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白川町町民憲章
わたくしたちは、自然も心も美しい白川町民であることに大きな誇りを持ち、
未来に続くみんなのしあわせをねがってこの憲章を定めます。
１．天地の恵みに感謝し、土を愛し緑を育て
１．心のふれあいを大切にし、笑顔で助け合い

きれいな水を守ります。
励ましあって進みます。

１．常に学ぶことを忘れず、教養を深め

ふるさとの文化を高めます。

１．働く喜びに生き、仕事と生産に励み

くらしを豊かにします。

１．きまりを守り、心身をきたえ

健康で明るいまちをつくります。

町の木“ひのき”

町の花“岩つつじ”

町の魚“アジメドジョウ”

町の鳥“ウグイス”

ごあいさつ
平成 23 年 3 月 11 日、白川町第５次総合計画が白川町議会におい
て議決・承認された日です。その日の午後 2 時 46 分、戦後最大の大
災害「東日本大震災」が発生しました。死者・行方不明者は 3 万人
に近づくのではと言われ、被害の実態はつかめていません。
被災されたそれぞれの市町村では、躍進するまちづくりを目指し
た総合計画を策定し、それぞれ全力を尽くして各種の事業推進を図っ
ていたと思いますが一瞬にして消え去り、まちの再建と残った住民の精神的回復と元気を
取り戻さなければなりません。想像を絶する地震と大津波、それに原子力発電所の事故が
重なり、災害予防のための公共投資増額はもちろんのこと、日本のみならず世界の国々に
おける原子力エネルギー政策の見直しも必要となる事態になりました。改めて亡くなられ
た方々のご冥福をお祈りするとともに、すべての被災者に心からお見舞いを申し上げ、一
日も早い復興をお祈り申し上げます。
高度経済成長期やバブル期における総合計画づくりは、道路整備、箱物づくりなど積極
的な公共投資の計画推進が中心となっていましたが、今回のような大災害を目の当たりに
すると、人の力、人の和、人の団結など、人の地域力を高めていくことの大切さを感じま
す。第 4 次総合計画のキャッチフレーズは「人と自然が輝く

あったかいまち美濃白川」

でした。今回の計画では、人の地域力を今一歩進めるため「水源の里の恵みいっぱい
力みなぎる人たちが暮らすまち

活

美濃白川」としました。

もちろん安全・安心で便利なまちづくりのためには、道路の整備や治水治山事業は、よ
り積極的に推進し、
弱い人にやさしいまちの実現を期さなければなりません。その上に立っ
てもう少し自分たちの地域を見直し、自然の恵みはもちろんのこと、特産品や地元企業の
活躍、活発な子どもたち、明るく元気なお年寄りたちなど、私たちのまち・白川町、水源
の里にあるすべての資源を見つめ直し、これらを活かしたまちづくりを推進しなければな
らないと思います。そして、すべての町民が一丸となって地域づくりやまちづくりに参画
し、活躍してもらうことが最も必要なことであると思います。
近代的な都市国家づくりは終わったと思います。自然を感じられる中で、穏やかな気持
ちと豊かな人間関係の中で生きられることに最大の喜びを感じられるような暮らしをしな
ければなりません。そして、いろいろな考え方、目的を持って暮らす多様な社会ではあり
ますが、すべての町民が常に地域社会の中で活躍するまちづくりを進めていきたいと考え
ています。
この第５次総合計画では、10 年後の白川町の姿を見込みましたが、常に見直しながら
町民の皆様が求めるまちづくりを展開する必要があると思います。人の地域力を一層高め
て「水源の里の恵みいっぱい

活力みなぎる人たちが暮らすまち

美濃白川」の実現のた

め、町民が一致団結して一歩一歩確実に前進しようではありませんか。
2011 年（平成 23 年）4 月
白川町長

今

井

良

博
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第１章

計画策定にあたって

1．計画策定の趣旨
本格的な

地域主権改革を控え、市町村には、自らの責任でものごとを選択し、地域の魅力を

（※）

活かしたまちづくりを進めることが期待されています。また、地域の実情を踏まえた、安定的な
財政運営が求められています。それらの実現には、地域の将来展望を見据えた戦略的な行財政運
営が必要であり、中長期的な視点からまちづくりの指針を示す総合計画の重要性が高まっていま
す。
私たちのまち、白川町では、平成 13 年度（2001 年）に「美濃白川ときめきプラン 21」と題
した第 4 次総合計画を策定しました。平成 22 年度（2010 年）までを計画期間として、
「人と自
然が輝くあったかいまち美濃白川」を

キャッチフレーズに、豊かな自然環境と調和のとれたま

（※）

ちづくり、様々な交流活動によるまちの活性化等の実現に向けた取り組みを進めてきました。こ
の間、生活環境、産業基盤の整備や環境対策、福祉対策、教育対策等の諸施策を計画的に進め、ゆっ
くりとではありますが着実に発展を遂げてきました。
しかし、暮らしの安全・安心に対する

ニーズが高まる一方、少子・高齢化の進展や景気低迷

（※）

の影響等により、税収は減少しており、まちづくりを取り巻く環境は厳しさを増しています。そ
のため、住民一人ひとりが、それぞれの立場で知恵を出し、主体的に行動することが必要となっ
てきます。
白川町第 5 次総合計画は、白川町に生きるみなさんが、ともに手を携え、安心して暮らせる
まちを実現する方策を示す指針として策定するものです。

