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中山町長

第６次中山町総合発展計画の
策定にあたって

　人口減少と少子高齢化の同時進行、大規模地震や豪雨など激甚化する自然災害、個人の
価値観やライフスタイルの多様化、高度情報化社会の急速な進展など、令和の時代を迎え
た現在、国内外の社会情勢は大きく変化し、その影響は、人々の暮らしにも様々な形で表
れています。

　このような時代の変化に的確に対応するとともに、第５次中山町総合計画によりこれま
で築き上げてきたまちづくりを尊重し、継承しながら、町民すべてが夢を持てるまちづくり・
将来にわたり持続可能な地域づくりを総合的かつ計画的に推進するため、その基本的な指
針となる新たな総合計画「第６次中山町総合発展計画」を策定しました。

　この第６次中山町総合発展計画では、新たなまちの将来像「郷土の誇りを未来につなぐ
　ひとが輝く健幸のまち　なかやま　～思いやりの絆で築く　みんなの想いが響くまち～」
を掲げ、これらの実現に向けた６つの基本目標とともに、施策分野の枠を超えて横断的・
重点的・優先的に取組む４つの「分野横断の取組み（重点プロジェクト）」を設定しています。

　「郷土の誇り」とは、単なるまち自慢や郷土愛ではなく、「このまちをより良い場所にす
るために自分自身が関わっている」という当事者意識であり、個人そして町民の気持ちです。
　安全・安心・住みよいまちづくりを一層進めていくとともに、中山町が持つ特性や資源
を磨き上げ、人々から生涯住み続けたいまちとして選ばれるようなまちを目指し、町民の
皆さまをはじめ、地域、事業者、各種団体等と連携を図り、お互いの長所や知恵を活かし
ながら、町民一人ひとりの自分事として、着実な計画推進を図ってまいります。

　結びに、第６次中山町総合発展計画の策定にあたり、２箇年にわたりご審議をいただき
ました中山町政策推進会議委員の皆さま、中学生アンケートに御協力をいただいた中山中
学校生徒の皆さん、そして、住民アンケートやまちづくりワークショップなど、様々な機
会を通して貴重なご意見やご提言をいただきました町民並びに町議会議員の皆さまに、心
から御礼と感謝を申し上げます。

　　　　令和３年３月

佐 藤　俊 晴
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基本構想基本構想

基本計画基本計画

実施計画実施計画
実施計画３年間

ローリング方式で毎年見直し

基本計画10年間

基本構想10年間

前期5年を評価
必要に応じて見直し

　総合計画は、町の将来にわたる長期的な展望の下に、町政の全分野を対象とした総合的かつ計画的なまちづくりを
進めていくための指針となる計画です。
　本町では、平成23（2011）年度から平成32（2020）年度までを計画期間とした第５次中山町総合計画「みんなで創
る　なかやまプラン」を平成23（2011）年３月に策定し、将来像である「ふれあいと絆　緑豊かな　輝くふるさと　
なかやま－みんなで創る　安心・躍動・協働のまち－」の実現に向け、消防常備化体制の構築、中山中学校・学校給
食センターの改築、町立図書館「ほんわ館」の整備など、各種施策を推進し、着実にまちづくりを進めてきました。
　この間、わが国では人口減少と少子高齢化が同時に進行しており、地方においても、大都市への若者の流出による
急速な人口減少が大きな課題となっています。また、大規模な地震や豪雨などの自然災害への対応、個人の価値観や
ライフスタイルの多様化、高度な情報化社会の進展など、国内外の社会情勢は大きく変化し、町民の暮らしにも様々
な影響が表れています。
　総合計画については、平成23（2011）年の地方自治法の改正により、同法による策定義務はなくなりましたが、本
町では平成30（2018）年に中山町総合計画策定条例を制定し、計画策定の根拠と位置づけを明らかにしました。その
うえで、町政の全分野を対象としたまちづくりの指針となる総合計画を策定し、総合的かつ計画的な町政運営を図り、
もって町民の福祉の向上と、住みよいまちづくりを推進していくこととしました。
　こうした状況の中、第５次中山町総合計画の計画期間の終了を受け、今後10年間の総合的かつ計画的なまちづくり
の指針となる新たな総合計画「第６次中山町総合発展計画」を策定するものです。

　本計画は、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」の３層で構成されています。

　計画期間は、令和３（2021）年
度から令和12（2030）年度まで
の10年間とします。

計画策定の趣旨

令和３
(2021)
年度

令和８
(2026)
年度

令和７
(2025)
年度

令和12
(2030)
年度

計画の構成と期間

2040年を見据えた中山町
の将来像を定めます。

　計画期間は、令和３（2021）年度から令
和12（2030）年度までの10年間とし、前期
５年で実績の評価を行い、必要に応じて
計画の見直しを行うものとします。

基本計画
基本構想に基づく取組みの
方向性を定めます。

　計画期間は、３年間として、
ローリング方式で毎年見直し
別途策定します。

実施計画基本構想
基本計画を実現する事業を
３年単位で組み立てます。
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中山町長

第６次中山町総合発展計画の
策定にあたって

　人口減少と少子高齢化の同時進行、大規模地震や豪雨など激甚化する自然災害、個人の
価値観やライフスタイルの多様化、高度情報化社会の急速な進展など、令和の時代を迎え
た現在、国内外の社会情勢は大きく変化し、その影響は、人々の暮らしにも様々な形で表
れています。

　このような時代の変化に的確に対応するとともに、第５次中山町総合計画によりこれま
で築き上げてきたまちづくりを尊重し、継承しながら、町民すべてが夢を持てるまちづくり・
将来にわたり持続可能な地域づくりを総合的かつ計画的に推進するため、その基本的な指
針となる新たな総合計画「第６次中山町総合発展計画」を策定しました。

　この第６次中山町総合発展計画では、新たなまちの将来像「郷土の誇りを未来につなぐ
　ひとが輝く健幸のまち　なかやま　～思いやりの絆で築く　みんなの想いが響くまち～」
を掲げ、これらの実現に向けた６つの基本目標とともに、施策分野の枠を超えて横断的・
重点的・優先的に取組む４つの「分野横断の取組み（重点プロジェクト）」を設定しています。

　「郷土の誇り」とは、単なるまち自慢や郷土愛ではなく、「このまちをより良い場所にす
るために自分自身が関わっている」という当事者意識であり、個人そして町民の気持ちです。
　安全・安心・住みよいまちづくりを一層進めていくとともに、中山町が持つ特性や資源
を磨き上げ、人々から生涯住み続けたいまちとして選ばれるようなまちを目指し、町民の
皆さまをはじめ、地域、事業者、各種団体等と連携を図り、お互いの長所や知恵を活かし
ながら、町民一人ひとりの自分事として、着実な計画推進を図ってまいります。

　結びに、第６次中山町総合発展計画の策定にあたり、２箇年にわたりご審議をいただき
ました中山町政策推進会議委員の皆さま、中学生アンケートに御協力をいただいた中山中
学校生徒の皆さん、そして、住民アンケートやまちづくりワークショップなど、様々な機
会を通して貴重なご意見やご提言をいただきました町民並びに町議会議員の皆さまに、心
から御礼と感謝を申し上げます。

