い、住民の防災における「自助」「共助」意識の高揚を図ります。 

（３）治山・治水による町土の保全 

・災害発生防止に向け、治山施設の整備や河川砂防工事、河川改修工事、急傾斜地崩壊対策事業

等の適切で継続的な対策を実施します。 

・山地災害発生時には、住民の生命を第一に早期の対応をとり、治山復旧を目指します。 

（４）災害に強いインフラ整備の推進 

・関係機関と連携し、町内の危険箇所の把握・点検を行います。 

・土砂災害・河川の氾濫等の危険性がある場所の災害予防策を検討します。 

・町内の老朽化した防火水槽の改修や新設、有蓋化整備、消防団機材の整備を図ります。 

（５）救急医療体制の充実 

・救急医療体制のより一層の充実を図ります。 

・西臼杵広域消防本部及び各医療機関との連携強化を図ります。 
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基本目標１ 安心で快適な暮らしを維持する 

防犯・交通安全の推進 
 

○現状と課題 

近年、子どもや女性、高齢者をねらった犯罪が増加している他、振り込め詐欺やインターネッ

トを悪用した犯罪等、犯罪手口の複雑化・多様化が顕著になってきています。本町では、犯罪等

事件の発生件数は少ない状況ですが、誰もが犯罪や事件に巻き込まれうることから、犯罪防止に

向けた取り組みや、犯罪に巻き込まれないようにするための啓発が必要となっています。 

また、交通の安全については、本町は交通量の多い道路もあるため、交通安全モデル地区にお

ける各種の取り組みを行ってきた結果、住民主導による交通安全意識が高まり、交通事故の発生

が大きく減ることにつながりました。しかし、高齢者ドライバーによる事故が全国で多発してい

ることから、本町においても、高齢者に対する交通安全啓発や、運転免許自主返納等の呼びかけ

を行っています。幹線道路や通学路については、危険箇所の点検等を行い、交通安全施設の整備

や道路環境の向上に努めています。 

消費者行政においては現在、延岡市消費生活センターにおいて、消費者トラブルの相談受付を

行っています。全国的に消費者トラブルのケースが多様化・複雑化しており、消費生活に関する

住民へ啓発や、地域における消費生活改善に向けた推進役の養成が必要となっています。 

○施策の基本方針 

住民誰もが交通事故の被害者にも加害者にもならないよう、交通安全意識の高揚に努め、安

心・安全なまちづくりを進めます。また、高齢化に伴い高齢運転者による事故が懸念されるた

め、高齢者に特化した効果的な事業を実施し、さらなる交通安全の啓発に取り組みます。 

警察や関係機関との連携により、地域の防犯体制を確立させるとともに、犯罪のない安心・

安全なまちづくりを進めるため、啓発活動等を通じて住民の防犯意識の一層の高揚に努めます。 

消費生活の安心・安全を確保するため、関係機関との連携の下、各種情報を収集・提供する

とともに、相談体制の充実と消費生活に関する正しい知識の普及啓発に努めます。 
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○主な施策 

（１）交通安全活動の推進 

・住民への交通マナーと交通ルール順守の徹底を図るため、関係機関や交通安全指導員と連携し、

子どもから高齢者まで年齢層に応じた交通安全教育や啓発を実施します。 

・交通事故を防ぐため、地域での見守りの強化や、見守りを行うボランティアグループの育成を

図ります。 

・高齢運転者による事故を防ぐため、安全運転の啓発や講習会の実施を推進します。 

・高齢者ドライバーに対し、運転免許の自主返納を呼びかけます。 

・制限運転「ごかせ安心・安全運転」を推進します。 

（２）防犯活動と地域安全の推進 

・警察や防犯協会等関係機関と連携し、地域の見廻り活動や防犯パトロールなどの広報・啓発活

動を行い、住民の防犯意識の高揚を図ります。 

・緊急通報システムの充実を図り、住民の安全確保と事故・犯罪への早期対応を図ります。 

・不審者の情報や高齢者を狙った特殊詐欺被害の情報について、防災無線・広報紙等で情報提供

を行い、犯罪の発生を未然に防ぎます。 

・災害時に対応する目的で作成している「避難行動要支援者名簿」に登録されている要支援者の

情報については、普段の見守りにも友好的であることから、平常時の名簿情報の提供に同意し

た人の情報のみを活用するなど、個人情報に配慮しながら、地域の見守りへの活用を検討しま

す。 

（３）消費者行政の推進 

・消費生活に関する情報の提供や、消費生活相談センターの周知を図り、消費者トラブルに巻き

込まれないよう啓発を行うとともに、トラブルに巻き込まれた際の解決に向けた支援を行いま

す。 

  



 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 

基本目標２ 

魅力・活力を生み出す 

施策の分類 主な施策 

農業の振興 

農業生産環境の整備 

後継者・担い手育成の支援 

農産物の高付加価値化 

林業の振興 

林産物生産環境の整備 

後継者・担い手育成、雇用対策 

未植栽地の解消による森林整備 

林産物の高付加価値化 

商工業の振興 

商工業の経営基盤強化 

商業機能の充実 

特産品開発・６次産業化の推進 

観光の振興 

住民との協働による観光の魅力向上 

観光客の流入促進・受け入れ態勢の充実 

観光推進体制の強化 

就労・雇用の促進 

雇用の場づくりの推進 

人材確保・育成の推進 

第３セクターの安定運営 

ワーク・ライフ・バランスの向上 
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基本目標２ 魅力・活力を生み出す 

農業の振興 
 

○現状と課題 

本町は農林業が基幹産業であり、地域の特性を活かした園芸、畜産、釜炒り茶の「五ヶ瀬みど

り」等の特用産物（茶）等の規模拡大や、花き、ぶどう、夏秋いちご等の栽培を進めています。

他にも、生産者組織の支援や農業経営の法人化に対する支援等を行い、農業経営の安定に努めて

います。 

一方、少子高齢化に伴う担い手不足により離農や兼業化が進んでいます。担い手の主な年齢層

は 60代、次いで 50代であり、今後も引き続き農業を継続できるよう、支援等の検討が必要です。

あわせて、有害鳥獣被害による生産性・経済性の減退が課題となっており、中山間地域直接支払

事業による農用地の維持管理活動や、獣害防止対策等に努めています。今後は、地域の特徴を活

かした作物の栽培の推進や、栽培技術の向上のための支援などが必要です。 

農業基盤整備は遅れていますが、一定の財源を要するため、補助事業等に依存しなければ整備

できない実情があり、既存施設の老朽化に伴う施設の改修等が課題です。 

○施策の基本方針 

地域自らが農業の振興に向け、集落の現状・課題に応じて将来の目標を掲げるとともに、実

現に向けた取り組みを主体的に実践するための話し合いや活動等の支援を行っていきます。 

また、地域の特性・資源を十分に活かしつつ、持続性のある農業経営を目指し、多様な担い

手の育成や、農業法人・異業種参入等の検討、合意形成を図る支援を行い、農業の振興と雇用

の確保を図ります。 

加えて、世界農業遺産の認定に伴い、農産物のブランド化やグリーンツーリズムの振興に力

を入れます。グリーンツーリズムや農村民泊等を打ち出し、本町の農業文化や農産物に新たな

付加価値を生み出すことで、五ヶ瀬をまるごと売り出す戦略として推進を図ります。また、地

域特産品の研究・開発等に取り組むとともに、町のイメージとなる産品づくりによる「五ヶ瀬

ブランド」の確立を推進します。 

農業生産体制については制度事業を活用し、農道をはじめとする生産基盤の整備や、消費者

ニーズに対応した環境にやさしい農業を推進し、農畜産物の品質向上や生産コストの面で競争

力を持てるような基盤環境の整備を支援します。 
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■農家戸数の推移 

農家戸数の推移をみると、総数は減少傾向にあり、平成 27年には 390 戸と、平成 12年

から 143戸減少しています。 

 

 

単位：戸 専業農家 

兼業農家 

合計 第１種 

兼業農家 

第２種 

兼業農家 
小計 

平成 12 年 93 139 301 440 533 

平成 17 年 83 146 258 404 487 

平成 22 年 125 91 228 319 444 

平成 27 年 134 66 190 256 390 

資料：農林業センサス 

 

■農作物別経営体数 

農作物別の経営体数をみると、最も数が多

くなっているのが「稲」となっており、次い

で多くなっているのが「野菜類」と「工芸農

作物」となっています。工芸農作物の内訳を

みると、45 経営体のうち 43 経営体で「茶」

が占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

資料：農林業センサス 

 

  

 作付経営体数 

稲 303  

麦類 1  

雑穀 3  

いも類 5  

豆類 16  

工芸農作物 45  

 茶 43  

 その他 2  

野菜類 108  

花き類・花木 15  

その他の作物 8  
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○主な施策 

（１）農業生産環境の整備 

・圃場、農道、用排水路の整備、優良農地の把握と確保を進めます。 

・担い手が中心となって土地の集約を積極的に図り、新規就農者や意欲ある担い手への貸付や支

援などを行うことで、雇用の創出を行います。 

・農地環境未整備地区の整備を促進します。 

・恵まれた気候を活かした高品質な作物の研究・栽培を推進します。 

・農業生産工程管理（GAP）の推進に向けた取り組みを行います。 

・茶業等での有機農業を推進します。 

・有機農業を促進し、安心・安全で高品質な農畜産物の生産と、環境にやさしい農業に努め、農

業経営の安定及び農産物の高付加価値化に努めます。 

・生産性の低い農地の適正な活用の検討を進めるとともに、優良農地を維持確保します。 

・整備済既存施設の的確で有効的な維持管理を行います。 

・スマート農業の取り組みを支援し、農業の魅力を高めるとともに、労力の低減や生産性の向上・

収益の向上を図ります。 

・指定棚田地域振興活動による棚田等の保全や多様な機能維持・発揮を図り、棚田地域の振興を

進めます。 

・耕作放棄地の増加防止を図るとともに、耕作放棄地の活用方法について検討します。 

・優良農地の保全に努めるとともに、担い手に対する農地の集積を進めます。 

（２）後継者・担い手育成の支援 

・農業の担い手や新規就農者への支援を行います。 

・担い手が中心となって土地の集約を進め、土地の有効利用を図ります。 

・農業経営の法人化の相談・支援や、認定農業者を中心とした集落営農を推進し、効率的かつ効

果的な農業を推進します。 

・作業受託組織の育成・支援を行います。 

・SAP(農業青年の学修グループ)や畜産青年部の活動を充実させ、若い担い手の育成を図ります。 

・UIJターン者を受け入れる体制を整えるため、集落環境の改善を図ります。 

・農業経営継承への取り組みや支援を行います。 

・休耕地等を再生し農産物の生産を行うとともに、UIJ ターン就農者向けの住宅等の整備を行い

ます。あわせて、将来的には農業法人の設立を目指します。 

  