2．計画の性格と役割
白川町第５次総合計画は、白川町におけるまちづくりの最上位の計画として位置づけられるも
のであり、行政における各種事業は計画に基づき実施されます。
また、住民と行政が協働し、自らの意思でまちづくりを進める地域となるため、計画は以下の
役割を担うものとなります。

◎ 町民にとっては、
「まちづくりに参画・協働するための共通目標」
町民に対し、これからのまちづくりの方向性や必要な取り組みを示し、町民がまちづくりに主
体的に参画・協働するための共通の目標となるものです。

◎ 白川町行政においては、
「自立したまちづくりを進めるための経営指針」
町行政においては、地域主権改革時代に即した自立した自治体を創造し、将来にわたって持続
的に経営していくための総合的な指針となるものです。

（※）地域主権改革 地域のことは地域に住む住民が責任を持って決めることのできる活気に満ちた地域社会をつくっていくこと。
（※）キャッチフレーズ 人の心をとらえる簡潔な宣伝文句。うたい文句。
（※）ニーズ 顧客の求めるもの。需要、要望、欲求。
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◎ 国・県・周辺市町村に対しては、
「必要な施策を要請していくための町の主張」
町だけでは実現が困難であり、国や県、周辺市町村の協力や連携が必要な目標について、その
実現の重要性を示すものです。

3．計画の構成と期間
白川町第５次総合計画は、
「基本構想」と「基本計画」で構成されます。また、計画書とは別
に「実施計画」を策定します。
■基本構想
基本構想は、平成 23 年度（2011 年）から平成 32 年度（2020 年）までの 10 年間を計画期
間とするもので、長期的な視点から目指すべきまちづくりの目標を掲げ、その実現に向けて住民
と行政のそれぞれに求められる取り組みの方向性を示すものです。将来の人口構造や社会経済情
勢の変化から予想される住民生活への影響などを見通すとともに、まちづくりのキャッチフレー
ズとなる将来像や分野ごとの目標となる施策の大綱を示します。
■基本計画
基本計画は、基本構想のまちづくりの目標を実現するために必要とされるまちづくりの取り組
みを体系的に整理するものです。
2011 年から 2015 年までの 5 年間を前期基本計画期間とします。5 年後に、計画の達成状況
や住民ニーズの変化、社会経済情勢の変化をもとに修正・見直しを行い、2016 年から 5 年間を
計画期間とする後期基本計画を策定します。
■実施計画
実施計画は、基本計画に示した行政の取り組みに対応した具体的な事業を示すもので、毎年度
における予算編成や事業実施の指針となるものです。財政状況を踏まえ、目標の実現に最も効果
的な事業を選択するとともに、最適な事業量についても検討します。
計画期間を 3 年間として、

ローリング方式により毎年度見直します。

（※）

平成

23

24

25

26

27

28

29

30

基本構想

平成23（2011）〜平成32（2020）年度

基本計画

平成23（2011）〜平成32（2020）年度

実施計画

31

（年度）
32

平成23年度〜平成25年度
平成24年度〜平成26年度
平成25年度〜平成27年度

毎年３カ年のローリング

（※）ローリング方式 計画の実施過程で、計画と実績の間に食い違いが生じていないかをチェックし、違いがある場合は実績に合わせて
計画を再編成して目標の達成を図る方式。
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第2章

計画の背景

1．白川町の概要
（1）沿革と地勢
白川町は、岐阜県の東部中濃に位置し、東濃、飛騨に囲まれています。東は中津川市および加
茂郡東白川村、西は加茂郡七宗町、南は恵那市、加茂郡八百津町、北は下呂市と接しています。
昭和 28 年に、当時の西白川村の町制施行により誕生し、昭和 29 年に坂ノ東村と合併、更に昭
和 31 年に、蘇原村、黒川村、佐見村との合併により現在の町域が形成されました。
東西約 24㎞、南北約 21㎞で U 字型の町域をなし、面積は 237.89㎢となります。町内は、海
抜 150m から 1,223m と高低差が激しく、87％を山林が占め、可住地面積は全体の 5％程度に
とどまります。町の西端を木曽川水系の飛騨川が南北に流れ、佐見川、白川、黒川、赤川の 4
つの支流が扇状に東側に伸び、これらの川沿いに集落が点在しています。

（2）交通
広域交通路線は、JR 高山本線と国道 41 号が飛騨川沿いを南北に縦断し、名古屋市や岐阜市、
高山市などと結んでいます。特急を利用すると岐阜まで 40 分、名古屋まで 1 時間程度で行くこ
とができ、自動車ではどちらも 1 時間 30 分程度を要します。平成 17 年 3 月には、東海環状自
動車道美濃加茂インターチェンジが開通し、広域への移動利便性が高まりました。また、今後
リニア中央新幹線の停車駅が東濃地域に設置される見込みです。

（※）

町域では、国道 41 号から国道 256 号が東進していることをはじめ、主要地方道が扇状に伸び、
これらに町道等が連結しています。

（3）人口と世帯
国勢調査人口は、昭和 30 年の約 17,900 人から減少が続いています。平成 22 年には約 9,500
人となっており、そのうち 65 歳以上が 36％を占め、高齢化が非常に進んでいます。また、町
の労働活力を支える 15 〜 64 歳人口は、昭和 45 年から 60 年にかけて、8,000 人前後ありまし
たが、少子化や都市への流出の影響で、平成 17 年には約 5,500 人にまで急速に減少しました。
国勢調査世帯数は、昭和 35 年の約 3,500 世帯をピークに減少しており、平成 22 年の世帯数
は約 3,100 世帯となりました。核家族化や単身世帯等の増加により、横ばいから微減に留まっ
ており、高齢者のみの世帯も多くなっています。