　　　　令和３年３月

佐 藤　俊 晴
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　総合計画は、町の将来にわたる長期的な展望の下に、町政の全分野を対象とした総合的かつ計画的なまちづくりを
進めていくための指針となる計画です。
　本町では、平成23（2011）年度から平成32（2020）年度までを計画期間とした第５次中山町総合計画「みんなで創
る　なかやまプラン」を平成23（2011）年３月に策定し、将来像である「ふれあいと絆　緑豊かな　輝くふるさと　
なかやま－みんなで創る　安心・躍動・協働のまち－」の実現に向け、消防常備化体制の構築、中山中学校・学校給
食センターの改築、町立図書館「ほんわ館」の整備など、各種施策を推進し、着実にまちづくりを進めてきました。
　この間、わが国では人口減少と少子高齢化が同時に進行しており、地方においても、大都市への若者の流出による
急速な人口減少が大きな課題となっています。また、大規模な地震や豪雨などの自然災害への対応、個人の価値観や
ライフスタイルの多様化、高度な情報化社会の進展など、国内外の社会情勢は大きく変化し、町民の暮らしにも様々
な影響が表れています。
　総合計画については、平成23（2011）年の地方自治法の改正により、同法による策定義務はなくなりましたが、本
町では平成30（2018）年に中山町総合計画策定条例を制定し、計画策定の根拠と位置づけを明らかにしました。その
うえで、町政の全分野を対象としたまちづくりの指針となる総合計画を策定し、総合的かつ計画的な町政運営を図り、
もって町民の福祉の向上と、住みよいまちづくりを推進していくこととしました。
　こうした状況の中、第５次中山町総合計画の計画期間の終了を受け、今後10年間の総合的かつ計画的なまちづくり
の指針となる新たな総合計画「第６次中山町総合発展計画」を策定するものです。

　本計画は、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」の３層で構成されています。

　計画期間は、令和３（2021）年
度から令和12（2030）年度まで
の10年間とします。
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５年で実績の評価を行い、必要に応じて
計画の見直しを行うものとします。

基本計画
基本構想に基づく取組みの
方向性を定めます。

　計画期間は、３年間として、
ローリング方式で毎年見直し
別途策定します。

実施計画基本構想
基本計画を実現する事業を
３年単位で組み立てます。
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　本町は、豊かな自然資源のほか、江戸時代には舟運のまちとして栄えた歴史などから、豊富な歴史文化資源を有
しています。また、恵まれたスポーツ環境も整っています。
　近年は、山形市などのベッドタウンとして大きく発展を遂げてきた経緯がある、本町のこれからのまちづくりに
は、進行する人口減少に配慮しながら、これらの特性や資源を活かし、次世代へ引き継ぎつつ、多くの人々が安心
して住み続けることができるようにしていくことが重要です。
　そのため、本計画では、次の４つを基本理念に掲げ、まちづくりを進めていきます。

計画の体系

※健幸：個々人が健康かつ生きがいを持ち、安心安全で豊かな生活を営むことができること。心身の健康にとどまらず、健康
づくりの取組みや社会参加などを通じての幸せを含む概念。

基本理念１• みんなが安心・安全・快適に住み続けられるまち
基本理念２• みんなが自然や文化に触れ愛着と誇りをもてるまち
基本理念３• みんなが健康で心豊かに生涯活躍できるまち
基本理念４• みんながつながり支え合い成長するまち

郷土の誇りを　未来につなぐ　ひとが輝く健幸※のまち　なかやま
～思いやりの絆で築く　みんなの想いが響くまち～

基本目標１ ● 安心して生活できる子育てと福祉のまちづくり

基本目標 2 ● 自然環境と共生した安全に生活できるまちづくり

基本目標 3 ● 利便性が高く快適に生活できるまちづくり

基本目標 4 ● 活気と交流を生み出す産業が成長するまちづくり

基本目標 5 ● 健康で心豊かな人を育むまちづくり

基本目標 6 ● 人と人とがつながる協働によるまちづくり

基本構想
まちづくりの基本理念

　これまで築き上げてきたまちづくりを尊重し、継承しながら、現在まちが置かれている状況や町民意向から、本
計画において設定したまちづくりの基本理念に基づく新しいまちの将来像を、次のように設定します。

まちの将来像

基本目標

3

分野別計画　基本施策

１－１　健康・医療 　１－２　地域福祉 　　１－３　子育て支援 
１－４　高齢者福祉 　１－５　障がい者福祉 　　１－６　社会保障等 
２－１　環境保全 　２－２　環境衛生 　　２－３　防災・減災 
２－４　消防・救急 　２－５　防犯・交通安全  
３－１　土地利用 　３－２　住宅・住環境　　 ３－３　道路・公共交通 
３－４　公園・緑地 　３－５　上下水道  
４－１　農業 　　　　　４－２　商工業 　　４－３　観光・交流 
５－１　学校教育 　５－２　社会教育  
６－１　男女共同参画等　 ６－２　地域力 　　６－３　協働・参画 
６－４　行財政運営 　６－５　広域行政 　　６－６　情報発信・共有 

　分野横断の取組み（重点プロジェクト）は、基本構想に掲げるまちの将来像の実現に向け、基本目標を柱とする
施策分野ごとの取組みに加え、施策分野の枠を超えて横断的に取組むものです。
　次の４つの取組みを分野横断の取組み（重点プロジェクト）として掲げるとともに、「安全・安心・住みよいま
ちづくり」「中山町の魅力の向上」「人口減少の抑制」「持続可能な地域づくり」を共通の方向性として定め、本計
画期間内に特に重点的・優先的に取組みます。