 

49 

 

（３）農産物の高付加価値化 

・世界農業遺産認定の効果を活かし、既存の農産物や特産品について、さらなる PR 活動や、販

売ルートの確保等を図ります。 

・地元産品を活用した新商品の開発や６次産業化を目指す農業者を支援し、地場産業の振興を図

ります。 

・JA等関係機関との協力を密にし、生産技術の向上を進め、加工品等を含めた農畜産物の高付加

価値化を促進します。 

・学校教育や観光と連携したグリーンツーリズム（農業体験、農泊利用者、遊休地活用）を推進

します。 

・釜炒り茶や棚田に代表される、世界農業遺産に認定された伝統的な農業生産活動等の農業文化

の継承活動を推進します。 
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基本目標２ 魅力・活力を生み出す 

林業の振興 
 

○現状と課題 

本町は、町の総面積の 88.1％を森林が占めており、多くの森林資源に恵まれています。民有林

面積の 67.0％はスギを主体とした人工林となっている他、特用林産物の生産も行っており、特に

五ヶ瀬町産のしいたけは、長年にわたり優秀な品質が保持されており、高い評価を得ています。

施業については、西臼杵森林組合五ヶ瀬支所等を中心に機能強化・連携を行い、林業組織の強化

に努めてきました。 

しかしながら、依然として国内の木材価格が低迷していることから、林業の経営状況は厳しい

状況にあります。また、本町の森林は急峻な地形が多い上に、台風や豪雨に見舞われやすい気象

条件下にあることから、林地崩壊等の災害が起きにくい強い森林づくりを進めることが重要です。 

今後も林産物の供給体制の維持や、従事者・後継者の確保等を図りながら、生産性の高い林業

経営の推進を進める必要があります。また、環境問題への関心の高まりから林業が注目されつつ

ある中、森林の維持活動・林業が自然環境に果たす役割の啓発や、自然環境保護に対する住民や

事業者の意識向上を図ながら、森林の適正な整備を進め、人と自然が共生する持続可能な森林づ

くりを進めることが重要です。 

○施策の基本方針 

将来的に安定的な林業を持続させるためにも、植林・育林・伐採のサイクルを守る必要があ

ります。そのためにも、林道や作業道の基盤整備、森林施業の効率化、担い手や林業従事者の

雇用の促進を図ります。また、森林組合と連携し、植栽未採地の解消や伐採後の再造林を推進

し、伐採と造林の連携を進めます。 

効率的かつ環境にやさしい林業の実施に向けて、花粉のないスギ苗の植え付けや、成長が早

く加工が容易な樹種の植え付け、ツリーシェルター設置による下刈り、防護柵設置によりコス

ト削減を図ります。ICTやドローンを活用した近代的な林業を推進します。 

特用林産物においても、高品質の椎茸生産には人の手が必要であることから、担い手の育成

を図るとともに、最新の技術等を取り入れながら、高品質な特用林産物の生産による「五ヶ瀬

ブランド」の構築を促進します。 
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○主な施策 

（１）林産物生産環境の整備 

・計画的な林道、作業道の整備を行い、木材搬出時間の短縮や大型機械の導入を可能にすること

で、効率的かつ安定的な林業経営の実現を図ります。 

・地域と協力しながら、林道の整備や補修を行い、林道の安全性を維持します。 

・造林・下刈・間伐を支援し、循環型林業を行い、持続的な森林管理と森林機能の維持を推進す

ることによる循環型林業の実現を図ります。 

・高性能機械や ICT技術の導入を検討し、作業の効率化を図ります。 

・森林経営計画に入っていない手入れが遅れている民有林については、所有者の意向を調査し、

森林環境譲与税を活用しながら森林整備を進めます。 

・住民主体・集落ぐるみによる鳥獣被害対策をより一層推進します。 

・計画的な森林整備を行い、災害に強く治水力のある山林の形成を図ります。 

（２）後継者・担い手育成、雇用対策 

・担い手・新規就業者への支援や、林業大学への入校支援を行い、林業の後継者育成を推進しま

す。 

・林業経営の安定化を図り、就業者が安心して林業に携わることができる環境を整えます。 

・林業事業体、森林組合等との連携・情報共有を行い、担い手や雇用の確保、リーダー育成を推

進します。 

・林業事業体の組織化を行い、関係機関と連携・情報共有を活発にすることで、林業経営の安定

化、担い手や雇用の確保を目指します。 

（３）未植栽地の解消による森林整備 

・土地所有者の高齢化や不在村化の進行が課題となっているため、土地利用状況の調査と分析を

進めます。 

・森林組合と連携し、未植栽地の情報を共有する体制の整備や、伐採後の再造林を推進します。 

・未植栽地の再造林を推進し、美しい里山の環境を保全します。 

・植林や下刈等の林業体験活動を実施し、未植栽地の解消にも活用します。 

（４）林産物の高付加価値化 

・特用林産物のブランド化に向けて、品質の向上や生産量の拡大を図るとともに、品評会等への

出品を積極的に行います。 

・林産物の高付加価値化を推進し、生産者の所得向上を図ることで、雇用の促進や生産意欲向上

につなげます。 

・野草、山菜等の林産物や、木材加工品など、豊富な森林資源を活用した新たな商品の研究・開

発に努めます。 

・薪ストーブの導入・利用を推進し、間伐材や林地残材の木質バイオマス等への有効活用に努め

ます。 
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基本目標２ 魅力・活力を生み出す 

商工業の振興 
 

○現状と課題 

商業分野については、人口減少による購買者の減少や、近隣市町への大型店舗の進出・消費者

需要の多様化等による町外への購買者流出が課題となっています。それにより、今後ますます町

内店舗の経営は悪化していくことが予想される他、経営者の高齢化や後継者の不在による廃業も

年々増えていることから、廃業に伴う空き店舗の活用や事業承継への対応も急務となっています。 

工業分野については、現在、町内に立地している企業への支援・振興が求められています。工

業用地の確保や企業誘致は進んでいない状況であり、工業集積は難しい状況にあります。 

○施策の基本方針 

商工会を中心に、町内の商工業者の結びつきを深め、既存商工業の基盤強化に取り組むほか、

創業支援や事業承継支援に向けた取り組みを行います。さらに他産業とも連携を図ることで、

商工業を中心とした本町の産業全体の活性化に取り組みます。同時に、地域資源を活用した新

たな産業の創出を目指します。 

また、工業においては、各種有効な情報提供等を行い、町内中小企業の育成支援に努めます。 

 

■産業別生産額の推移 

第一次産業の総生産額の推移をみると、近年では年々増加している傾向にあり、平成 28

年度には 13億 6,700万円となっています。 

第二次産業の総生産額の推移をみると、平成 25 年度にかけて大きく減少傾向にありま

したが、以降は年々増加している傾向にあり、平成 28年度には 36億 1,500 万円となって

います。 

第三次産業の総

生産額の推移をみ

ると、平成 24 年度

にかけて減少傾向

にありましたが、以

降は年々増加して

いる傾向にあり、平

成 28年度には 62億

4,600 万円となって

います。 

 

資料：市町村内総生産 

  

1,049 1,056 957 1,052 1,020 1,003 889 1,131 1,245 1,367
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○主な施策 

（１）商工業の経営基盤強化 

・県や商工会と連携し、町内企業の経営安定化に向けて、経済的支援や情報提供を行います。 

・自然環境をはじめとした本町の強みを活かすことができる企業の誘致を推進します。 

・町内企業に対し、中小企業退職金共済制度の活用や、商工業者振興資金の利用を促進します。 

（２）商業機能の充実 

・商店街の各店舗について、経営の安定化・活性化を支援します。 

・雇用の確保のため、商工業者に対する経済的な支援体制の確立を図ります。また、新規開業

支援事業等の活用により、住民の起業の促進を図ります。 

・事業後継者の育成・支援を行います。 

・空き店舗等を活用した支援や企業誘致を検討します。 

・商工会等と連携し、イベントやキャンペーン等を通した町内企業・地元商店の活性化を図りま

す。 

・高齢者向けの移動販売の実施、地域に密着した魅力ある店舗づくりやサービス向上等の支援体

制の充実を図り、活性化対策を検討します。 

（３）特産品開発・６次産業化の推進 

・基幹産業である農林業等と連携し、地域資源を活用した特産品の開発や販売など、６次産業化

へ向けた取り組みを行います。 
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平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

観光入込客数 310,930 326,111 340,330 296,811 422,854 411,217 430,382 451,666 454,174 474,386

宿泊者 15,950 16,257 16,443 13,772 15,085 14,169 11,107 13,446 15,884 16,069

0
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基本目標２ 魅力・活力を生み出す 

観光の振興 
 

○現状と課題 

九州の中央に位置する本町は、九州各県からのアクセスがよいという地理的条件を活かし、鞍

岡地域の「五ヶ瀬ハイランドスキー場」、桑野内地域の「五ヶ瀬ワイナリー」、三ヶ所地域の「Ｇ

パーク」を核とし、各地域の資源を発掘し、それらを活かした観光振興を行っています。観光は

町の地域資源を町外へアピールする重要な機会の一つであり、近年増加しているインバウンド需

要を取り込むことを視野に、今後産業としてのさらなる発展を目指すことが重要です。 

町では現在、観光振興を視野に入れた地域づくりや、グリーンツーリズムに特に力を入れてお

り、イベント開催時以外でも年間を通じて交流人口が増え、農村民泊へのリピーター客も増加し、

地域活性化につながっています。 

しかしながら、春の枝垂れ桜・秋の紅葉など、豊かな自然環境の観光資源としての活用が不十

分であることや、町全体としての観光振興の方向性の統一が不十分であることなど、課題が残さ

れています。 

現在、それぞれの地域資源は、地域住民や観光客によりその新たな価値が見出されてきていま

す。今後は三ヶ所・桑野内・鞍岡の各地域の連携を深め、住民協働型の地域資源発掘や、観光の

まちづくり意識の向上を図りつつ、経済面での波及効果を生み出していくことが重要です。 

 