（※）リニア中央新幹線 東京都を起点に、甲府市付近、名古屋市付近、奈良市付近を主な経過地として、大阪市までを時速500km で走行
する超電導リニアモーターカーによって結ぼうとするもの。
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国勢調査人口の推移
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（4）産業
白川町の産業は、林業および農業とそれらの関連産業が中心です。林業では、全国的なブラン
ドとなっている「東濃桧」を生産するとともに、桧を柱材として使用した産直住宅建築も行われ
ています。また、農業では、高級茶として知られる「白川茶」の生産、製造が盛んです。
平成 17 年の国勢調査就業者総数は、約 5,200 人であり、昭和 45 年の約 7,700 人から減少傾
向にあります。特に、第 1 次産業の就業者数の減少が著しく、全国的な傾向と同様にサービス
産業化が進んでいます。就業者総数に占める農業や林業の第 1 次産業の割合は 12.1％であり、
白川町の基幹産業が厳しい局面にあることがうかがえます。

就業者数の増減
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2．社会経済の変化と白川町に与える影響
（1）人口減少
平成 17 年国勢調査をピークに、国内人口は長期の減少過程に入りました。今後、2020 年ま
でに約 443 万人の減少が見通されていますが、大都市部では引き続き人口が増加するという推
計があり、地方における加速度的な人口減少が懸念されます。
人口が減少すると、国内の消費市場が縮小し、経済成長率を押し下げる要因となります。産業
では、商品輸出や国際観光など国際市場を視野に入れた取り組みや新たな需要を掘り起こす事業
展開が必要となってきます。また、雇用の縮小により労働機会を求めて都市部への人口流出が懸
念され、雇用の場の創出が非常に重要となります。

（2）少子・高齢化
平均寿命の伸長と合計特殊出生率（1 人の女性が、生涯に出産する子どもの平均数）の低迷は
今後も続く見通しにあり、少子高齢化の傾向は一層顕著になると予想されます。
少子・高齢化の進展により、医療費や社会保障費の増加が予想され、地方財政の逼迫が懸念さ
れます。一方、元気な高齢者も増加することから、生きがいづくりや社会参加機会の確保が重要
となります。
また、生産年齢（15 〜 64 歳）人口も引き続き減少することから、経済活力の維持や地域づ
くりにおいて、高齢者や女性に対する期待が高まります。こうした人材の参加には、仕事と生活
の調和（ワークライフバランス）などの仕組みづくりが重要となります。
地域に目を転ずると、集落の超高齢化が進み、日常生活や地域自治に係る機能低下、学校や保
育園の維持に関する課題の顕在化などが予想されます。
そのため、
地域

コミュニティや公共サー

（※）

ビスの維持存続に向けた検討が必要となります。

（※）コミュニティ

地域社会。地域性と共同意識とによって形成する社会。
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（3）環境問題
地球温暖化問題に対して、政府は 2020 年までに

（※）

温室効果ガス排出量を 1990 年比で

（※）

25％削減する目標を掲げ、温暖化防止に向けた国民的運動として「チャレンジ 25」を開始しま
した。今後、自然エネルギーの活用や省エネ製品の選択、 エコ生活スタイルの選択など、住民
（※）

生活や事業活動において、環境対策を念頭に置いた取り組みが進むと予想されます。
白川町では、

木質バイオマスを燃料とした発電所として「森の発電所（森林資源活用セン

（※）

ター）」を整備しており、木くず等の有効活用による環境配慮型の林業および関連産業の育成が
望まれます。また、太陽光発電・風力発電・小水力発電など、再生可能エネルギーの普及促進が
期待されます。このほか、電気自動車などの普及も見通されており、充電施設などの整備が求め
られます。
一方、温室効果ガスの吸収源である森林保全も重要となります。木材流通価格の低迷や担い手
の高齢化などにより森林の荒廃が進んでおり、
持続可能な管理手法の確立が急務となっています。

（4）高度情報通信時代
日々の暮らしにおいて、携帯電話やパソコンを利用したメール送受信や

インターネット利用

（※）

が不可欠な時代となりました。今や ブロードバンド普及率は 6 割となり、2011 年 7 月に地上
（※）

デジタル放送への完全移行がなされると、
映像や音声など大容量の情報の送受信が一般的となり、
私たちの暮らしが大きく変わると予想されます。
白川町では、

光ケーブルの全町域への布設が完了し、本格的な高度情報通信時代に対応でき

（※）

る基盤が整ったと言えます。今後、インターネット利用の増加はもとより、高齢者の生活支援や
学校教育での活用などが期待されるため、使いこなす能力の養成と情報モラルの涵養が重要とな
ります。
また、通信において都市部とのつながりが確保されるため、在宅勤務や農林業など田舎暮らし
希望者の居住候補地となることも期待されます。