分野横断の取組み（重点プロジェクト）

分野横断の取組み
（重点プロジェクト）

郷土の誇りを  未来につなぐ  ひとが輝く健幸のまち  なかやま
～思いやりの絆で築く　みんなの想いが響くまち～

《まちの将来像》

分野横断の取組み（重点プロジェクト）
計画期間内に特に重点的・優先的に取り組む施策

１．防災・減災　
　　災害につよい
　　まちづくりに
　　向けた取組み

３．歩きやすい
　　まちづくり・
　　歩いて健幸の
　　まちづくりの
　　取組み

２．子どもたちが
　　住み続けたい・
　　帰ってきたいと
　　思える
　　まちづくりに
　　向けた取組み

４．町役場庁舎・
　　公共施設再配置
　　の事業化に
　　向けた取組み

◆町役場庁舎更新計画の検討
◆庁舎防災拠点機能の強化

◆コンパクトなまちづくりの推進
◆防災・レクリエーション拠点の
　形成に向けた検討

◆中山町の魅力の発見と発信
◆『楽しみながら歩く』をつくる
　取組みの推進

◆町防災対策の強化
◆地域防災体制の整備・充実
◆防災教育の充実

・安全・安心・住みよいまちづくり
・中山町の魅力の向上
・人口減少の抑制
・持続可能な地域づくり

共通の方向性

基本計画

1. 防災・減災
　 災害につよいまちづくり
　 に向けた取組み

2. 子どもたちが
　 住み続けたい・
　 帰ってきたいと
　 思えるまちづくりに
　 向けた取組み

3. 歩きやすいまちづくり・
　 歩いて健幸の
　 まちづくりの取組み

4. 町役場庁舎・
　 公共施設再配置の
　 事業化に向けた取組み

分
野
横
断
の
取
組
み

（
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
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　本町は、豊かな自然資源のほか、江戸時代には舟運のまちとして栄えた歴史などから、豊富な歴史文化資源を有
しています。また、恵まれたスポーツ環境も整っています。
　近年は、山形市などのベッドタウンとして大きく発展を遂げてきた経緯がある、本町のこれからのまちづくりに
は、進行する人口減少に配慮しながら、これらの特性や資源を活かし、次世代へ引き継ぎつつ、多くの人々が安心
して住み続けることができるようにしていくことが重要です。
　そのため、本計画では、次の４つを基本理念に掲げ、まちづくりを進めていきます。

計画の体系

※健幸：個々人が健康かつ生きがいを持ち、安心安全で豊かな生活を営むことができること。心身の健康にとどまらず、健康
づくりの取組みや社会参加などを通じての幸せを含む概念。
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基本理念３• みんなが健康で心豊かに生涯活躍できるまち
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郷土の誇りを　未来につなぐ　ひとが輝く健幸※のまち　なかやま
～思いやりの絆で築く　みんなの想いが響くまち～
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基本目標
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ちづくり」「中山町の魅力の向上」「人口減少の抑制」「持続可能な地域づくり」を共通の方向性として定め、本計
画期間内に特に重点的・優先的に取組みます。

分野横断の取組み（重点プロジェクト）

分野横断の取組み
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～思いやりの絆で築く　みんなの想いが響くまち～
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　　まちづくりの
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　 思えるまちづくりに
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3. 歩きやすいまちづくり・
　 歩いて健幸の
　 まちづくりの取組み

4. 町役場庁舎・
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　 事業化に向けた取組み

分
野
横
断
の
取
組
み

（
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
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　町においては、地域防災計画の見直しにより、災

害情報の発信や避難所の開設・運営、災害時要配慮

者等の避難支援など、災害発生時に各部局が担うべ

き役割の再整理を行うとともに、職員を対象とした

災害対応訓練等の充実により、町防災体制の強化を

図ります。

　また、災害復旧に向けた支援施策の検討や非常用

食糧・物資の備蓄など、平時より防災・減災に向け

た体制・仕組みづくりを計画的に整備・推進し、災

害への備えをより万全なものとするよう努めます。

　地域においては、自主防災組織等による地域防災

活動等を通して町民の防災意識の高揚を図るととも

に、地域住民同士の見守りや声掛け、助け合いなど、

平時より地域のつながりづくりを推進することによ

り、災害や有事の際、地域と行政が「自助」「共助」「公

助」それぞれの役割を果たすことができる体制を整

取組みの目標

主要施策

❶ 町防災対策の強化
❷ 地域防災体制の整備・充実
❸ 情報伝達体制の強化
❹ 災害復旧に向けた取組みの推進
❺ 将来の町の防災担い手の育成

防災・減災
災害につよいまちづくりに向けた取組み№1

分野横
断の取組み

（重
点プロジェクト）

え、災害につよいまちづくりを推進します。

　さらに、幼児期からの切れ目のない防災教育を実施することにより、子どもたちの町や地域の防災・減災

に関する継続的な学びの機会を創出し、災害の際に家族・地域の安全確保に役立つ行動ができる将来の町の

防災担い手の育成を目指します。

分野横断の取組み（重点プロジェクト）
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　自らが住む町や地域のことを大人も子どもたちも

一緒になって知ること・学ぶことができる機会づく

りや、地域と子どもたちとの関わり・ふれあいなど

を通して、子どもたちの中山町に対する郷土愛を育

み、学業等により一度町外に出ることになっても、

将来住居を定める際に、『中山町に帰ってきたい』

と思えるようなまちを目指します。

　また、『魅力あるまちとは、そこに住む住民が住

みやすいまち』という考え方のもと、安全・安心・

住みよいまちづくりを推進することに加え、町の情

報を積極的に町内外に発信するとともに、定住・移

住や結婚・就業等に関する相談・支援体制の充実を

図るなど、本町への定住・移住を推進することによ

り、本町の人口減少の抑制を目指します。

　特に、定住するまちを決めようとする20歳台後半

から30歳台・就学前の子どもがいるファミリー層等

若い世代のニーズを踏まえ、子育てに関する経済的

取組みの目標

主要施策

❶ 子どもと地域との関わりや体験活動の充実
❷ 中山町の魅力の向上・発見・情報発信の推進
❸ 子ども・子育て支援の充実
❹ 定住・移住支援の充実
❺ 創業・就農・就業支援の充実
❻ 結婚・新生活の応援

子どもたちが住み続けたい・帰ってきたいと
思えるまちづくりに向けた取組み№2

分野横
断の取組み

（重
点プロジェクト）

支援や保育・教育環境の向上など、子ども・子育て環境の充実を図るとともに、定住支援施策の創設などにより、

『中山町に住みたい・帰りたい』を後押しすることで、生涯住み続けたいまちとして選ばれるようなまちを目

指します。

分野横断の取組み（重点プロジェクト）
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分野横
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点プロジェクト）
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　「楽しみながら歩くこと」は行き交う人とあいさ

つを交わしたり、季節の移ろいや田畑の様子、地域

の史跡など、自動車を利用していては気づきにくい

「小さな発見」を通して、身体の健康だけではなく、

心の豊かさをもたらし、日々の暮らしに潤いを与え

るものです。

　町民が安全に、楽しみながら歩くことができる取

組みを推進するとともに、道路（歩道）環境や公共

施設の整備において「歩きやすいまちづくり」の視

点を考慮するなど、町を挙げて「歩きやすい・楽し

みながら歩くことができるまちづくり」を推進する

ことにより、町民の「歩くこと」への参加の第一歩

を後押しするとともに、継続的な健康づくりの意識

醸成を図り、町民が心身共に健康で、幸せな暮らし

を実現できる『歩いて健幸のまちづくり』を目指し

ます。

　また、車を運転しない子どもや高齢者なども、公

共交通機関を利用しながら歩いて暮らせるようなま

ちづくりを推進します。

取組みの目標

主要施策

❶ スポーツによる健康づくり活動の推進
❷ 『楽しみながら歩く』をつくる取組みの推進
❸ 道路（歩道）環境美化の促進
❹ 歩行施設設備の機能向上の推進
❺ 生活交通としての公共交通の機能強化

歩きやすいまちづくり・歩いて健幸の
まちづくりの取組み№3

分野横
断の取組み

（重
点プロジェクト）

分野横断の取組み（重点プロジェクト）
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　町の公共施設については、