■観光入込客数の推移 

観光入り込み客数の推移をみると、平成 26年に 40万人を上回って以降、令和元年まで

増加している傾向にあり、令和元年には 474,386人となっています。 

また、宿泊者数の推移をみると、平成 28年までは減少傾向にありましたが、平成 29年

以降は増加している傾向にあり、令和元年には 16,069人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：観光動向調査 
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○施策の基本方針 

本町の豊かな自然、歴史、文化、人情味あふれる人間性等の恵まれた資源をより魅力的にす

るため、官民一体となって観光拠点や地域資源の磨き上げを図ります。さらに、世界農業遺産

認定を踏まえ、自然との共生を意識した五ヶ瀬型観光を確立し、広域組織と連携を図りつつ、

積極的に PR を図ります。 

また、観光協会の機能強化や受け入れ体制の強化、観光イベントの充実等により観光業の発

展を推進します。 

本町の各地域の観光資源を拠点として、町内全域を一体とした観光振興を目指し、地域経済

の発展と雇用の創出を図ります。 

交流人口の増加を目指すため、地域資源を活用したグリーンツーリズム事業による都市住民

や国内・国外教育旅行の誘致を進め、農林商工業等の産業分野・福祉分野との連携を図りなが

ら地域振興につなげます。 

○主な施策 

（１）住民との協働による観光の魅力向上 

・「五ヶ瀬ハイランドスキー場」「五ヶ瀬ワイナリー」「Ｇパーク」等、主要な観光拠点の魅力向上

を図ります。 

・町のイメージとなる特産品づくりを推進します。 

・町内の主要な観光拠点を起点とし、地域経済の活性化を図ります。 

・農家や関係機関との連携を強化し、農泊や農業体験等の推進によるグリーンツーリズムの振興

を図ります。 

（２）観光客の流入促進・受け入れ態勢の充実 

・世界農業遺産認定による知名度を活かした観光 PRに取り組みます。 

・九州中央自動車道や九州新幹線の活用を見据え、西日本を意識した情報発信に取り組みます。 

・観光協会と連携し、多くの人に五ヶ瀬町の観光資源について興味を持ってもらえるよう、メデ

ィアや SNS等を活用した効果的な PR方法を検討します。 

・増加する外国人観光客に対応するため、案内板・パンフレット等の多言語化や、多言語に対応

できる仕組みを検討します。 

・農村民泊に対応できる農家数の増加を図ります。 

・観光施設や観光ルートにおける案内表示板（サイン）の計画的な配置や、アクセス道・駐車場

等の整備を行います。 

・ふるさと納税やファンクラブ等を通じ、町外の人が本町に関心を高める取り組みを行います。 

（３）観光推進体制の強化 

・本町の観光資源を効果的に発信するため、観光協会を中心とした観光団体の活動の活性化を促

進するとともに、推進体制の整備を図ります。 

・関係市町村、関係団体との連携を強化し、広域的な観光資源の有効活用を促進します。 

・官民連携での観光資源の掘り起こしや、独創的な視点による観光振興を促進します。  
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基本目標２ 魅力・活力を生み出す 

就労・雇用の促進 
 

○現状と課題 

転入人口の増加や若年層の定住に向けて、町内での就労の場のさらなる確保が必要となってく

る中、町内には第二次産業・第三次産業の継続的な雇用の場が少なく、大量雇用につながるよう

な企業も少ない現状にあります。 

一方、農業や林業の新規の就労者・後継者は不足しており、UIJ ターン人口の確保や就労希望

者のマッチングを促進していく必要があります。 

また、働く意欲のある高齢者の雇用機会の確保や、生活と仕事との両立など、時代の変化に対

応した労働環境の整備が求められています。 

そのため、今後は若年層の就労機会の増加に向けた取り組みに加え、女性・高齢者・障がい者

の雇用促進に向けた取り組み、冬期の雇用の場の拡大等、幅広い労働力の確保と労働機会の創造

に向けた取り組みが求められています。 

○施策の基本方針 

本町の特性を活かした農林業・畜産業をはじめとする産業と連携し、地域の発展に寄与する

継続性のある事業の創出による雇用の増加を図ります。郷土料理の提供や農業体験など、地域

資源を活かした活動を通して宿泊業の活性化を図ります。就労ニーズの的確な把握をさらに進

め、担い手等の確保を促進します。就労の場を確保することにより、本町に住み、働く魅力を

発信して人口流出を抑制し、UIJターンの促進につなげていきます。 

また、九州中央自動車道の延伸による恩恵を活用し、国・県の施策と連携しながら、雇用就

業機会の創出や企業誘致を図ります。 

第３セクターは、五ヶ瀬町でしか生産することのできない高品質な製品やサービスの生産拠

点であることから、観光客のさらなる増加や、新たな販路の開拓により、経営の安定化を進め

る他、地産地消による地域の経済活性化と雇用の安定化を図ります。 

 

○主な施策 

（１）雇用の場づくりの推進 

・商工会と連携し、町内企業に対して、雇用創出や事業承継等についての支援を行います。 

・農林業や観光業といった、本町を代表する産業の事業拡大・創出による雇用の拡大を図ります。 

・就労の場を確保することにより、UIJターンの増加を図ります。 

・障がいのある人が安心して働けるよう、企業への就労支援を行います。 

・自然環境をはじめとした本町の強みを活かすことができる企業の誘致を推進します。 
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（２）人材確保・育成の推進 

・本町で働く魅力を発信し、UIJターンを促進します。 

・商工会と連携して新規創業・異業種参入を支援し、産業の活性化や雇用の創出を図ります。 

・就労者のスキルアップを目的とした研修会等の充実に努めます。 

（３）第３セクターの安定運営 

・第３セクターである「五ヶ瀬ワイナリー」「五ヶ瀬ハイランド」は、五ヶ瀬町でしか生産するこ

とができない高品質な製品やサービスを提供し、町の産業を牽引する基盤産業であることから、

経営の安定化を目指し、観光客の誘致や販路拡大につながる PR 活動をすることにより、雇用

の安定化を図ります。 

（４）ワーク・ライフ・バランスの向上 

・誰もが仕事と暮らしを両立できるよう、労働環境の改善に向けた指導・啓発を行います。 

・男女に関わりなく、職場で育児休暇や介護休暇を取得できるよう、事業所等への啓発を行いま

す。 

 

■就業人口の推移 

 

就業人口の総数をみると、平成 27年

には 1,982人となっており、平成 12年

から平成 27年にかけて 465人の減少と

なっています。 

産業別にみると、第一次産業と第二

次産業の就業者数の減少が顕著であ

り、平成 12 年から平成 27 年にかけて

第一次産業は 237人、第二次産業は 203

人の減少となっています。 

資料：国勢調査 
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第３章 

基本目標３ 

地域で支えあい、健康で生涯元気に暮らす 

施策の分類 主な施策 

地域福祉の充実 

住民が互いに支えあう地域づくりの推進 

相談支援体制の構築 

生活に困難を抱える人への支援 

高齢者福祉の充実 

地域包括ケアシステムの構築 

高齢者の生きがいづくり・健康づくりの推進 

認知症高齢者に対する支援の充実 

障がい者福祉の充実 
障がい者福祉サービスの充実 

障がい者が安心して暮らせる共生社会の形成 

子育て支援の充実 

子育て支援環境・サービスの充実 

妊娠期から切れ目ない支援の推進 

児童福祉・子どもの貧困対策の推進 

健康づくりの推進 

各種健診の実施 

住民が主体的に健康づくりに取り組む地域づくり 

年金保険の充実 

安心な医療体制の確保 
地域医療体制の充実 

広域での医療体制の整備 
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基本目標３ 地域で支えあい、健康で生涯元気に暮らす 

地域福祉の充実 
 

○現状と課題 

本町では年齢や性別、障がいの有無に関わらず、「誰もがお互いの存在を認め合い、人間として

の尊厳を尊重され、住み慣れた地域で暮らし続けることができる町」を目指し、地域福祉の核で

ある社会福祉協議会を中心に町、医療機関、民生委員・児童委員等で連携を図りながら各種施策

に取り組んでいます。 

各種相談件数の増加や対応が困難なケースの増加等に伴い、相談・支援対応が長期化する傾向

にあることから、平成 31 年度に、社会福祉協議会に「福祉事務所未設置町村による相談事業」

の窓口を開設し、関係機関等と連携し、生活困窮者等への支援を行っています。 

○施策の基本方針 

人間性豊かな五ヶ瀬だからできる助け合い等の特性を活かし、年齢や性別、障がいの有無に関

わらない「誰もがお互いの存在を認め合い、人間としての尊厳を尊重され、住み慣れた地域で暮

らし続けることができる町」づくりを目指します。 

そのために、住民・行政・社会福祉協議会・医療機関・関係団体間での情報共有・連携を強化

し、住民の困りごとやニーズを早期に発見し、必要な支援に柔軟につなぎ、対応していきます。 

確実に増加傾向にある対応が困難なケースへの支援についても、支援内容の充実を図るべく、

対応する職員や支援者一人ひとりのスキルアップに努めるとともに、地域福祉の核となる地域包

括支援センターの充実を進めます。また、小地域レベルでの地域福祉推進システムの構築を進め

ると同時に、近隣自治体や専門機関とのネットワーク構築を推進します。 
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○主な施策 

（１）住民が互いに支えあう地域づくりの推進 

・地域福祉を推進する主体となる、民生委員・児童委員やボランティアの担い手確保を進めます。 

・住民に対し、ボランティア活動等への参加を呼びかけ、地域参加意識や福祉意識の醸成を図り

ます。 

・地域住民や NPO法人等と連携し、地域交流の場づくりや居場所づくりを進めます。 

（２）相談支援体制の構築 

・住民の相談や地域の困りごとに対し、その分野に関わらず受け止め、適切な対応につなぐこと

ができるよう、関係機関との連携強化や、窓口職員の対応力向上を図ります。 

・表面化しない困りごとに対し、適切なアプローチを行うため、社会福祉協議会や関係機関と連

携し、アウトリーチによる相談支援を行います。 

（３）生活に困難を抱える人への支援 

・障がいや貧困等、様々な要因で生活に困難を抱える人に対し、社会福祉協議会と連携して相談

支援や経済的支援を行います。 

・虐待や DVの被害者に対する支援や保護を行います。 

・誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、自殺の未然防止に向け、相談支援の

充実や関係機関との連携強化を図ります。 

・成年後見制度の利用に関する周知・啓発を行います。 

・移動支援や買い物弱者対策を行います。 

・緊急通報システムの運用を図ります。 

・一人暮らし高齢者や自宅から概ね 500ｍ以内に安否確認できる身内がいない高齢者等への見守

り訪問を行う「高齢者等生活状況確認事業」を行います。 
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基本目標３ 地域で支えあい、健康で生涯元気に暮らす 