（※）エコ エコロジーの略。人間生活と自然との調和・共存をめざす考え方。
（※）地球温暖化 化石燃料の大量使用などで地球大気の温室効果が進み、気温が上昇すること。
（※）木質バイオマス 生物資源（bio）の量（mass）を表す言葉であり、
「再生可能な、生物由来の有機物資源（化石燃料は除く）」のことを
呼ぶ。そのなかで、木材からなるバイオマスのことを「木質バイオマス」と呼ぶ。
（※）温室効果ガス 大気中の二酸化炭素やメタンなど、太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を暖める働きがあるガス。
（※）インターネット さまざまなコンピューターネットワークが接続されることにより形成された世界的な電子情報通信ネットワーク。
（※）光ケーブル 電気信号を光に変えて通信を行う光通信で使用するケーブル。同軸ケーブルに比べ軽く、大容量のデータを伝送するこ
とができ、信号の減衰が少ない。
（※）ブロードバンド 高速な通信回線の普及によって実現される次世代のコンピュータネットワークと、その上で提供される大容量の
データを活用した新たなサービス。
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（5）経済・産業構造の変化
2008 年 9 月のいわゆるリーマンショックを契機とした全世界的な不況により、国内経済は未
だに先行き不透明な状況にあります。また、政府では TPP（環太平洋戦略的経済連携協定）へ
（※）

の参加を検討しており、参加した場合には食料自給率の低下や農家の廃業が懸念されており、本
町のような中山間地域の農業はさらに衰退し、農地の荒廃が進むと思われます。
地方における産業・経済は、こうした景気の動向や地域間競争の激化、規制緩和の影響等によ
り厳しさを増しており、第 1 次産業の低迷、企業の撤退などの状況がみられ、これらに伴う雇
用情勢の悪化や地域全体の活力低下が大きな問題となっており、地域産業の再構築が求められる
時代が到来しています。
本町においても、こうした動向を十分に踏まえながら、地域産業全体の活性化を促す取り組み
を進めていくことが求められます。

（6）安全・安心志向の高まり
近年、人々が経験したことのないゲリラ豪雨などの異常気象により全国各地で災害が発生して
います。また、近い将来に発生が懸念されている東海、東南海地震など、自然災害から町民の生
命と財産を守ることが重要な課題となります。
安全・安心な暮らしには、町民と行政が連携し、今まで以上に自助、共助、公助を基本とした
防災意識や防犯意識の高揚を図るとともに、砂防施設や急傾斜地崩壊対策施設などの整備を推進
する必要があります。

（7）地域主権改革の推進
平成の市町村合併が終わり、今後、基礎自治体には地域主権改革の受け皿となる行財政基盤の
一層の強化が求められます。不況により税収が不足する一方、

扶助費や公債費などの義務的経

（※）

費の増加が予測されるため、徹底した歳出抑制を図るとともに、効率的な行財政運営が重要とな
ります。
そのためには、限られた資源を効率配分することが必要であり、町職員一人ひとりの政策立案
能力や遂行能力を向上していくことが求められます。また、産業や環境などの分野では、

定住

（※）

自立圏等を活用した広域による事業推進を検討する必要があります。一方、防災や健康づくりな
どの分野では地域の自治力の向上による対応が期待されます。

（※）TPP 「環太平洋戦略的経済連携協定（Trans Pacific Partnership）」の略称。太平洋周辺の広い地域の国、例えば日本、中国、東南アジ
ア諸国、オセアニア諸国、アメリカなどが参加して、自由貿易圏を作ろうという構想。
（※）扶助費 児童福祉法や老人福祉法などの法令によって児童手当の支給や各種助成をする経費。
（※）公債費 町の借金を返済するお金。
（※）定住自立圏 地方圏において、安心して暮らせる地域を各地域に形成し、地方圏から三大都市圏への人口流出を食い止めるとともに、
三大都市圏の住民にもそれぞれのライフステージやライフスタイルに応じた居住の選択肢を提供し、地方圏への人の流れを創出する
ため、全国的な見地から推進していく施策。
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3．白川町のまちづくりの課題
（1）交流・連携の推進
人口減少が進む中で、集落活動が維持できなくなる 「限界集落」と言われるような地域が今
（※）

後増えてくる可能性があります。地域や地域活動を維持していくには、人のつながりと助け合う
心が重要です。
今後は、町民が力を合わせ地域を守っていくとともに、他地域や異文化との交流を深め、互い
の良さを理解し、ふれあいを通して新しいまちづくりの活力を生み出していく必要があります。

（2）産業・観光振興と雇用確保
過疎化や高齢化が進む中で、活力あるまちにしていくためには、若い世代の定着を図り、産業
の足腰を強くし、雇用の確保が求められています。
そのためには、白川町の資源を活かした産業・観光振興を図り、地域の活力と賑わいを創出し
ていく必要があります。

（3）少子・高齢化への対応
出生率が低下し、高齢者の割合が増えたために、少子・高齢化が全国平均を上回って進行して
います。まちの「宝」である子どもがたくさん生まれ、安心して子育てができ、高齢者が元気で
生きがいを持って暮らせるまちづくりが求められています。
そのためには、医療・健康・福祉体制、子育て環境の充実が必要不可欠ですが、厳しい財政状
況の下で、地域ぐるみのふれあいによる効率的な仕組みが求められます。

（4）安全・安心で便利なまちづくり
白川町の豊かな自然は、私たちにいろいろな恩恵を与えてくれる一方、危険や不便さも持ち合
わせています。100％満足できる環境を作ることは難しいですが、トータルで安全・安心・便利
さが感じられる白川町の自然と調和した防災対策や道路整備などの基盤整備を進める必要があり
ます。また、都市との情報格差を解消し、世界中のサービスを利用でき、世界中の人とのコミュ
ニケーションを図ることができる情報通信基盤網「e・しらかわちゃっと」を有効に活用してい
く必要があります。