その利用状況や整備時期、

老朽化の程度等を踏まえな

がら、各施設の必要性やこ

れからの中山町にふさわし

い施設の在り方について検

討を進めるとともに、その

適正な管理運営に努めます。

　中でも町役場庁舎は、町

の行政サービス全体に関わ

る重要な施設であり、その

在り方は、町全体の公共施

設の配置にも大きな影響が

取組みの目標

主要施策

❶ 町役場庁舎更新の検討
❷ 防災・レクリエーション拠点形成に
　 向けた検討
❸ 公共施設の再配置に向けた検討
❹ コンパクトなまちづくりの推進

町役場庁舎・公共施設再配置の
事業化に向けた取組み№4

分野横
断の取組み

（重
点プロジェクト）

あります。

　そのため、町役場庁舎の老朽化に伴う更新に際しては、財政的な影響や来庁者の利便性の向上、防災拠点

としての機能の確保、歩きやすいまちづくり・コンパクトなまちづくりとの関連、町内に分散する行政機能

の集約化、中央公民館等との複合化、その場合の現有施設の利活用方策など多様な視点について具体的な検

討を進め、町民や町内事業者等と行政が一緒になって、町民が望む新しい町役場庁舎の姿を考えていきます。

分野横断の取組み（重点プロジェクト）
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❷ 防災・レクリエーション拠点形成に
　 向けた検討
❸ 公共施設の再配置に向けた検討
❹ コンパクトなまちづくりの推進

町役場庁舎・公共施設再配置の
事業化に向けた取組み№4

分野横
断の取組み

（重
点プロジェクト）

あります。

　そのため、町役場庁舎の老朽化に伴う更新に際しては、財政的な影響や来庁者の利便性の向上、防災拠点

としての機能の確保、歩きやすいまちづくり・コンパクトなまちづくりとの関連、町内に分散する行政機能

の集約化、中央公民館等との複合化、その場合の現有施設の利活用方策など多様な視点について具体的な検

討を進め、町民や町内事業者等と行政が一緒になって、町民が望む新しい町役場庁舎の姿を考えていきます。

分野横断の取組み（重点プロジェクト）
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安心して生活できる子育てと福祉のまちづくり

１－１　健康・医療
　医療・保健の連携や、各種健診（検診）、健康教育・相談、食生活改善などの健康増進事業の推進により、町民の健幸（健
康で幸せであること）増大を目指します。

１－２　地域福祉
　行政と地域住民等との連携により、お互いに支え合うことができる地域福祉体制の充実を図り、町民一人ひとりが
安心して暮らすことができるまちを目指します。

１－５　障がい者福祉
　障がい者の社会的自立と社会参加を促進・支援することにより、障がい者が地域で安心して、快適に生活すること
ができるまちづくりを推進します。

１－６　社会保障等
　医療費の適正化による国民健康保険の安定した運営、国民年金被保険者の受給権確保など、必要としている町民が
必要な社会保障を受けられるよう適正な運用に努めます。

１－３　子育て支援
　子どもは社会全体の希望であり、未来を創っていく存在です。すべての子どもたちが自分らしく健やかに成長でき
るよう、まち総ぐるみで応援します。
　子育て家庭の精神的な不安、経済的な負担、仕事と子育ての両立など、子育て家庭を取り巻くさまざまな課題をき
ちんと理解し、各々の家庭のニーズに即した支援を行うことにより、子育てをすることが楽しく、幸せを感じること
ができる、子育てに優しいまちづくりを目指します。

１－４　高齢者福祉
　生涯学習活動やレクリエーションなどの多様な活動への支援により高齢者の生きがいづくりを進め、社会参加の促
進を図ります。高齢者世帯の支援のため、自立支援事業・介護予防事業の充実を図り要介護者の増加を抑制します。
高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう地域包括ケアシステムを構築します。

①救急医療対策の実施　②乳幼児の育成支援　③スポーツによる健康づくり活動の推進
④健康増進事業の推進　⑤感染症予防の推進　⑥保健福祉センターの適正管理

①生活支援の充実　②保健・医療サービスの充実　③療育・教育の推進
④雇用・就業の支援　⑤住みよい福祉のまちづくりの推進　⑥障がいに対する啓発の推進
①国民健康保険事業の健全化の推進　②国民年金制度の啓発　③低所得者福祉の推進

①保育サービスの充実　②子ども・子育て支援の充実　③子どもと母親の健康の確保
④食育の推進　⑤経済的負担の軽減制度の継続　⑥ひとり親家庭等の自立支援
⑦放課後児童クラブの設置・運営　⑧要保護児童対策の推進

①高齢者の社会参加の促進　②高齢者の自立支援サービスの拡充　
③介護サービスの充実と介護予防の推進　④高齢者のための医療制度の円滑な運営
⑤高齢者の相談、支援体制の充実　⑥地域で高齢者を支える体制と居場所づくりの推進
⑦地域包括ケアシステム構築の推進　⑧高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

①地域の見守り体制・見守り活動の充実　②社会福祉協議会活動への支援
③社会的弱者への支援　④災害時に配慮を要する方への支援
⑤福祉意識の高揚と福祉ボランティアの育成

№1基本
目標

№

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

基本施策

健康・医療

地域福祉

子育て支援

高齢者福祉

障がい者福祉

社会保障等

主要施策

分野別計画
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自然環境と共生した安全に生活できるまちづくり

２－１　環境保全
　不法投棄等の防止により、自然環境の保全・住みよい生活環境の形成を図ります。
　また、再生可能エネルギーの利用や省エネルギーの取組みを推進することにより、温室効果ガスの排出抑制を図り、
地球温暖化対策を推進します。

２－２　環境衛生
　廃棄物対策としての３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）を推進し、循環型社会の実現を目指します。
　また、狂犬病発生防止のため、登録犬全頭の狂犬病予防注射接種を推進します。
　町営斎場については、計画的な修繕により、施設の適正な維持管理に努めます。

２－５　防犯・交通安全
　町民が安全で安心して暮らしていけるよう、犯罪の防止
と死亡事故ゼロの継続を含む交通事故の減少、並びに消費
者被害の未然防止と早期発見を目指した対策の充実を図り
ます。

２－３　防災・減災
　町民との協働による防災・減災の取組みにより、平時か
ら防災意識を高め、災害発生に備えるとともに、大規模地
震や豪雨などの自然災害が発生した際には、地域防災計画
に基づく的確な対応を実施し、災害被害の低減及び人的被
害が生じないことを目指します。

２－４　消防・救急
　山形市との消防事務に係る連携を推進するとともに、地
域において消防活動にあたり、大規模災害の際にも活躍が
期待される消防団員の確保により、救急や地域の消防に対
する体制の充実・強化を図ります。