高齢者福祉の充実 
 

○現状と課題 

本町では高齢化が進行し、高齢化率は、42.9％（令和２年４月１日現在）となっており、高齢

者が心身ともに健康で地域社会の一員として活動でき、住み慣れた地域で安心して暮らすことの

できる社会の形成が必要となっています。 

本町の介護保険事業においては、平成 12 年に介護保険制度が創設されて以来、20 年以上が経

過した今、限られた地域資源等を最大限に活かしながら、適正な事業運営を行っています。 

住民主体の通いの場として平成 29 年９月に開設した「ふれあい施設」を皮切りに、高齢者の

身近な社会参加の場である通いの場「居場所」は徐々に地域で増えており、高齢者にとって楽し

みの一つとなっています。今後はさらに、健康寿命の延伸を目指し、介護予防サポーター養成講

座の実施や、サポーターによるサロン等での介護予防事業の促進を図ることが必要です。 

また、団塊の世代が 75歳を迎える 2025年を見据えた地域包括ケアシステムの構築が課題とな

っており、さらには生産年齢人口が急速に減少する 2040 年に向けたサービス基盤や人材基盤の

整備が重要となります。高齢者の健康づくりを推進し、要介護者の増加を抑制していくことが必

要です。 

五ヶ瀬町国民健康保険病院の介護療養病床について、転換期限が迫っていることから、地域の

ニーズに応じた病床転換について検討を行っています。 

 

■要支援・要介護認定者数の推移 

要支援・要介護認定者数の推移をみると、認定者総数は平成 29 年に一度 227 人まで減

少していますが、以降は微増する形で推移しており、令和２年（２月末時点）では 246人

となっています。内訳をみると、特に「要介護４」の認定者数が年々増加している傾向に

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域包括ケア「見える化」システム 
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○施策の基本方針 

住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域の包括的な支援・サー

ビス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進します。同時に、高齢者が地域で生き生き

と過ごすことができるよう、高齢者の健康づくりや生きがいづくりを推進します。 

介護等担い手側の労力軽減等を図るために、介護現場における ICT や AI 等の積極的な活用を

進めます。 

○主な施策 

（１）地域包括ケアシステムの構築 

・地域包括支援センターを中心として、関係機関のさらなる連携を強化し、介護が必要な方に適

切なサービスが提供されるような体制整備を図ります。 

・介護と医療・保健分野との連携を強化し、高齢者の健康づくりや、円滑なサービス提供を促進

します。 

・在宅医療・在宅介護サービスの充実や、介護者への支援を促進し、介護施設に頼りすぎること

のない地域包括ケアシステムの構築を目指します。 

・地域包括ケアシステムの構築に欠かせない高齢者等の移動支援については、日常生活を営む上

で必要な買い物支援を含め、体制整備に努めます。 

（２）高齢者の生きがいづくり・健康づくりの推進 

・高齢者サロン活動の活性化により、高齢者の生きがいづくりを推進します。 

・サロンでの体操教室や健康講座を実施し、高齢者の健康づくりと介護予防を推進します。 

・働く意欲のある高齢者に対し、自身の能力を活かすことができる就労の場や、スキルを身に付

ける機会を提供します。 

・現在、各地域で増えつつある高齢者の居場所について、さらなる活用を促進し、高齢者の生き

がいづくりを推進します。 

・サロンや高齢者の居場所における介護予防事業をサポートするため、介護予防サポーター養成

講座を実施します。 

・「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」を推進し、健康寿命の延伸を目指します。 

（３）認知症高齢者に対する支援の充実 

・認知症ケアパスの普及を促進し、認知症に対する正しい知識の啓発や、認知症への対応方法等

の周知を図ります。 

・認知症サポーターの養成を推進し、認知症に対する身近な支援者の増加を図ります。 

・医療機関との連携を強化し、認知症に対する相談に早期に対応できる体制整備を図ります。 

・世代間交流を通した認知症予防や、住民と認知症の方との交流を通した認知症への理解促進を

図ります。 

・緊急通報システムの運用を図ります。 

・高齢者に対する虐待の早期発見・未然防止に努めます。 
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基本目標３ 地域で支えあい、健康で生涯元気に暮らす 

障がい者福祉の充実 
 

○現状と課題 

本町では年齢や性別、障がいの有無に関わらず、「誰もがお互いの存在を認め合い、人間として

の尊厳を尊重され、住み慣れた地域で暮らし続けることができる町」を目指し、地域福祉の核で

ある社会福祉協議会を中心に町、福祉作業所、医療機関、民生委員・児童委員等で連携を図りな

がら各種施策に取り組んでいます。 

平成 20 年には、共生型福祉施設「ぬくもり」を開設し、各種制度の狭間で必要な支援を受け

ることができなかった高齢者や障がい者のための生活支援ハウスや、日中活動の場となるなど地

域交流の拠点となっています。 

また、就労継続支援Ｂ型作業所「日融工房」では、障がいの有無にかかわらず一般企業等で働

くことが難しい方に対して、働く場所を提供し、職場定着や一般就労を目指す支援を行っていま

す。 

平成 31 年度からは、社会福祉協議会に相談支援専門員を配置し、障がいがある方の福祉に関

する様々な問題について、本人や家族、関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、必

要な支援を行うとともに、自立支援や地域移行支援等について関係機関と連携し、必要な援助を

行う事業として「相談支援事業」を行っています。 

○施策の基本方針 

すべての障がい者が、住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるよう、生活支援の充

実とサービス提供を図ります。 

障がい者に対する理解を深めるため、啓発を行うとともに、障がい者が地域の一員として参加

できる地域社会の形成を目指します。 
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○主な施策 

（１）障がい者福祉サービスの充実 

・障がい者を適切な支援につなぐことができるよう、障がい者・児サポートセンターをはじめと

した相談支援体制の充実を図ります。 

・障がい者に対し、適切な福祉サービスを提供できるよう、サービス内容の充実や関係機関での

連携強化を図ります。 

・障がい者の就労の場の確保や職業訓練の実施など、障がい者に対する就労支援の充実を図りま

す。 

（２）障がい者が安心して暮らせる共生社会の形成 

・障がいの有無にかかわらず、誰もが交流できる機会や拠点の充実を図り、障がい者の社会参加

を促進します。 

・障がい者への理解の促進や差別解消に向けて、住民への意識啓発を推進します。 

・「合理的配慮」の考え方に基づき、公共施設のバリアフリー化や、障がい者が利用しやすい行政

サービスの提供に努めます。 

・保育園や教育機関等と連携し、療育・発達支援の充実を図ります。 

・障がい者に対する虐待の早期発見・未然防止に努めます。 
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基本目標３ 地域で支えあい、健康で生涯元気に暮らす 

子育て支援の充実 
 

○現状と課題 

本町における子育て支援は、妊娠期から出産を経て、子育てに至る一連の支援策として、平

成 27年度以降、出産祝金、ブックスタート・ウッドスタート、不妊治療助成及び妊産婦健康診

査交通費助成等、取り組みを充実させてきました。少子化が加速する中、子どもは五ヶ瀬町の

宝であることから、子育て支援を重要な福祉施策として推進しています。 

本町では、２か所の公立保育所を運営しており、155人の定員に対し、令和２年４月時点で

107人の子どもたちが通っています。その他、県内外の近隣自治体の保育所・認定こども園を７

人の子どもが利用しています。保育所での保育以外の子育て支援については、一時預かり保育

などの事業が行われていますが、子育てに関するニーズが多様化していることから、引き続き

子育て支援の充実を図る必要があります。 

令和２年４月からは、福祉課内に子育て世代包括支援センターを設置し、妊娠・出産・子育

てを包括的に支援するマネジメントを担っています。また、子育て世帯の孤立化を防ぐための

交流の場として、子育て支援センターの役割も年々重要となっており、子育てに関する相談だ

けでなく、家庭における悩み等の相談も受け付けています。 

令和元年５月には「五ヶ瀬町教育グランドビジョン」が制定され、幼児から大人まで一貫し

た教育理念の設定と教育推進体制の整備が進められています。そういった中で、保育所と小学

校の連携を強化し、小学校に入学する不安等を最小限に抑えられるよう、取り組みを進めてい

ます。 

○施策の基本方針 

子どもたちが元気にすくすくと育ち、保護者が子育てを楽しみながら暮らすことができるよ

うにするために、多様化する保護者のニーズに対応した子育て支援の環境整備を行います。あ

わせて、平成 24 年度に開設した子育て支援センターの利用促進を図るとともに、住民全体で

子どもたちを見守る環境づくりに取り組みます。 

母子保健分野と子育て支援分野の両面から、保護者の妊娠、出産、育児に対しての悩みや不

安を和らげることができるよう、様々な支援を行います。 

さらに、保育所から小学校への就学が円滑に行われるよう「五ヶ瀬 A.S.カリキュラム」に沿

って、保育と学校教育間の連携・相互支援を進めます。 
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○主な施策 

（１）子育て支援環境・サービスの充実 

・保護者等のニーズに対応した、多様な保育サービスの充実を図ります。 

・子育て支援センターを中心に、相談支援の充実や、子育て家庭と地域の交流機会の創出等を図

ります。 

・放課後の子どもの居場所として設置している「放課後子ども教室」について、地域住民と連携

した運営や活動の充実を図ります。 

・保育所から小学校への就学が円滑に行われるよう、保育所と学校の連携を強化します。 

・児童の安全確保に向け、家庭、地域、保育所、行政が相互に連携し、子ども・子育て会議の場

等における情報共有及び見守り等を行います。 

・地域での交流活動や、読み聞かせ等を行うボランティアの育成支援を進めます。 

（２）妊娠期から切れ目ない支援の推進 

・子育て世代包括支援センターを中心に、妊娠から出産、子育てまで、幅広い相談対応や情報提

供を行うとともに、関係機関との連携強化を図ります。 

・妊婦・乳幼児健康診査や、乳児がいる家庭への全戸訪問を通して、妊産婦及び幼児の健康状態

の把握に努めます。 

（３）児童福祉・子どもの貧困対策の推進 

・虐待や貧困の相談に対応できるよう、子ども家庭総合支援拠点を設置します。 

・児童福祉制度の利用促進を図ります。 

・ひとり親家庭に対する相談支援や経済的支援の充実を図ります。 

・児童虐待防止ネットワークの推進により、虐待の早期発見・未然防止に努めます。 

 