（5）次代の担い手の育成
子どもが少ない状況の中で、子ども達にとって学業がよく身につき、集団生活の中で人との関
わり方など人間力を高める魅力のある学校となるような特色ある学校づくりが求められていま
す。
また、まちの歴史、文化、自然を学び、白川町に誇りと愛着を持てる子どもを育てるとともに、
子どもからお年寄りまですべての世代において、地域文化、技の伝承者や地域のリーダーを育て
る必要があります。

（※）限界集落 住民の50％以上が65歳以上で、生活道や林野の整備、冠婚葬祭など共同体としての機能を果たせなくなり、維持が限界に
近づいている集落。
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第 1章

まちづくりの目標

1．まちの将来像

水源の里の恵みいっぱい
活力みなぎる人たちが暮らすまち 美濃白川
白川町の「宝」
、それは「人」と「自然」です。
白川町は、都市のように何もかも揃った便利な地域ではありませんが、命の源となる「水」と
「空気」を創りだすとともに、山や川、田畑からの自然の恵みがあふれる、私たち人間が生きて
いくうえでかけがえのない「水源の里」です。
白川町が「水源の里」として、いつまでも自然が豊で美しく、住む人が元気であったかいまち
であるために、まちづくりの目標将来像を「水源の里の恵みいっぱい
らすまち

活力みなぎる人たちが暮

美濃白川」と設定します。

わたしたちは、この将来像を実現するために、次の 5 つの基本目標を設定し、豊かな自然環
境と地域資源を最大限に活かしたまちづくりを推進することにより、町民が四季を通じて幸せを
感じ、まちに対する愛着と誇りを持つとともに、共に助け合い、地域の絆を深めながら、活力あ
ふれるまちを目指します。

基本目標
1．人と人とのふれあいによるまちづくり
出生数の減少や過疎化により人口減少が進む中、地域を守り後世へ引き継いでいくためには、
地域の人々が協力し、助け合っていくことがまちづくりの基本となります。
今後も先代から続く地域コミュニティー活動を継続するとともに、新たな活動を推進します。
また、他地域や企業等との交流を通じ、水源の里の持つ水源涵養、国土保全などの重要な役割
を分かち合い、相互に助け合う良好な関係を築き、白川町ののどかな農村風景と地域を守ります。

2．緑（地域）の資源を活かした豊かなまちづくり
白川町の豊かな自然は農林業、観光、商工業など産業においても大きな「資源」となります。
この「資源」を活かして、人や食料、エネルギーができる限り地域で有効に活用される仕組みを
つくり、活力ある豊かなまちを目指すとともに、白川町の「宝」としてこれからもずっと守り、
育てていきます。

3．住む人みんなにやさしいまちづくり
町には赤ちゃんからお年寄りまでさまざまな人が暮らしています。みんなが健康で生きがいを
持って充実した生活を送るために、地域のつながりや家庭のふれあいに支えられた、あったかい
生活環境をつくることが必要です。
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年齢やそれぞれの状況に目を配り、適切な支援を行うとともに、地域のつながりを基に、共に
助け合うまちづくりを進めます。

4．安全・安心・便利なまちづくり
町民が生活の豊かさを感じるには、
「安全」
「安心」
「便利」がキーワードとなってきます。白
川町の豊かな自然はわたしたちにさまざまな恩恵を与えてくれるとともに、時には災害をもたら
すなど厳しい一面を持っています。
この豊かな自然を守り、上手く活用しながら、物の豊かさだけにとらわれない白川町に合った
基盤整備を進めます。また、災害を未然に防ぐための施設整備や、
「自助」
「共助」
「公助」を基
本とした防災意識の高揚を図り、豊かな自然と調和した住みやすいまちを目指します。

5．白川を愛し、たくましく心のあったかい人を育むまちづくり
白川町の未来を担う子ども達が自分のまちに誇りと愛着を持ち、自然や文化、人との交流を楽
しみ、人の気持ちが分かり、常に向上心を持ち行動する、たくましい人づくりを目指します。ま
た、地域の歴史・文化を保存、伝承し、誰もがいつでも学べる環境をつくり、生きがいづくりや
社会参加の促進を図るとともに、スポーツ団体の支援や指導者の育成を図り、町民の心と体の健
康増進を図ります。

2．人口の目標
（1）居住人口
白川町における過去 10 年間の人口動態を見てみると、出生と死亡による自然動態と、転入と
転出による社会動態の増減合計を平均すると年間約 150 人の人口減少が続いています。少子化
に伴う自然減はもとより、進学や就職を契機とした転出が要因であると考えられますが、まちの
活力維持には、居住地域単位で一定の人口規模を維持していくことが必要です。
人口減少を抑制するため、
雇用創出など若い世代が町内に定住できる環境をつくります。また、
田舎暮らしに対する価値を高めるとともに、転入者や若者向けの住宅整備、空き家の有効活用や
農業・林業をはじめとする就労機会の確保など、定住を可能とする基盤づくりを進めていきます。
さらに、未婚者の結婚活動の支援や子育て環境の充実により、出生数の増加を促す取り組みを
進めます。このような総合的なまちづくりの推進により、平成 32 年度（2020 年）の目標人口
を 9,500 人とします。