№2基本
目標

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

環境保全

環境衛生

防災・減災

消防・救急

防犯・交通安全

№ 基本施策 主要施策
①不法投棄防止対策の推進　②地球温暖化対策の推進
③再生可能エネルギー設備の導入促進
①ごみの適正排出及び適正処理の推進　②ごみ減量化と再資源化の推進
③犬の登録及び狂犬病予防注射の徹底　④斎場施設の適正な運営管理
①防災・減災対策の充実　②自主防災組織の整備及び活動促進
③地域防災計画等の整備　④国、県、関係機関と連携した対策の実現
①山形市との消防事務委託に係る連携　②消防団の強化　③消防水利の維持管理
④消防力の強化
①防犯対策の推進　②交通安全対策の充実
③消費生活対策の推進

分野別計画
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安心して生活できる子育てと福祉のまちづくり

１－１　健康・医療
　医療・保健の連携や、各種健診（検診）、健康教育・相談、食生活改善などの健康増進事業の推進により、町民の健幸（健
康で幸せであること）増大を目指します。

１－２　地域福祉
　行政と地域住民等との連携により、お互いに支え合うことができる地域福祉体制の充実を図り、町民一人ひとりが
安心して暮らすことができるまちを目指します。

１－５　障がい者福祉
　障がい者の社会的自立と社会参加を促進・支援することにより、障がい者が地域で安心して、快適に生活すること
ができるまちづくりを推進します。

１－６　社会保障等
　医療費の適正化による国民健康保険の安定した運営、国民年金被保険者の受給権確保など、必要としている町民が
必要な社会保障を受けられるよう適正な運用に努めます。

１－３　子育て支援
　子どもは社会全体の希望であり、未来を創っていく存在です。すべての子どもたちが自分らしく健やかに成長でき
るよう、まち総ぐるみで応援します。
　子育て家庭の精神的な不安、経済的な負担、仕事と子育ての両立など、子育て家庭を取り巻くさまざまな課題をき
ちんと理解し、各々の家庭のニーズに即した支援を行うことにより、子育てをすることが楽しく、幸せを感じること
ができる、子育てに優しいまちづくりを目指します。

１－４　高齢者福祉
　生涯学習活動やレクリエーションなどの多様な活動への支援により高齢者の生きがいづくりを進め、社会参加の促
進を図ります。高齢者世帯の支援のため、自立支援事業・介護予防事業の充実を図り要介護者の増加を抑制します。
高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう地域包括ケアシステムを構築します。

①救急医療対策の実施　②乳幼児の育成支援　③スポーツによる健康づくり活動の推進
④健康増進事業の推進　⑤感染症予防の推進　⑥保健福祉センターの適正管理

①生活支援の充実　②保健・医療サービスの充実　③療育・教育の推進
④雇用・就業の支援　⑤住みよい福祉のまちづくりの推進　⑥障がいに対する啓発の推進
①国民健康保険事業の健全化の推進　②国民年金制度の啓発　③低所得者福祉の推進

①保育サービスの充実　②子ども・子育て支援の充実　③子どもと母親の健康の確保
④食育の推進　⑤経済的負担の軽減制度の継続　⑥ひとり親家庭等の自立支援
⑦放課後児童クラブの設置・運営　⑧要保護児童対策の推進

①高齢者の社会参加の促進　②高齢者の自立支援サービスの拡充　
③介護サービスの充実と介護予防の推進　④高齢者のための医療制度の円滑な運営
⑤高齢者の相談、支援体制の充実　⑥地域で高齢者を支える体制と居場所づくりの推進
⑦地域包括ケアシステム構築の推進　⑧高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

①地域の見守り体制・見守り活動の充実　②社会福祉協議会活動への支援
③社会的弱者への支援　④災害時に配慮を要する方への支援
⑤福祉意識の高揚と福祉ボランティアの育成

№1基本
目標

№

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

基本施策

健康・医療

地域福祉

子育て支援

高齢者福祉

障がい者福祉

社会保障等

主要施策

分野別計画
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自然環境と共生した安全に生活できるまちづくり

２－１　環境保全
　不法投棄等の防止により、自然環境の保全・住みよい生活環境の形成を図ります。
　また、再生可能エネルギーの利用や省エネルギーの取組みを推進することにより、温室効果ガスの排出抑制を図り、
地球温暖化対策を推進します。

２－２　環境衛生
　廃棄物対策としての３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）を推進し、循環型社会の実現を目指します。
　また、狂犬病発生防止のため、登録犬全頭の狂犬病予防注射接種を推進します。
　町営斎場については、計画的な修繕により、施設の適正な維持管理に努めます。

２－５　防犯・交通安全
　町民が安全で安心して暮らしていけるよう、犯罪の防止
と死亡事故ゼロの継続を含む交通事故の減少、並びに消費
者被害の未然防止と早期発見を目指した対策の充実を図り
ます。

２－３　防災・減災
　町民との協働による防災・減災の取組みにより、平時か
ら防災意識を高め、災害発生に備えるとともに、大規模地
震や豪雨などの自然災害が発生した際には、地域防災計画
に基づく的確な対応を実施し、災害被害の低減及び人的被
害が生じないことを目指します。

２－４　消防・救急
　山形市との消防事務に係る連携を推進するとともに、地
域において消防活動にあたり、大規模災害の際にも活躍が
期待される消防団員の確保により、救急や地域の消防に対
する体制の充実・強化を図ります。

№2基本
目標

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

環境保全

環境衛生

防災・減災

消防・救急

防犯・交通安全

№ 基本施策 主要施策
①不法投棄防止対策の推進　②地球温暖化対策の推進
③再生可能エネルギー設備の導入促進
①ごみの適正排出及び適正処理の推進　②ごみ減量化と再資源化の推進
③犬の登録及び狂犬病予防注射の徹底　④斎場施設の適正な運営管理
①防災・減災対策の充実　②自主防災組織の整備及び活動促進
③地域防災計画等の整備　④国、県、関係機関と連携した対策の実現
①山形市との消防事務委託に係る連携　②消防団の強化　③消防水利の維持管理
④消防力の強化
①防犯対策の推進　②交通安全対策の充実
③消費生活対策の推進

分野別計画

10



利便性が高く快適に生活できるまちづくり

３－１　土地利用
　豊かな自然環境を保全するとともに、今後の人口減少に伴う未利用地増加に対する適正管理・利活用を図ります。
　また、車を運転しない子どもや高齢者なども、公共交通機関を利用しながら、歩いて暮らせるコンパクトシティの
構築を目指した土地利用を推進します。

３－２　住宅・住環境
　住宅の耐震化の促進については、特に家主の地震等に対する危機意識の高低によるところが大きいため、関連する
情報の発信や意識啓発を促すための種々の活動を積極的に展開することで、防災意識の更なる醸成と、既存制度の有
効な利用促進を目指します。
空き家対策については、所有者等による適正管理を促進し、利用可能な空き家は利活用を推進する一方、管理不全空
き家については、関係機関等と連携し、問題の解消に努めます。

３－３　道路・公共交通
　道路施設の適切な維持管理とともに充実・強化を図り、いつでも安全に通行できる環境の確保を目指します。
　また、交通弱者の生活交通としての利用に配慮した利便性の向上など、誰もが利用しやすい公共交通の確保を目指
します。