■保育所の状況（令和２年４月現在） 

町内２か所の保育所で保育を実施していま

す。２か所の定員数の合計 155 人に対し、令和

２年の入所者は０～２歳児を含めて 107 人とな

っています。 

 

 

 

資料：福祉課 

 

 

 

保育所名 
定員 

（人） 

入所者数（人） 

 うち 

０～２歳児数 

五ヶ瀬中央 

保育所 
110  84  29  

鞍岡 

保育所 
45  23  6  

計 155  107  35  
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基本目標３ 地域で支えあい、健康で生涯元気に暮らす 

健康づくりの推進 
 

○現状と課題 

わが国は健康寿命が世界一の長寿社会となっており、いわゆる「人生 100年時代」を迎えてい

ます。その一方で、ストレスによる健康状態の悪化や生活習慣病等、多様な健康課題に対し、幅

広い世代を対象にした対策が求められています。 

健康は住民すべての願いであり、本町ではこれまで乳幼児から成人、高齢者まで、すべての住

民を対象に、健康増進のために各種健診や健康教室、母子保健活動等の保健事業を地域全体で展

開してきました。しかし、世代に応じた健康づくりの推進、生活習慣病の予防、認知症・寝たき

り等の予防の必要性が増しているため、健康寿命の延伸という視点から、重症化予防・介護予防

を重視した取り組みの推進が求められています。 

また、保健分野においては、専門的知識を要することから人員と予算が限られているため、住

民参加型による保健事業の進め方を検討していく必要があります。 

○施策の基本方針 

「自分の健康は自分で守る」をキーワードに住民が元気でいきいきと暮らせるよう、特定健診

をはじめ、後期高齢者健診、各種健診事業を推進するとともに、保健・医療・福祉が連携して住

民の健康づくりを支援します。 

住民が自身の健康に関心を持ち、自ら生活習慣を改善することで、疾病を予防できるよう支援

するとともに、元気なうちから住民が主体的に健康づくりに取り組もうと思えるような保健事業

を推進します。 

 

■特定健診の状況 

特定健診の受診率をみると、平成 28 年度では 57.2％となっており、平成 25 年度の

48.2％から９％高くなっています。特定保健指導の対象者は、平成 28年度では 73人と健

診対象者の約 14％となっており、また、平成 28年度の特定保健指導の実施率は 50.7％と

なっています。 

 

単位 

（人・％） 

特定健診 特定保健指導 

対象者数 受診者数 受診率 対象者数 終了者数 実施率 

平成 25 年度 1,044 503 48.2 63 13 20.6 

平成 28 年度 904 517 57.2 73 37 50.7 

資料：第２期データヘルス計画 
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○主な施策 

（１）各種健診の実施 

・各種健康診査等の実施により、疾病の早期発見と予防を進めます。 

・各種健診の受診率の向上を図ります。 

・データヘルス計画に基づき、住民の健康状況の把握と分析を進めます。 

・各種健診の実施における関係機関との連携を強化します。 

・高齢者の保健事業と介護予防を一体的に行うことで、より効果的な高齢者の健康づくりを進め

ます。 

（２）住民が主体的に健康づくりに取り組む地域づくり 

・健康づくりや生活習慣病予防、食育に関する知識の普及・啓発に努め、住民の健康づくり意識

の向上を図ります。 

・幼児期から生涯にわたって健康を意識した生活を送ることができるよう、保育所や学校等と連

携を図りながら健康づくりを行います。 

・出前健康教室の開催や健康づくりポイント事業等の実施を通して、住民の主体的な健康づくり

を促進します。 

（３）年金保険の充実 

・国民健康保険及び後期高齢者医療保険については、安定した運営を持続するため、県及び関係

機関と連携を図りながら、収納率の向上や医療費の適正化など、健全な運営に努めます。 

・国民年金制度の周知徹底を図るとともに、相談業務の充実に努めます。 
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基本目標３ 地域で支えあい、健康で生涯元気に暮らす 

安心な医療体制の確保 
 

○現状と課題 

人口減少、高齢化の進展や医療の高度化に伴い、病院（病床・外来）機能及び医療資源の効率

的活用が求められています。 

本町の医療施設は五ヶ瀬町国民健康保険病院（町立病院）のみであり、熊本大学大学院生命科

学研究部と高千穂町国民健康保険病院から常勤の医師と非常勤の医師の派遣を受けて一般病床

36 床、介護療養病床 18 床の医療体制を維持しています。また、行政と連携した公衆衛生事業を

実施しているほか、救急病院の指定を受け地域の二次救急を担い、三次救急は延岡市や熊本県の

高次医療病院と連携しています。 

町立病院では、全国的な医師不足及び医師の偏在が続く中、熊本大学への継続派遣や自治医科

大からの新規派遣等の要望活動を行い、常勤医師の確保対策に取り組んでいます。病院施設は、

平成 10年の新築後 22年が経過し、施設設備に係る維持改修経費が増加しつつあります。 

今後は、地域医療構想に基づいた病床機能の再編・転換を進め、西臼杵地域及び近隣の医療機

関とのさらなる連携の取り組みが重要となります。また、日常的な健康管理による生活習慣病な

どの予防、そして早期発見・早期治療、介護予防・介護まで、住民が身近な地域で必要な医療を

受けることができる地域包括ケアシステム体制の確立が必要です。 

○施策の基本方針 

これまでの施策方針を踏襲しつつ、延岡西臼杵地域医療構想調整会議の西臼杵地域公立病院

部会からの提言を受け、それに沿った医療機能再編、介護療養病床の介護医療院への転換等、

地域の医療ニーズに合う診療体制を構築します。 

電子カルテを導入し、診療機能の拡充を図ることで患者サービスを向上させるとともに、地

域医療連携の推進を図ります。 
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○主な施策 

（１）地域医療体制の充実 

・町、病院、社会福祉協議会、介護施設が相互に連携し、入院医療から在宅ケアまで、包括的か

つ円滑に対応できる医療体制を整備します。 

・介護療養病床から介護医療院への転換を図り、現在入所されている方をはじめ、医療的ケアを

必要とする方が長期療養できる介護施設として整備します。 

・医療人材の確保に向け、大学病院医局、宮崎県への働きかけによる医師の確保や、地域医療を

担う医師を養成するための臨床研修医の研修受け入れを行います。 

・電子カルテを導入し、業務の効率化や医療サービスの向上を図ります。 

・特定健診をはじめ、各種公衆衛生事業の拡充を図ります。 

（２）広域での医療体制の整備 

・地域医療構想に基づき、西臼杵医療圏域における公立病院間の医療連携を強化し、新たな医療

サービスの提供体制の構築を図ります。 

・近隣の高次医療病院との連携強化を図ります。 
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第４章 

基本目標４ 

豊かな人・心を育む 

施策の分類 主な施策 

学校教育の充実 

学校教育の充実 

郷土教育・地域と連携した教育の推進 

時代の変化に対応できる人材の育成 

よりよい教育環境の整備 

社会教育の充実 

生涯学習・各区公民館活動の促進 

人材の育成及び協働の推進 

青少年教育の推進 

社会教育施設の整備 

生涯の学びと暮らしに役立つ読書環境づくりの促進 

スポーツの振興 

地域内スポーツの振興とスポーツ指導力の向上 

スポーツ活動を通した地域活性化 

社会体育施設の整備 

歴史文化の継承と 

芸術文化の振興 

文化財や郷土芸能の保存・継承 

芸術・文化活動の振興・交流 

歴史資料の保存 

人権尊重・男女共同 

参画の推進 

人権についての教育・啓発の推進 

人権擁護の推進と相談支援体制の充実 

男女共同参画の推進 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

        

 

基本目標４ 豊かな人・心を育む 

学校教育の充実 
 

○現状と課題 

本町では現在、小学校４校と中学校１校が設置されていますが、児童生徒数の減少により小学

校３校が複式学級を有する状況です。 

教育の取り組みについては、平成 19 年度に制定した五ヶ瀬教育ビジョンをさらにスケールア

ップした「五ヶ瀬教育グランドビジョン」を平成 31年度に制定しました。「五ヶ瀬教育グランド

ビジョン」を通して、幼児から高齢者までが生涯にわたり互いに関わり合いながら学び続けるこ

とのできる地域創造・循環型の教育システムを構築することで、五ヶ瀬で生まれ、育ち、生き、

五ヶ瀬を創造する人づくりに取り組んでいます。 

教育環境については、計画的に整備を行っていますが、老朽化が進んでいる学校もあるため、

平成 31 年度に策定した長寿命化計画を基にした長期的な整備を行う必要があります。また、遠

方の児童・生徒の通学のため、引き続きスクールバスを運行していく必要があります。 

情報教育環境については、国が進める GIGA スクール構想事業を活用し、令和２年度に児童生

徒１人１台の端末整備と各学校の Wi-Fi環境整備を行い、教育 ICT環境を実現する必要がありま

す。 

○施策の基本方針 

「五ヶ瀬で生まれ、育ち、生き、五ヶ瀬を創造する人づくり」を目標に、小規模校の特性を活

かした教育と魅力的な教育環境づくりを行います。児童生徒のこころ豊かな人間性や社会性を育

み、個性を活かしつつ、確かな学力を身につけるとともに、社会の様々な変化に柔軟で主体的に

対応できる能力や生きる力、コミュニケーション能力、地域への愛着を育む特色ある教育を推進

します。 

「五ヶ瀬教育グランドビジョン」を推進し、学校教育にとどまらず、町全体が結びつきをさら

に強め、幼児から高齢者までが生涯にわたって互いに関わり合いながら学び続けることのできる

地域創造・循環型教育システムへの取り組みを行います。 

また、児童生徒がより良い環境の中で教育を受けることができるよう、学校教育の環境整備を

進めるとともに、今後の児童生徒数等の状況を踏まえて、学校のあり方について検討を行います。 
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■小中学校の学級数及び生徒数（各年４月現在） 