（2）交流人口
白川町では観光による交流を推進し、
中京圏をはじめとして多くの都市住民が
訪れています。白川茶や白川ハムなどの
特産品、道の駅美濃白川ピアチェーレや
クオーレふれあいの里などの観光・交流
施設の知名度が高まり、都市住民による
白川町の認知度は高まっています。この
ように多くの人が訪れる現状を活かし、
木曽川水系飛騨川流域の「水源の里」と
しての理解を深め、協働により水源涵養

13

第2部

基本構想

を図っていくことが、白川町にとって最も望むべき交流であるといえます。したがって、都市住
民や企業との協働により森林保全を促すなど、さらなる交流を推進していきます。
また、

二地域居住や定住、U・I・J ターン等による人材の確保が重要と考え、農園付きコテー

（※）

ジの整備や新規就農者支援を図ってきました。今日では、その効果が着実に現れつつあり、新た
に田舎暮らしを始める場として、白川町が選ばれる地域となっていくことが期待されます。その
ため、農業・林業体験や田舎暮らしの機会を創出し、白川町の本質的な魅力に対する理解を促し
ていきます。

3．土地利用の目標
白川町では、森林が町域の 9 割近くを占
めており、都市部の水源、あるいは、温室効
果ガス吸収源など多様な公益的機能を有し
ています。しかし、木材に対する経済価値の
低下や林業従事者の高齢化などにより、適正
な整備、保全が行われない森林が増加し、森
林の持つ多面的機能の発揮への影響が危惧
されています。そのため、森林・林業に関わ
る人々が定住し、林業生産活動等を継続でき
るよう活性化を図るとともに、都市との連携
により森林を保全する仕組みを再構築し、豊
かな自然を後世に継承していきます。
一方、住民の生活や経済活動は、町域の 1
割余りの限られた地域で行われており、土地
の有効活用は極めて重要です。そのため、企
業誘致や定住人口確保に向けた住宅整備な
ど、戦略的な政策に応じた用地確保に努める
とともに、遊休農地を効果的に利用できるよ
うな支援を行います。
なお、人口の減少により自治会活動が困難
となる地区が生じる懸念もあり、地域単位で
の人口動向を注視しながら、集落再編の必要
性について検討していきます。

（※）二地域居住 都市と農山村、2つの地域で一定期間・反復的に生活するスタイルのこと。
（※）U ＩＪターン Ｕターンはいったん町外に転出した人が、出身地に帰り定住すること。
Ｉターンは、町出身者以外の人が町内に定住すること。
Ｊターンは、県外に転出し、出身地の周辺主要都市に定住すること。
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第2章

施策の大綱

水源の里の恵みいっぱい 活力みなぎる人たちが暮らすまち 美濃白川

1. 人と人とのふれあいによる
まちづくり

地域コミュニティ活動の推進
地域間交流の推進
ぎふ清流国体の推進
国際交流の推進

2. 緑（地域）の資源を活かした
豊かなまちづくり

農業の振興
林業の振興
観光の振興
商工業の振興
クリーンエネルギーの活用

3. 住む人みんなにやさしい
まちづくり

保健・医療の充実
社会保障の充実
高齢者福祉の充実
障がい者福祉・地域福祉の推進
子育て環境の充実

4. 安全・安心・便利な
まちづくり

道路交通網の整備
情報基盤の利活用
防災対策の充実
生活環境の充実
自然環境の保全

5. 白川を愛し、たくましく
心のあったかい人を育む
まちづくり

未来を担う子どもたちの育成
生涯学習・スポーツの充実
芸能・文化の振興
15
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1．人と人とのふれあいによるまちづくり
「上流は下流を思い、下流は上流に感謝する」
私たちのまち白川町は水源の里として、都市部に水や食料をはじめ、木材など原材料を供給す
るとともに、CO2 削減など温暖化防止機能や防災機能、国土保全、里山の生物多様性維持などの
環境保全の役割を担ってきました。
こうした機能は、町民が生活を営む中で山林、農地を維持保全してきたことにより保たれてき
ましたが、経済状況の変化による農林業の衰退や若者の都市部への流出が進み、土地や集落の維
持が厳しい状況になってきました。
この進行を止めなければ山林、農地は崩壊し、水源の里の持つ多様な機能が失われ、我が国の
国土形成と国民生活に深刻な影響をもたらすことが懸念されます。
集落はまちの基盤となる単位であり、地域の維持存続には、この基礎単位である集落の人と人
とのつながりを大切にしていく必要があります。これからは、集落の維持活動や住民による地域
おこし活動を推進し、都市住民などとの交流も図りながら移住、定住を促進しまちの活力を生み
出していきます。
本町は、平成 24 年に開催されるぎふ清流国体でライフル射撃とクレー射撃の開催地となって
います。この国体の開催を「清流白川」
「魅力ある白川」を全国に発信する絶好の機会とし、町
民みんなで全国から来町する選手、役員、観客のみなさんを温かく迎え、心をこめたおもてなし
により大会の成功と人とのつながりを創ります。
行財政運営については、都市は都市らしく農山村は農山村らしく、それぞれの魅力を活用して、
相互に役割分担を行い、無理な運営を行うことなく、町民が安心して暮らせる地域づくりを目指
します。