３－５　上下水道
　災害時における飲用水確保も想定した上水道と簡易水道の連携強化を
図ります。
　快適な住環境の確保のため、公共下水道と農業集落排水の長寿命化と
維持管理、一部接続などにより持続的で効率的な下水処理を行います。

３－４　公園・緑地

№3基本
目標

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

土地利用

住宅・住環境

道路・公共交通

公園・緑地

上下水道

№ 基本施策 主要施策
①自然と調和したまちづくりの推進　②コンパクトなまちづくりの推進
③未利用地の適正管理・利活用の推進　④地区計画による効果的な土地利用
⑤市街化調整区域における自然と暮らしの調和
①住宅の耐震化・良質化の支援　②空き家対策の推進
③町営住宅の適正管理
①道路施設の整備及び維持管理　②歩きやすい・歩きたくなる歩行空間の創出
③生活交通としての公共交通の機能強化　④広域交通機関との連携の実施
①公園・緑地の整備と適切な管理の推進　②公園の適正な管理運営
③防災・レクリエーション拠点形成に向けた検討
①災害時における飲用水確保体制の強化　②公共下水道事業の推進
③農業集落排水事業の推進　④雨水浸入対策の推進

　公園・緑地の整備や管理については、施設としての効用を多角的に検
討するとともに、町内の各地域の実情やニーズを正確に捕捉し、有効性
と経済性の両面から施設整備・維持管理に活かせるように利活用に関す
る施設毎の整備方針の具体化を目指します。
　また、最上川中山緑地と中山公園の一体活用や、防災・レクリエーショ
ン拠点の形成について検討を進めるなど、町民の生活に潤いをもたらす
魅力ある公園施設の整備・充実を目指します。
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活気と交流を生み出す産業が成長するまちづくり

４－３　観光・交流
　全町的な観光振興方針・体制を確立し、旅行者へ観光情報
パッケージとして届ける能力を高め、観光客受け入れ態勢の
強化を図ることで、町の認知・魅力度向上、ブランド力の向
上に努めます。
　また、広域連携事業を継続させながら、地域全体で一つの
マーケティングと捉え、地域全体の観光振興の発展の一役を
担います。

４－２　商工業
　意欲的な事業者や商店街等による主体的な活動への支援の
充実を図り、事業者の競争力の強化を促進するとともに、地
域商品券等発行への支援により、町内商店等での消費・購買
行動を促進するなど、町内事業者の事業の維持・継続・発展
並びに雇用の維持・拡大を目指します。
　また、隣接市町との交通利便性が高いという本町の特性を
活かし、本町での新規創業を希望する者に対してきめ細やか
な相談・支援を実施するとともに、工業団地については、進
出希望事業者への用地取得支援等を継続することにより、町
内雇用の維持・創出を図ります。

４－１　農業
　農業の担い手である認定農業者、集落営農組織の育成に取
り組むとともに、新規就農者の相談・支援体制の充実を図り、
新たな農業担い手の確保を推進します。
　また、農家の経営所得の安定を図り、魅力ある・稼げる農
業を確立するため、農業生産基盤の強化を促進するとともに、
中山町産農産物の付加価値向上の取組みである６次産業化や
ブランド化の支援、地産地消の推進による中山町産農産物の
消費拡大支援など、農業者や関係機関と連携を図りながら、
各種事業を展開します。
　条件の良い農地については、農地利用集積等により担い手
の規模拡大に向けた支援を図るとともに、山間部の農地や森
林については、土砂流出防止や水資源涵養など多面的な機能
を有していることから、その適正管理に努めます。

№4基本
目標

4-1

4-2

4-3

農業

商工業

観光・交流

№ 基本施策 主要施策
①新規就農者等人材、組織の育成　②農業生産基盤・施設の整備
③農業所得の向上と主要農産物の生産振興　④６次産業化の推進
⑤食育・地産地消の推進　⑥鳥獣被害対策の推進　⑦遊休農地等の活用・適正管理
①中小企業等の事業支援　②中小企業等への金融支援　③町内消費活性化への支援
④町内労働者への支援　⑤雇用の場の確保
①町観光の推進　②町特産品の開発　③観光や物産に関する情報発信
④ひまわり温泉ゆ・ら・らの維持管理　⑤他自治体との交流・連携の促進
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利便性が高く快適に生活できるまちづくり

３－１　土地利用
　豊かな自然環境を保全するとともに、今後の人口減少に伴う未利用地増加に対する適正管理・利活用を図ります。
　また、車を運転しない子どもや高齢者なども、公共交通機関を利用しながら、歩いて暮らせるコンパクトシティの
構築を目指した土地利用を推進します。

３－２　住宅・住環境
　住宅の耐震化の促進については、特に家主の地震等に対する危機意識の高低によるところが大きいため、関連する
情報の発信や意識啓発を促すための種々の活動を積極的に展開することで、防災意識の更なる醸成と、既存制度の有
効な利用促進を目指します。
空き家対策については、所有者等による適正管理を促進し、利用可能な空き家は利活用を推進する一方、管理不全空
き家については、関係機関等と連携し、問題の解消に努めます。

３－３　道路・公共交通
　道路施設の適切な維持管理とともに充実・強化を図り、いつでも安全に通行できる環境の確保を目指します。
　また、交通弱者の生活交通としての利用に配慮した利便性の向上など、誰もが利用しやすい公共交通の確保を目指
します。

３－５　上下水道
　災害時における飲用水確保も想定した上水道と簡易水道の連携強化を
図ります。
　快適な住環境の確保のため、公共下水道と農業集落排水の長寿命化と
維持管理、一部接続などにより持続的で効率的な下水処理を行います。

３－４　公園・緑地

№3基本
目標

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

土地利用

住宅・住環境

道路・公共交通

公園・緑地

上下水道

№ 基本施策 主要施策
①自然と調和したまちづくりの推進　②コンパクトなまちづくりの推進
③未利用地の適正管理・利活用の推進　④地区計画による効果的な土地利用
⑤市街化調整区域における自然と暮らしの調和
①住宅の耐震化・良質化の支援　②空き家対策の推進
③町営住宅の適正管理
①道路施設の整備及び維持管理　②歩きやすい・歩きたくなる歩行空間の創出
③生活交通としての公共交通の機能強化　④広域交通機関との連携の実施
①公園・緑地の整備と適切な管理の推進　②公園の適正な管理運営
③防災・レクリエーション拠点形成に向けた検討
①災害時における飲用水確保体制の強化　②公共下水道事業の推進
③農業集落排水事業の推進　④雨水浸入対策の推進

　公園・緑地の整備や管理については、施設としての効用を多角的に検
討するとともに、町内の各地域の実情やニーズを正確に捕捉し、有効性
と経済性の両面から施設整備・維持管理に活かせるように利活用に関す
る施設毎の整備方針の具体化を目指します。
　また、最上川中山緑地と中山公園の一体活用や、防災・レクリエーショ
ン拠点の形成について検討を進めるなど、町民の生活に潤いをもたらす
魅力ある公園施設の整備・充実を目指します。
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活気と交流を生み出す産業が成長するまちづくり