 

小学校の生徒数の推移をみると、令和２年では 150 人で、平成 22 年から令和２年にか

けて、106 人の減少となっています。中学校の生徒数も同様に減少しており、令和２年で

は 65人で、平成 22年から令和２年にかけて 55人の減少となっています。 

学校名 

平成 22 年 平成 27 年 平成 31 年 令和２年 

学級数 
児童 

生徒数 
学級数 

児童 

生徒数 
学級数 

児童 

生徒数 
学級数 

児童 

生徒数 

（学級） （人） （学級） （人） （学級） （人） （学級） （人） 

坂本 

小学校 
6 43 4 34 4 31 4 34 

三ヶ所 

小学校 
6 106 6 72 

7 

（特 1） 
66 

7 

（特 1） 
60 

上組 

小学校 

6 

（特 1） 
54 

4 

（特 1） 
37 3 24 

4 

（特 1） 
15 

鞍岡 

小学校 

6 

（特 1） 
53 4 30 

5 

（特 1） 
37 

5 

（特 1） 
41 

小学校計 24 256 18 173 19 158 20 150 

五ヶ瀬 

中学校 
    

4 

（特 1） 
66 

4 

（特 1） 
65 

三ヶ所 

中学校 

3 

（特 1） 
87 3 84     

鞍岡 

中学校 

3 

（特 1） 
33 3 20     

中学校計 6 120 6 104 4 66 4 65 

※「三ヶ所中」と「鞍岡中」は平成 28年 4 月に「五ヶ瀬中」として統合 

※表中の（特）は特別学級数を示す 

資料：教育委員会 
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○主な施策 

（１）学校教育の充実 

・児童生徒一人ひとりに応じた学力の向上と、児童生徒への幅広い学びの提供を推進します。 

・各学校における「豊かな体験活動の充実」を図り、多様な価値観にふれる機会や交流を通して、

社会性や豊かな心等、非認知的能力を育むことができる学校教育を推進します。 

・学校教育を通して、児童生徒がたくましく生きるための基礎となる、健康づくりや体力づくり

推進します。 

・学校と保育所が連携をとり、子どもの発達段階ごとの特徴を踏まえた教育を実施します。 

・不登校・いじめの未然防止に努めます。 

・宮崎大学との連携協定を締結したことで、Ｇ授業のさらなる充実や教員の確保に努めます。 

（２）郷土教育・地域と連携した教育の推進 

・「五ヶ瀬町教育グランドビジョン」を推進し、学校や地域が一体となって、生涯学び続けること

ができる地域づくりを推進します。 

・本町の魅力について知る郷土教育を地域と連携して推進し、児童生徒が町に対して抱く愛着や

誇りを育成し、将来的に「五ヶ瀬に貢献したい」と考える児童生徒の育成を図ります。 

・コミュニティ・スクールを導入し、学校運営協議会を中心に、学校と地域住民等が力を合わせ

て学校の運営に取り組む体制を整備します。 

・児童の健全育成のため、地域全体で子どもたちを見守り、地域活動の参加の呼びかけや、学校

運営への地域の参画を図ります。 

・わくわくランチサービス等、学校給食を活用した児童生徒と地域住民との交流の促進を図りま

す。 

・地域や家庭が連携し、青少年教育や幼児の保護者を含めた家庭教育を推進します。 

（３）時代の変化に対応できる人材の育成 

・児童生徒の主体的・対話的で深い学びを重視し、変化する社会の中で、自らの知識や思考力、

人間性を最大限に発揮できる「生きる力」を育むことができる学校教育を推進します。さらに

Society5.0に対応できる教育環境の充実に取り組みます。 

・学校教育における情報教育の推進や、GIGAスクール構想に基づく校内 LAN 環境整備、１人１台

端末整備等の ICT環境の整備を行い、児童生徒の ICT 活用能力を育むとともに、教職員の ICT

を活用した指導力の向上を図ります。 

・英検の無償化やデジタル教材の導入を促進し、外国語教育の充実を図り、国際的な感覚を養う

とともに、グローバルに活躍する人材の育成に努めます。 

・五ヶ瀬町佐伯勝元教育基金を活用し、児童生徒海外派遣事業、奨学金事業、芸術・文化体験事

業、教育現場支援事業に取り組み、本町から世界に羽ばたく人材の育成や郷土愛を育む教育を

進めます。 
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（４）よりよい教育環境の整備 

・子どもたちが安心して学校生活を過ごせるよう、また、災害時の緊急避難場所として機能する

よう、学校施設の補修・整備、維持管理を実施します。 

・登下校の子どもに向けた通学路の安全確保に努めます。 

・学校施設の開放と利活用を図ります。 

・開かれた学校づくりを推進する中で、地域や保護者等の声を学校経営に活かすために、令和３

年度より学校運営協議会を町内すべての学校に設置し、コミュニティ・スクールを導入します。 

・教職員の資質向上を図るとともに、学校における働き方改革を推進します。 

・特別支援教育の充実を図るために、関係機関と連携を図りつつ、県が推進するエリアサポート

事業を有効活用し、教職員の資質向上に努めます。 

・学校給食の充実を図り、子どもたちの健全な発達を促進します。 

・遠方の児童生徒が通学に利用するためのスクールバスの運行を継続し、保護者の負担軽減を図

るとともに、安全な運行確保に努めます。 
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基本目標４ 豊かな人・心を育む 

社会教育の充実 
 

○現状と課題 

社会教育は生涯にわたる学習機会の提供や、地域社会の連帯感の醸成という重要な役割を持つ

ことから、青少年から高齢者までを対象に、幅広く事業を進めていく必要があります。そのため、

公民館組織、青年団組織、PTA・教育振興会等との連携・協調を積極的に推進するとともに、自主

的な活動を展開できるよう、それぞれの分野でのリーダー育成と組織体制づくり、多くの住民が

楽しみながら参加できる事業の考案等が求められます。 

生涯学習については、町による活動支援を実施していますが、今後は幅広い住民の参加を促進

し、活動のさらなる充実を図っていく必要があります。 

また、社会教育の推進を図るには、活動の拠点となる社会教育施設等が重要な役割を果たすこ

とから、計画的な整備・改修を行っていく必要があります。 

特に、図書館は社会教育の中核を担う施設ですが、本町の図書室は五ヶ瀬町町民センターの一

角に設置されており、図書館としての機能が十分でないことから、図書館機能の充実を図る必要

があります。 

○施策の基本方針 

幼児から高齢者まで生涯にわたり、互いに関わり合いながら学び続けることのできる地域創

造・循環型教育システム「五ヶ瀬教育グランドビジョン」を通じて、個々に適した生涯にわた

る学習の場を提供するとともに、地域・学校・家庭が一体となって豊かな心や深い郷土愛を育

んでいきます。 

また、住民の身近な学習の場、交流の場として、生涯学習の拠点となる社会教育施設等の充

実を図ります。 
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○主な施策 

（１）生涯学習・各区公民館活動の促進 

・各区公民館の自主的な社会教育活動への支援を行います。 

・生涯学習関係団体・組織の育成とネットワークの形成を図ります。 

・生涯学習講座の充実に向け、情報の収集や指導援助体制の充実を図ります。 

・五ヶ瀬町自然の恵み資料館を活用し、様々な企画展を展開します。 

（２）人材の育成及び協働の推進 

・各区公民館長の研修充実を図ります。 

・公民館組織、青年団組織及び PTA・教育振興会等と連携・協働し、人材の育成を図るとともに、

多様な人材が活躍できる場を創出します。 

（３）青少年教育の推進 

・青少年育成組織の活動や、地域活動の充実を通して、健全な青少年育成を推進します。 

・郷土教育の充実と教材の作成・活用を図ります。 

（４）社会教育施設の整備 

・社会教育施設の改修及び適正運営を図り、安全で有効な活用を促進します。 

（５）生涯の学びと暮らしに役立つ読書環境づくりの促進 

・図書館機能の充実を図り、多様化する住民のニーズに応えることができる図書館を目指します。 

・宮崎県が推進する「日本一の読書県」を目指した環境整備を図ります。 

・「五ヶ瀬町読書活動推進計画」に基づき、住民の読書活動の推進を図ります。 

・移動図書カー「ごかせマルシェ」の運行を継続し、住民の読書活動を推進します。 
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基本目標４ 豊かな人・心を育む 

スポーツの振興 
 

○現状と課題 

本町ではスポーツの振興施策として、体力づくりバレーボール大会、ソフトボール大会、町民

駅伝競走大会及び小学生ロードレース大会を毎年開催しています。また、スポーツをより身近な

ものとするために、五ヶ瀬町体育協会を中心に各種事業を展開し、スポーツに親しむ場の創出を

図っているほか、スポーツ推進委員やコミュニティスポーツ推進員の確保・育成に努めています。 

今後も、より多くの住民が気軽にスポーツを楽しみ、健康づくりや生涯スポーツに取り組める

環境づくりが必要です。また、ニュースポーツやレクリエーション活動における指導者の育成も

課題となります。 

○施策の基本方針 

「世界共通の人類の文化」であるスポーツを起点として、住民一人ひとりの健康増進を深め

るとともに、子どもから高齢者までが自らに適した運動を楽しめる環境づくりに努めます。ま

た、施設環境の充実や指導力の向上を促し、スポーツの「楽しさ」や「喜び」を誰もが味わう

ことができる機会の創出を進めます。 

「Ｇパーク」合宿受け入れ協力会を中心に、住民と連携した受け入れ体制の強化・充実を図

り、施設老朽化に伴う改修を計画的に行い、HPや広告等により情報を発信するなど、さらなる

合宿環境づくりに努めます。 
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○主な施策 

（１）地域内スポーツの振興とスポーツ指導力の向上 

・子どもから高齢者まで、誰もが自身に適した運動を楽しめるスポーツ環境づくりに努めます。 

・スポーツを通した住民一人ひとりの体力づくり・健康づくりを促進します。 

・スポーツ推進委員やコミュニティスポーツ推進員の確保・育成に努め、資質の向上を図ります。 

・ニュースポーツやレクリエーション活動の指導者育成や、普及を図ります。 

・スポーツ少年団をはじめとした各種スポーツ団体への指導力向上に努め、「スポーツで輝くこ

とのできる五ヶ瀬町」の実現を目指します。 

・体育協会の機能充実を図るとともに、各競技団体・組織等の強化と連携を強め、競技力向上や

スポーツ活動の普及・振興に努めます。 

・姉妹町である北海道新得町発祥の「フロアカーリング」を通じた交流を図ります。 

（２）スポーツ活動を通した地域活性化 

・Ｇパークでの合宿受け入れや、スキー場利用者の宿泊促進に向けた体制整備を行い、宿泊業や

飲食業を中心とした地域経済の活性化を図ります。 

・各学校体育館や荒踊の館等、既存施設を利用した合宿の受け入れを検討し、町内の受け入れ体

制の拡充を図ります。 

・本町の自然環境を有効活用できるトレイルランやクロスカントリー競技等の誘致を推進します。 

・本町の山の幸を使った、料理や弁当等アスリートフードの開発を検討します。 

（３）社会体育施設の整備 

・各種社会体育施設について、多くの方に利用してもらうため、計画的な整備・改修を行うとと

もに、備品等の充実を図ります。 

・Ｇパーク内芝生の養生期間を設定し、維持管理コストの縮減を図ります。 

・各種大会の実施に向けた施設整備を行います。 
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基本目標４ 豊かな人・心を育む 