2．緑（地域）の資源を活かした豊かなまちづくり
白川町の活力を高めるとともに、人口流出を抑制するには、雇用の創出が極めて重要です。し
かし、今日のような経済状況では、外部から企業を誘致することは厳しく、恵まれた自然資源を
産業活力に活用していくことが、むしろ重要と考えられます。したがって、農業や林業において、
付加価値創出やエネルギー活用など営利事業として成立可能な

ビジネススキームの構築に努め

（※）

ます。あわせて、豊かな山林・農地を後世に継承可能な管理体制の構築、耕作放棄の解消による
農地の効果的活用に取り組みます。
また、観光では豊かな自然に育まれた「資源」を活かし、白川町を体感していただくことで、
訪れる人に「感動」と「安らぎ」を与え、人のつながりとまちの賑わいを創出します。
また、高齢化の進展により福祉や健康分野で新たな産業需要が拡大する見通しにあり、受け皿
となる産業の育成を図ります。
こうした新しい産業に若い世代が就職することにより、まちの活性化が期待されます。そのた
め、体験を通じて資格や技術を習得する機会の創出、様々な支援を講じていきます。

（※）ビジネススキーム
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特定の事業を推進して行く上での、商品設計やマーケティング戦略などを含めた全体的な枠組みと計画のこと。

3．住む人みんなにやさしいまちづくり
先行き不透明な経済情勢のなか、医療・福祉をはじめとして将来の生活に対する漠然とした不
安が高まっています。特に、高齢化が進み、自主財源に乏しい白川町では、こうした不安を払拭
していくことが極めて重要です。
保健事業については、成人保健、母子保健、精神保健事業を中心に、乳幼児から高齢者までき
め細かな保健指導により、疾病予防や健康レベルを高めます。
医療については、かかりつけ医、歯科医をもつよう啓発に努めるとともに、近隣市町村と連携
し、医師確保や救急医療体制の確保など可能な方策を検討し、

病診連携を含めた医療体制の充

（※）

実を図ります。
高齢者福祉については、自立した生活を続けるための「介護予防・いきがい活動事業」と在宅
での生活を支えるための「支え合い事業、生活支援事業」を重点に推進します。
障がい者福祉については、障がい者が地域の中で普通に生活できる環境と自立と社会参加を支
援する体制を整備するとともに、施設入所者の高齢化対策を推進します。
広い町域に集落が点在している特性を踏まえ、買い物や通院など日常生活に支障を生じさせな
いような移動手段を確保します。また、情報通信基盤を活用し、質の高い医療や福祉サービスを
地域で受けられるようにするとともに、弱者を支え合えるコミュニティの形成など、自治力の向
上により地域の基礎的な課題に対応できる地域づくりを行い、住み慣れた地域で安心して暮らし
続けられるような取り組みを推進します。
少子化の原因は多様で複合的ですが、女性が子どもを産みにくい要因の一つとして、子育て環
境が整っていないことがあげられます。
白川町で子育てをするすべての親が、子育てのよろこびを味わい歩むことができるよう相談体
制の充実や子育て支援ネットワークの充実を図ります。また、中学校卒業までの医療費無料化、
任意予防接種費用助成等の様々な支援策の実施と恵まれた自然環境の中で子育て環境日本一を目
指します。

4．安全・安心・便利なまちづくり
暮らしの利便性を高めることは、住
民の定着につながるとともに、転入促
進のきっかけとなります。そのため、
インフラ整備は、まちづくりの第一

（※）

歩であるといえます。
今後、住民の通勤・通学や事業者の
物流、他地域との交流活性化が予想さ
れる中で、円滑な移動を促す道路整備
は、白川町において重要な取り組みの
一つであり、積極的な整備を進めてい
きます。また、安全・安心な水の提供
や移住、定住を促進する住宅の整備、
（※）病診連携
（※）インフラ

地域医療等において、核となる病院と地域内の診療所がおこなう連携のこと。
インフラストラクチャーの略。国民福祉の向上と国民経済の発展に必要な公共施設を指す。
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合併処理浄化槽の普及やごみ処理など衛生環境の改善により、質の高い住環境を提供します。
高度情報通信時代を迎え白川町では高速通信環境の整備と地上デジタル放送への対応が課題と
なっていましたが、平成 22 年に情報通信基盤網「e・しらかわちゃっと」が完成したことによ
り情報格差が解消されました。これからは、この「e・しらかわちゃっと」を利用した

遠隔医

（※）

療システム、独居老人等の見守りシステム、防犯、防災システム等への活用を推進します。
白川町の豊かな自然はまちの宝ですが、時には災害をもたらすこともあります。町民の生命と
財産を守るために消防団の果たす役割は大きいですが、若者の流出により団員確保が困難な状況
となっています。これからは、消防団員確保に努めるとともに、消防協力隊の編成を図り、消防署・
消防団・自主防災組織・女性防災クラブが一体となって地域の防災体制の強化に努めます。また、
砂防、急傾斜地などの防災施設の整備も進め、町民が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進します。