４－３　観光・交流
　全町的な観光振興方針・体制を確立し、旅行者へ観光情報
パッケージとして届ける能力を高め、観光客受け入れ態勢の
強化を図ることで、町の認知・魅力度向上、ブランド力の向
上に努めます。
　また、広域連携事業を継続させながら、地域全体で一つの
マーケティングと捉え、地域全体の観光振興の発展の一役を
担います。

４－２　商工業
　意欲的な事業者や商店街等による主体的な活動への支援の
充実を図り、事業者の競争力の強化を促進するとともに、地
域商品券等発行への支援により、町内商店等での消費・購買
行動を促進するなど、町内事業者の事業の維持・継続・発展
並びに雇用の維持・拡大を目指します。
　また、隣接市町との交通利便性が高いという本町の特性を
活かし、本町での新規創業を希望する者に対してきめ細やか
な相談・支援を実施するとともに、工業団地については、進
出希望事業者への用地取得支援等を継続することにより、町
内雇用の維持・創出を図ります。

４－１　農業
　農業の担い手である認定農業者、集落営農組織の育成に取
り組むとともに、新規就農者の相談・支援体制の充実を図り、
新たな農業担い手の確保を推進します。
　また、農家の経営所得の安定を図り、魅力ある・稼げる農
業を確立するため、農業生産基盤の強化を促進するとともに、
中山町産農産物の付加価値向上の取組みである６次産業化や
ブランド化の支援、地産地消の推進による中山町産農産物の
消費拡大支援など、農業者や関係機関と連携を図りながら、
各種事業を展開します。
　条件の良い農地については、農地利用集積等により担い手
の規模拡大に向けた支援を図るとともに、山間部の農地や森
林については、土砂流出防止や水資源涵養など多面的な機能
を有していることから、その適正管理に努めます。

№4基本
目標

4-1

4-2

4-3

農業

商工業

観光・交流

№ 基本施策 主要施策
①新規就農者等人材、組織の育成　②農業生産基盤・施設の整備
③農業所得の向上と主要農産物の生産振興　④６次産業化の推進
⑤食育・地産地消の推進　⑥鳥獣被害対策の推進　⑦遊休農地等の活用・適正管理
①中小企業等の事業支援　②中小企業等への金融支援　③町内消費活性化への支援
④町内労働者への支援　⑤雇用の場の確保
①町観光の推進　②町特産品の開発　③観光や物産に関する情報発信
④ひまわり温泉ゆ・ら・らの維持管理　⑤他自治体との交流・連携の促進
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健康で心豊かな人を育むまちづくり

５－２　社会教育
　学びながら生きがいをもって、仲間と共に地域
づくりに取り組む人々を応援します。
　１　学びを育む【ソフト事業の充実】
　　　施設を拠点とした、ライフステージに応じ
た生涯学習（文化・スポーツ）を充実させ、
学びあう仲間づくりのため、コミュニケーショ
ン機会を多面的に創出します。

　２　学びの共有【地域づくりの循環化】
　　　学びの成果を発表する場を増やし、大きな
生きがいとなるよう、仲間と喜びを共有する
機会を創出します。また、その取組みを続け
る社会教育団体の人材育成・組織の支援に取
り組み、団体活動の活性化による地域づくり
の循環化を図ります。

　３　学びを繋ぐ【郷土愛の定着】
　　　旧柏倉家住宅をはじめ、歴史と地域特性の
伝承・学びの場を設け、中山町民としてのア
イデンティティを引き継ぎ、郷土愛の定着を
図ります。

　４　学び舎づくり【生涯学習拠点の整備】
　　　施設拠点の集約と機能強化を図りながら、
社会情勢や時代のニーズに合わせながら、学
びやすい拠点を整備します。

５－１　学校教育
　「育成を目指す資質・能力を明確にした授業の創
造」、「いのちの教育の推進と心の教育の充実」、「健
やかな体の育成」、「教育環境整備の促進」、「幼保
小中連携の推進」を重点目標として、各学校の特
色を生かした学校経営と確実な教育成果の達成に
努めます。また、地域と連携した活動で児童生徒
のふるさと意識の形成と家庭・地域の教育力の強
化を支援していきます。
　子どもの遊び・学び、居場所の充実と、地域全
体で子どもたちを見守る環境づくりを推進します。

№5基本
目標

5-1

5-2

学校教育

社会教育

№ 基本施策 主要施策
①中山町総合教育会議の設置　②「確かな学力」の向上策の推進
③学校・家庭・地域の教育力の強化　④「いのち」の教育、健康・安全教育の推進
⑤「豊かな心」の育成　⑥教育相談事業等の推進　⑦ＩＣＴ教育・環境の推進
⑧小中学校の施設維持整備　⑨保護者の教育費負担の軽減策の推進

①学びを育む【ソフト事業の充実】　②学びの共有【地域づくりの循環化】
③学びを繋ぐ【郷土愛の定着】　④学び舎づくり【生涯学習拠点の整備】
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№ 基本施策 主要施策

人と人とがつながる協働によるまちづくり

６－１　男女共同参画等
　性別によって活躍の場が制限されることなく、みんなが互いにその人権を尊重し、支えあうことによって、誰もが多
種多様な場面で活躍しやすい環境が整えられ、各個人の意欲に応じて個性や能力を発揮できるまちづくりを目指します。

６－２　地域力
　地域の人々が交流を深めることは、住みやすい地域づくりにつながります。地域の人々同士が交流を深め、「困っ
たときはお互いさま」という意識の醸成・浸透を図るとともに、自らの地域の課題を自らの地域で解決することがで
きる地域づくりを目指します。また、子どもたちの地域への興味・関心、地域とのつながりを育て、将来、子どもた
ちが帰ってくることができるまちづくりを目指します。

６－５　広域行政
　地方公共団体がそれぞれの有する強みを活かし、資源を融通しあうなど、地域の枠を超えて連携していくことによ
り、圏域に住む人々が快適で安心な暮らしを営んでいくことができるようにするため、広域的な自治体間において、
それぞれの実情に応じ、自主的な取組みとして連携を図り、持続可能な形でのまちづくり及び町の発展を図っていき
ます。

６－６　情報発信・共有
　誰もが町の情報を容易に入手できるよう、多様な分野における情報サービスの提供に努めます。また、新たな情報
通信環境に対応するとともに、職員の情報リテラシーの向上と情報の適正管理に努め、個人情報保護等の取組みを強
化することにより、快適で安全な情報利用の推進を図ります。町内外に向けたまちの魅力・情報発信を推進すると
ともに、町の情報の二次利用を促し、町観光の促進や関係人口の増加を目指します。

６－３　協働・参画
　まちづくり参画の機会を通じて、町民と行政、関係機関・団体等が対等な立場で地域課題について話し合い、まち
づくりの方向性を共有するとともに、お互いの役割を認識し、長所や知恵を活かしながら、みんなでまちづくりを進
めていきます。