歴史文化の継承と芸術文化の振興 
 

○現状と課題 

昨今、人々の生きがいづくりや心の豊かさの向上が求められており、文化活動に対する重要性

がますます高くなっています。 

町が支援する文化協会においては、舞台部門、作品部門の合同発表会を開催し、芸術・文化振

興を図っています。また、本町には国指定の重要無形文化財「荒踊」をはじめ、神楽、棒術、団

七踊りなどの郷土芸能が各地に伝承されており、地域の行事とともに次世代へと伝えられていま

す。 

しかしながら、過疎化や高齢化に伴う人口減少により、新たな担い手を確保することが難しく、

これが地域の課題となっています。さらに、情報化社会の中で、地域の歴史文化・芸術に関する

情報の発信が求められています。 

また、個人で所有する歴史資料等の一部は自然の恵み資料館で保管されていますが、町内に

は多くの歴史資料があり、今後の保存・管理を検討する必要があります。 

○施策の基本方針 

本町には「九州島発祥の地」というかけがえのない歴史とともに、郷土芸能をはじめとする国

指定・県指定・町指定の有形・無形の文化財があります。これらの貴重な歴史・文化遺産を保存

するとともに、未来へと継承する担い手を育成します。さらに、地域を越えた積極的な文化活動

を推進し、本町の魅力ある歴史・文化を広く情報発信します。 

現在行っている町史再編纂については、広く利活用を図っていきます。 

  



 

81 

 

○主な施策 

（１）文化財や郷土芸能の保存・継承 

・郷土芸能を保存・継承していくため、保存会における後継者の育成を支援します。 

・郷土芸能に関する資料の整備保存、衣装用具の更新を支援します。 

・各地区における伝統行事やイベントを継続的に実施できるよう支援します。 

・「荒踊」のユネスコ無形文化遺産登録に向けた取り組みを支援します。 

・文化財保存調査委員会の活動を推進します。 

・文化財の県・国による指定に向けた取り組みを推進するとともに、指定史跡・文化財の保護・

管理に努めます。 

・未指定文化財については調査を行い、指定文化財への検討を行います。 

・文化財や郷土芸能の情報を、町のホームページ等を活用し町内外へ発信します。 

・町内史跡・文化財・地域資源マップの作成を行い、観光ルートの整備に活用します。 

・学校での教材等を活用し、子どもたちへの文化教育を推進します。 

・他地域との文化・郷土芸能の交流を積極的に支援します。 

（２）芸術・文化活動の振興・交流 

・文化協会と連携し、芸術・文化の振興を推進します。 

・芸術・文化活動の振興・交流のための機会創出に努めます。 

・五ヶ瀬町自然の恵み資料館を活用し、様々な企画展を展開します。 

（３）歴史資料の保存 

・保存期間を経過した町の公文書等や音声データ、映像データを歴史資料として保存活用すると

ともに、保存施設を整備します。 
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基本目標４ 豊かな人・心を育む 

人権尊重・男女共同参画の推進 
 

○現状と課題 

人権は誰もが幸せに暮らすために、保障されている権利です。そのため、あらゆる差別や人権

侵害を解消し、性別にかかわらず個人として尊重される社会の実現を目指す必要があります。 

本町では、学校教育における人権教育の一環として、差別・いじめをテーマにした人権教室を

実施しており、幼少期からの人権教育を推進するとともに、多様な選択を可能とする教育と学習

を充実させています。今後は、家庭・地域・職場等において、男女共同参画、多文化共生、ハラ

スメント防止等についての教育・学習・研修等を行い、啓発を進めていく必要があります。 

現在、町では男女共同参画社会づくりの一環として、住民向けの研修会や講演会を開催し、庁

内においても各種研修会を実施しています。また、地域においては男女共同参画推進委員の活動

を充実し、男女共同参画の推進を図っています。 

SDGsにおいても「ジェンダー平等」が目標として掲げられている中、ジェンダー平等や女性活

躍を社会に浸透・定着させていくためには、幅広い層の世代が関心を持ち、協力していくことが

不可欠です。若者、女性、高齢者、外国人を含めた多様な人材の能力を最大限に引き出しながら、

より一層の周知と活動の充実を図る必要があります。 

○施策の基本方針 

様々な人権問題の存在を周知し、正しい知識を身につけることで、人権における偏見を排除

し、人権意識を高めていきます。そのために、人権教育・啓発に関する基本計画に基づき五ヶ

瀬町人権教育基本方針及び人権教育推進計画を策定します。 

幼少期から人権尊重に関する正しい知識を得ることができるよう、学校教育と社会教育の面

から、人権尊重に望ましい価値観を醸成し、よりよい人間関係を構築するためのコミュニケー

ションスキルの習得を目指した施策を推進します。 

また、誰もがありのままの自分を表現することができ、自身の個性が尊重される社会の実現

を目指すとともに、男女がともに働きやすい環境の整備と人材育成、登用機会の均等を推進し

ます。 

五ヶ瀬町男女共同参画基本計画の基本理念である「共に 認め合い 自分らしく 笑顔あふれ

るまち」を合言葉に、お互いを尊重し合い、支えあいながら、それぞれの個性と能力を十分に

発揮できる社会をつくり、すべての住民が、笑顔あふれて自分らしく、生き生きと暮らすまち

づくりを進めます。  
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○主な施策 

（１）人権についての教育・啓発の推進 

・多様な人権問題について、地域社会や職場等、様々な場所や機会において正しい知識を周知・

啓発し、住民の人権意識向上を図ります。 

・幼少期からの人権教育を推進し、人権・同和問題の正しい理解に向けた教育・啓発活動を進め

ます。 

・多文化共生や LGBT 等、近年新たに課題として考えられるようになった人権等に関する諸課題

について、正しい知識や考え方の啓発を行います。 

（２）人権擁護の推進と相談支援体制の充実 

・人権擁護委員による相談体制の充実を図ります。 

・不当な差別や職場等でのハラスメント、DV等の暴力・虐待、学校でのいじめなど、人権問題の

早期把握に努めます。 

（３）男女共同参画の推進 

・職業生活における男女の均等な雇用機会と待遇の確保及び女性の活躍推進を促進します。 

・家庭、学校、職場、地域等に対して男女共同参画意識の啓発活動を進めます。 

・職場における育児、介護休業等の定着促進を図ります。 

・あらゆる分野における政策決定過程への女性の参画拡大を図ります。 

・ワーク・ライフ・バランスの実践を促進します。 

・持続可能な組織を創る女性リーダーの育成を図ります。 
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第５章 

基本目標５ 

持続可能なまちづくりを推進する 

施策の分類 主な施策 

効率的な行財政運営 

効率的な行政運営の推進 

健全な財政運営の推進と財政基盤の確立 

土地の有効活用 

職員資質の向上 

ICTを活用した行政サービスの推進 

持続可能な地域 

づくりの推進 

持続可能な地域社会の形成 

コミュニティ施設の整備 

まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進 

情報化社会の構築 

情報通信基盤の整備 

行政の情報化の推進 

広報・広聴の充実 

情報教育・啓発の推進 
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基本目標５ 持続可能なまちづくりを推進する 