5．白川を愛し、たくましく心のあったかい人を育むまちづくり
白川町の魅力のひとつは、住民の心
のあったかさにあり、教育や地域活動
を通じて育んでいくことが重要と考え
ます。
保育園では、
「子育ての主役は親」
であることに基本を置きながら、低年
齢児保育、障がい児保育、延長保育、
子育て相談、子育て支援センター事業
等を実施しながら安心して子育てでき
る環境づくりに努めます。
学校教育では、学校・保育園・家庭・
地域が協力し、
「少人数のよさを活かした教育」
、
「福祉教育」
、
「ふるさと教育」を推進し、知・心・
体・食の調和のとれた人間味のある心身ともにたくましい子どもの育成を目指します。学校は地域
の宝であり、各地域で存続できるよう、若い世代の定住促進等により児童生徒の確保を図ります。
集落の維持、活性化には、行動力があり、まとめ役となる地域リーダーが必要になります。地
域やまちづくりに関心を持ち行動するきっかけとなる研修などの実施により、地域活力の原動力
となる地域リーダーの育成を図ります。
各地域に残る祭りや伝統文化の継承、他地域の人とのふれあいは、白川町の魅力を再認識し、
まちに対する誇り、愛着を醸成するとともに、おもてなしの心が養われます。こうした地域文化、
郷土芸能等の保存・活用を図るとともに、これらに対する住民意識の高揚に心掛け、地域間交流、
各種イベントを通じて地域活性化を図るべく、文化資源の把握と活用に努めます。
また、生涯学習やスポーツ活動など、個人の意欲に応じて自己実現できる機会を創っていくこ
とも自信と生きがいをもたらします。
生涯学習については、人生それぞれの時期に応じた文化活動、学習機会を提供していくととも
に、自主活動のための組織づくりや講座・教室の講師、指導者の育成を図ります。
社会体育については、住民一人ひとりが何らかのスポーツに親しめる生涯一人 1 スポーツの
推進と、加えて指導者の育成確保を図ります。
こうした心を豊かにする取り組みを積極的に推進し、白川町が誇れる心のあったかい人を育ん
でいきます。
（※）遠隔医療
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医師と患者が距離を隔てたところでインターネットなどの通信技術を用いて診療を行なう行為。

第3章

まちづくりの基本姿勢

1．総合計画に基づきまちづくりを進める
まちづくりニーズの多様化・専門化や厳しい経済状況が予想される中、限られた行財政資源の
効果的な活用は不可欠であり、自治体の最上位計画である総合計画に基づき、共通認識のもとで
まちづくりを進めることがこれまで以上に重要となります。したがって、総合計画には、まちづ
くりの中長期的な目標を掲げ、その目標を達成する視点から全ての施策・事業が推進されるため
の指針としての性格を持たせます。
基本計画では、計画の進捗管理を行うとともに、目標達成に寄与する施策・事業を体系化し、
責任の所在を明らかにします。また、達成状況の評価結果をもとに、次の計画を策定する

マネ

（※）

ジメントサイクルを形成します。

2．協働による地域自治を推進する
政府による「新しい公共」宣言の発
表により、
「国民が決める社会」の実
現に向けて、町民や企業、活動団体が
地域づくりの当事者となっていくこと
が望まれます。
町民みんなが、まちづくりの主役と
して、人と人とのつながりによる協働
して活動できる仕組みづくりに努める
とともに、地域住民の自主的な活動や
まちづくりを担う町民、活動団体を積
極的に支援します。また、まちづくり
の情報提供に努めるとともに、町民の町政への参加を促し、幅広く町民の意見が反映される協働
によるまちづくりを目指します。
これまでも、白川町では、自治会や各種団体が、環境美化や交通安全、防災、福祉等の活動を
行ってきました。こうした活動を拡大していくことが期待されていますが、少子・高齢化や人口
減少の影響により、地域の自治組織の機能低下も懸念されます。
そのため、持続可能な地域自治の組織形態や運営方法について検討するとともに、まちづくり
における住民と行政の役割を再検討していきます。

（※）マネジメントサイクル 目的を達成するために、多元的な計画を策定し、計画通りに実行できたのかを評価し、次期への行動計画へ
と結びつける一連の管理システム。

19

第2部

基本構想

3．行財政基盤を強化する
今後、地方主権改革の推進により、地
域の特徴を活かした独自性のあるまち
づくりが実現される可能性が高まりま
す。一方、基礎自治体である市町村では、
権限に見合った政策立案・遂行能力が問
われるようになります。他の地域で魅力
的な政策が展開されれば、人口や産業の
流出を招きかねないことから、行政職員
一人ひとりの能力を高めるとともに、地方自治の受け皿となるべく組織・機構改革を進めます。
また、持続的な自治体運営には、健全な財政運営が不可避です。無駄をなくし、

経常経費と

（※）

人件費の歳出削減に努めることはもちろん、定住促進や産業振興等により、安定した税財源の確
保と国・県の制度を有効に活用することが重要です。特に、人口減少や高齢化の進展に伴い、社
会保障分野など経常的な歳出の増加が見通されるなかで、住民ニーズに応じて臨機応変に対応す
るため、戦略的な新規事業を実施するための予算確保に努めます。

4．広域行政を推進する
従来の市町村行政では、大都市から小規模町村に
至るまで、あらゆる公共施設の整備や行政サービス
の提供を行ってきました。しかし、自治体規模が小
さければ、サービス水準は低くなり、十分に活用さ
れ難くなっている点は否めません。定住自立圏構想
が提唱され、隣接する自治体との連携による高度な
サービス提供を選択肢とすることも必要となってい
ます。
そのため、行政サービスについては、美濃加茂市
との定住自立圏の形成及び、近隣町村との連携を深
め、町単独による提供に固執せず、健全な財政運営
を前提に、住民にとって最大の効果を得るという視
点から検討していきます。

（※）経常経費
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人件費、扶助費、公債費等、毎年度連続して固定的に支出される経費。