６－４　行財政運営
　新たな行政課題や町民ニーズに対応するため、職員の適正な配置や人材育成に努めます。また、町税の安定収入に
努め、行財政の適正な運営を図るとともに、「ふるさと寄附金」等の新たな財源の確保に努めます。

№6基本
目標

①山形連携中枢都市圏による連携事業の推進
②他自治体等との連携の推進
①多様な分野における情報サービスの提供　②情報セキュリティ対策の推進
③情報公開の推進　④中山町の魅力の発信

①効率的な行政経営と健全な財政運営の確立　②中山町定員適正化計画の推進
③職員の人材育成等の推進　④安定的な財源の確保　⑤新たな財源の確保

①地域課題等解決に向けた場の設置　②関係機関・団体等の活動支援・連携
③町民のまちづくり参画機会の充実

①地域コミュニティ活性化の推進（地域の交流機会の創出）
②町民・地域主導の取組みへの支援　③コミュニティ施設等の維持管理の推進

6-3

6-4

6-5

6-6

協働・参画

行財政運営

広域行政

情報発信・共有

6-2 地域力

①男女共同参画社会を形成するための意識改革　②ワーク・ライフ・バランスの推進
③地域や家庭における男女の参画推進　④ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）の根絶
⑤人権尊重意識の普及啓発

6-1 男女共同参画等
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健康で心豊かな人を育むまちづくり

５－２　社会教育
　学びながら生きがいをもって、仲間と共に地域
づくりに取り組む人々を応援します。
　１　学びを育む【ソフト事業の充実】
　　　施設を拠点とした、ライフステージに応じ
た生涯学習（文化・スポーツ）を充実させ、
学びあう仲間づくりのため、コミュニケーショ
ン機会を多面的に創出します。

　２　学びの共有【地域づくりの循環化】
　　　学びの成果を発表する場を増やし、大きな
生きがいとなるよう、仲間と喜びを共有する
機会を創出します。また、その取組みを続け
る社会教育団体の人材育成・組織の支援に取
り組み、団体活動の活性化による地域づくり
の循環化を図ります。

　３　学びを繋ぐ【郷土愛の定着】
　　　旧柏倉家住宅をはじめ、歴史と地域特性の
伝承・学びの場を設け、中山町民としてのア
イデンティティを引き継ぎ、郷土愛の定着を
図ります。

　４　学び舎づくり【生涯学習拠点の整備】
　　　施設拠点の集約と機能強化を図りながら、
社会情勢や時代のニーズに合わせながら、学
びやすい拠点を整備します。

５－１　学校教育
　「育成を目指す資質・能力を明確にした授業の創
造」、「いのちの教育の推進と心の教育の充実」、「健
やかな体の育成」、「教育環境整備の促進」、「幼保
小中連携の推進」を重点目標として、各学校の特
色を生かした学校経営と確実な教育成果の達成に
努めます。また、地域と連携した活動で児童生徒
のふるさと意識の形成と家庭・地域の教育力の強
化を支援していきます。
　子どもの遊び・学び、居場所の充実と、地域全
体で子どもたちを見守る環境づくりを推進します。

№5基本
目標

5-1

5-2

学校教育

社会教育

№ 基本施策 主要施策
①中山町総合教育会議の設置　②「確かな学力」の向上策の推進
③学校・家庭・地域の教育力の強化　④「いのち」の教育、健康・安全教育の推進
⑤「豊かな心」の育成　⑥教育相談事業等の推進　⑦ＩＣＴ教育・環境の推進
⑧小中学校の施設維持整備　⑨保護者の教育費負担の軽減策の推進

①学びを育む【ソフト事業の充実】　②学びの共有【地域づくりの循環化】
③学びを繋ぐ【郷土愛の定着】　④学び舎づくり【生涯学習拠点の整備】

分野別計画
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№ 基本施策 主要施策

人と人とがつながる協働によるまちづくり

６－１　男女共同参画等
　性別によって活躍の場が制限されることなく、みんなが互いにその人権を尊重し、支えあうことによって、誰もが多
種多様な場面で活躍しやすい環境が整えられ、各個人の意欲に応じて個性や能力を発揮できるまちづくりを目指します。

６－２　地域力
　地域の人々が交流を深めることは、住みやすい地域づくりにつながります。地域の人々同士が交流を深め、「困っ
たときはお互いさま」という意識の醸成・浸透を図るとともに、自らの地域の課題を自らの地域で解決することがで
きる地域づくりを目指します。また、子どもたちの地域への興味・関心、地域とのつながりを育て、将来、子どもた
ちが帰ってくることができるまちづくりを目指します。

６－５　広域行政
　地方公共団体がそれぞれの有する強みを活かし、資源を融通しあうなど、地域の枠を超えて連携していくことによ
り、圏域に住む人々が快適で安心な暮らしを営んでいくことができるようにするため、広域的な自治体間において、
それぞれの実情に応じ、自主的な取組みとして連携を図り、持続可能な形でのまちづくり及び町の発展を図っていき
ます。

６－６　情報発信・共有
　誰もが町の情報を容易に入手できるよう、多様な分野における情報サービスの提供に努めます。また、新たな情報
通信環境に対応するとともに、職員の情報リテラシーの向上と情報の適正管理に努め、個人情報保護等の取組みを強
化することにより、快適で安全な情報利用の推進を図ります。町内外に向けたまちの魅力・情報発信を推進すると
ともに、町の情報の二次利用を促し、町観光の促進や関係人口の増加を目指します。

６－３　協働・参画
　まちづくり参画の機会を通じて、町民と行政、関係機関・団体等が対等な立場で地域課題について話し合い、まち
づくりの方向性を共有するとともに、お互いの役割を認識し、長所や知恵を活かしながら、みんなでまちづくりを進
めていきます。

６－４　行財政運営
　新たな行政課題や町民ニーズに対応するため、職員の適正な配置や人材育成に努めます。また、町税の安定収入に
努め、行財政の適正な運営を図るとともに、「ふるさと寄附金」等の新たな財源の確保に努めます。

№6基本
目標

①山形連携中枢都市圏による連携事業の推進
②他自治体等との連携の推進
①多様な分野における情報サービスの提供　②情報セキュリティ対策の推進
③情報公開の推進　④中山町の魅力の発信

①効率的な行政経営と健全な財政運営の確立　②中山町定員適正化計画の推進
③職員の人材育成等の推進　④安定的な財源の確保　⑤新たな財源の確保

①地域課題等解決に向けた場の設置　②関係機関・団体等の活動支援・連携
③町民のまちづくり参画機会の充実

①地域コミュニティ活性化の推進（地域の交流機会の創出）
②町民・地域主導の取組みへの支援　③コミュニティ施設等の維持管理の推進

6-3

6-4

6-5

6-6

協働・参画

行財政運営

広域行政

情報発信・共有

6-2 地域力

①男女共同参画社会を形成するための意識改革　②ワーク・ライフ・バランスの推進
③地域や家庭における男女の参画推進　④ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）の根絶
⑤人権尊重意識の普及啓発

6-1 男女共同参画等

分野別計画
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