効率的な行財政運営 
 

○現状と課題 

地方分権の進展により、地方自治体には自らの責任と判断で地域の実情に応じた政策を立案・

執行する、自立した行政運営が求められています。 

本町ではこれまで「住民参加のまちづくり」を掲げて住民に開かれた行政運営を行っており、

行政計画においては、住民ニーズにあった計画の策定と遂行に努めています。また、その計画の

進捗評価を行い、事務作業の効率化や行政サービスの質の向上につなげるとともに、町のホーム

ページにて進捗評価の公表を行っています。 

また、自治体業務における ICTの活用が全国的に推進されています。本町においても、事務処

理の電子化やマイナンバーの活用等による効率的な行政運営・住民サービスの向上に努めていま

す。 

財政運営については、行財政改革や町有地の売却、事業費の見直しを進めるなど、財政の立て

直しを図り、比較的安定した財政運営を進めていますが、大規模事業等の実施に伴う財源確保と

将来的に安定した財政運営を図る必要があります。 

人事の適正配置と職員資質の向上については、人口減少社会において主体的に活躍できる職員

の育成や、専門知識やスキルを有する人材の適正配置について検討する必要があります。 

○施策の基本方針 

財政状況は厳しい状況ですが、多様化する住民ニーズや社会情勢の変化に対応した行政機能の

構築が必要です。行政においては、分権型社会の実践形として地域課題の解決に向け独自の工夫

を凝らし、地域を元気にさせる体制づくりや、分権改革提案機能充実のための人材育成を図りま

す。 

財政においては、統一的な財務書類による財政分析及び健全な財政運営の指針となる財政計画

の見直しを図ります。財務諸表を活用し、財政分析を進め、健全な財政運営を図ります。 

町有固定資産台帳の分析を行い、その有効活用及び適切な処分を実施します。特に宅地の確

保に向けた取り組みを実施し、移住・定住の環境整備を行います。 

地籍調査の継続に向け、次年度以降の未調査地区には事前に土地の確認や隣接する土地所有

者の確認をするよう周知・啓発をし、次期調査遂行の協力を得ます。 

課税の公平公正化を図るとともに、課税客体の把握に努めることで、税収確保のための滞納整

理を効果的に行います。 

公金管理においては、適正な管理を行いつつ、基金を活用し、収益性を見極めた資金運用を進

めます。また、町税等収納対策及び行政サービスの一環として、町税等のコンビニ収納の検討を

行います。 
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○主な施策 

（１）効率的な行政運営の推進 

・総合計画に基づいた「まち・ひと・しごと総合戦略」を推進するとともに、施策評価等を行い、

効率的な事業実施を促進し、その結果について、住民への情報公開を行います。 

・住民にとってわかりやすく、利用しやすい行政サービスの提供に努めます。 

・近隣自治体との広域連携により、スケールメリットを活かした情報共有やサービスの充実を図

ります。 

・姉妹町である北海道新得町との交流の促進を図ります。 

・事務事業等について、民間に委託可能であるかの検証を行った上で、積極的な民営化、事業委

託等を検討します。 

・町税等について、コンビニ収納やキャッシュレス決済ができるサービスを検討します。 

・公共施設の管理・運営を見直し、民間のノウハウを活かしたさらなる効率化を図ります。 

・地域組織検討委員会を継続して開催し、行政事務連絡の効率化を検討します。 

・行政事務上の区長制度と社会教育上の公民館長制度のあり方の検討を進めます。 

（２）健全な財政運営の推進と財政基盤の確立 

・統一的な財務書類の作成により、町財政の分析を進めます。 

・公有財産の見直し・有効活用を図り、健全な財政の運営を図ります。 

・公共施設の維持・運営に必要なコストを分析し、長期的な視点に立った施設管理・活用を進め

ます。 

・ネーミングライツの導入について検討するとともに、使用料や広告料について使用者（利用者）

負担の視点から見直しを検討します。 

・産業振興による住民の所得向上や、企業誘致による税収の増加を図り、財政基盤の強化を図り

ます。 

・税等の収納率向上へ向けて、関係各課による連携を強化し、全庁的な徴収体制を確立します。 

・「第３セクターの経営健全化に関する指針」及び各「第３セクター経営健全化方針」に基づき経

営健全化を目指します。 

（３）土地の有効活用 

・町有固定資産台帳の更新を行い、資産分析を進めます。 

・町有固定資産台帳を基に関係各課と情報共有を図りながら、利用・処分を進めます。 

・地籍調査を継続的に実施するにあたり、土地所有者の高齢化や世代交代により所有者が不明確

な土地が増えてきているため、GPSや航空写真画像を活用し、調査の完了を図ります。 
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（４）職員資質の向上 

・人材育成基本方針の改定を行います。 

・人事評価制度や職員研修を活用した、職員の自己啓発を図ります。 

・職員一人ひとりの、長期的な視点に立った政策形成能力の向上を図ります。 

・地方分権の進展や高齢化の進行などの社会環境の変化に対応できるよう、職員の能力の向上と

組織の能力向上を図る職員研修を計画的に実施し、個人と組織の能力向上を同時に図る取り組

みを行います。 

・職員の資質向上に向けて、民間や他自治体との人事交流や長期研修の実施を検討します。 

（５）ICTを活用した行政サービスの推進 

・紙資料の電子化や、事務事業への ICTの導入を検討し、業務の効率化を推進します。 

・マイナンバーカードの普及に努めるとともに、マイナンバーを活用した各種手続きの利便性の

向上などに努めます。 

・AI、RPAの導入による業務の効率化及び住民サービスの質の向上を目指します。 
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基本目標５ 持続可能なまちづくりを推進する 

持続可能な地域づくりの推進 
 

○現状と課題 

本町の集落は、各地域の川沿いや山間部の狭溢な土地に、大小様々な形で点在しています。

これまで町道や集落道などの道路網の整備や生活改善センターを建設し、利便性の向上、コミ

ュニティ活動の場の確保に努めてきました。 

一方、人口減少・少子高齢化により、地域における互助・共助や、集落の自治機能の維持が困

難となってきています。そのため、将来的な人口維持を見据えて、人口獲得に向けた取り組みや、

地域を維持していくことができる仕組みづくりを進めていく必要があります。 

本町では「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、地域の人口維持や活力維持に

向けた施策を展開しています。今後も地域住民が主体となり、移住・定住人口獲得に向けた地域

の魅力づくり・魅力発信を進めることが重要です。 

また、高度化・多様化する住民ニーズや、様々な地域課題に対して、行政と住民の適切な役

割分担に基づいた地域づくりを進めていく必要があります。 

○施策の基本方針 

持続可能な地域社会を実現するため、地域の自主性や個性を活かした住民主体での地域づく

りを進め、自助、共助、公助の補完性の原則を基本とした協働のまちづくりの基盤を構築しま

す。そのため、地域が持つあらゆる力を結集する地域づくり協議会を組織化するとともに、地

域づくり計画の立案により地域の将来像を共有します。 

人口減少に伴い、現在の行政区等の組織のあり方を見直し、組織統合・再編も視野に入れなが

ら、地域コミュニティのあり方を検討していきます。 

また、地域が置かれている状況を把握し、地域資源の活用や定住を促進するための人材育成

や、地域づくりに関する研修会等を通じ、住民との連携を図りながら、将来に向けた協働型地

域づくりの展開を図ります。 
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○主な施策 

（１）持続可能な地域社会の形成 

・まちづくりにおける基本理念を明らかにした「自治基本条例」を制定します。 

・概ね小学校区に１つの地域づくり協議会を組織化し、住民自治システムの構築を目指しま

す。 

・職員と住民が、ともにまちづくりに関ることができる仕組みづくりを行います。 

・自主的な活動を活性化するため、地域づくりのリーダーなどの人材育成を支援します。 

・買い物や通院などに利用できる、移動支援体系の構築や、地域の拠点形成を推進します。 

（２）コミュニティ施設の整備 

・コミュニティ活動の拠点となる集会施設等について、住民の交流の場として安全・安心に利用

できるよう、防災面にも配慮した施設の維持管理を行います。 

（３）まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進 

・五ヶ瀬町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、行政・地域が一体となり、人口維持に向

けた取り組みを推進します。 

・担い手不足の解消を図るため、関係人口創出に取り組み、担い手の確保だけでなく地域のイノ

ベーションや将来的な移住者の増加につなげます。 
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基本目標５ 持続可能なまちづくりを推進する 

情報化社会の構築 
 

○現状と課題 

情報通信処理技術（ICT）の急激な発達やスマートフォンの普及により、あらゆる情報をいつで

もどこでも入手することが可能となりました。また、Society5.0の実現に向けて、様々なモノや

サービスがインターネットを介してリンクする IoT（Internet of Things）技術の普及が全国的

に進んでおり、日常生活においても大きな変化をもたらしています。そのため、これらの情報通

信網等は、生活において必要不可欠な社会基盤となっています。 

本町の情報通信基盤については、地形的な要因で情報通信環境の整備の遅れや情報格差が生じ

ており、地域に応じた情報通信環境の整備が必要となっています。そのため、特に中山間地にお

ける難視聴区域及び高速通信網等の整備を行っており、町内全域における光ケーブルの整備の他、

防災無線のデジタル化を図っています。 

広報・広聴においては、広報「五ヶ瀬」の発行をはじめ、町ホームページや行政事務連絡会を

通じて町政情報を発信し、住民に対して細やかな情報提供に努めています。また、ホームページ

上での施設利用の予約状況の提供や、定期的な行政情報の発信を行います。広聴については、意

見交換や情報提供の場として、町政座談会等を実施しています。 

今後、住民ニーズを町政に反映するため、広聴機能を活用し、行政と住民の情報・アイデアを

共有していく必要があります。また、観光情報や、移住・定住につながる情報発信の手段として、

ホームページの他に SNSや動画配信サイト等の活用の検討が必要です。 

○施策の基本方針 

情報通信網を利用した行政サービスの充実及び行政が行っていることを周知する広報手段

としての充実を図ります。 

また、高度化する情報通信技術に対応するため、情報モラル教育や、情報セキュリティに関

する知識を深めるための施策を推進します。 

町広報紙・町ホームページ・防災無線等を積極的に活用することにより、行政情報や、その

他の住民生活に不可欠な情報の迅速かつ的確な提供に努め、日常生活におけるさらなる利便性

の向上を目指します。情報発信については、観光・交流の展開にも必須であることから、戦略

的かつ積極的な展開に努めます。 

また、議会について、その活動が住民に開かれたもので、かつわかりやすい議論となるよう

努めるとともに、より多くの住民が町政に関心を持ってくれるよう、議会報を通じて町政に係

る様々な情報や多様な意見を周知していきます。議会報告会についても、より多くの人に参加

してもらうよう開催方法の検討を行います。 
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○主な施策 

（１）情報通信基盤の整備 

・町内全域に敷設した光ケーブルの維持・管理を支援します。 

・住民による光ケーブルの利用促進に向けて、利用方法の周知や契約方法の説明を行います。 

・観光客による利用や、情報通信処理技術（IoT）の活用を見据えたネットワーク環境整備の推進

を検討します。 

（２）行政の情報化の推進 

・「災害対策情報集約システム」を活用し、行政情報や気象情報、災害情報を速やかに伝達できる

環境を整備します。 

・防災無線のデジタル化を図り、「五ヶ瀬町防災行政情報伝達システム」の整備を進め、住民誰も

が防災情報を受け取ることができるよう、情報通信基盤の整備を図ります。 

・防災無線の効率的な利活用について検討します。 

（３）広報・広聴の充実 

・広報紙や町ホームページ、SNS アプリのさらなる充実や新たな SNS アプリの活用を図り、町政

情報の発信を行います。 

・趣向を変えた広報誌の号外作成を検討します。 

・住民参加型の広報企画を連載し、住民が行政施策に関心を持ってもらうよう工夫します。 

・五ヶ瀬町情報公開条例に基づき、適切な情報公開・公文書管理を行います。 

・町政座談会や各種団体等との意見交換会を実施し、住民ニーズの把握に努めます。 

・住民意見を町政に反映する体制づくりを進めます。 

・観光振興や移住・定住の促進に向けて、ホームページ等を活用した PR やシティプロモーショ

ンを推進します。 

・各種報道機関と連携したパブリシティの拡充を図ります。 

（４）情報教育・啓発の推進 

・住民の誰もが等しく、安心して情報通信技術による利便性を享受できるよう、情報モラル教育

や情報セキュリティ教育を推進します。 

 


