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　本町のまちづくりの指針である「第５期美幌町総合計画」が策定され、５年が経過しようと

しています。この間、本町では総合計画の基本目標として、「元気で働き、豊かなまちに」、

「たがいに助けあい、温かなまちに」、「きまりを守り、明るいまちに」、「環境を整え、美しい

まちに」、「文化を高め、しあわせなまちに」、「創意と工夫を活かし、誇れるまちに」の６つを

掲げ、その実現に向けて、基本計画に基づき、さまざまな施策に取り組んできました。

　一方、わたしたちの生活や地方の自治体を取り巻く環境は激変し、少子・高齢化の急速

な進行、地球環境問題、教育問題、そして厳しさを増す経済・財政状況などの社会経済情

勢の変化に加え、地方主権型社会への進展もさらに加速しており、それぞれに適切に対

応していくことが求められています。

　このような状況の下、様々な課題の解決に向けて柔軟かつ迅速に対応し、将来を見据え

た施策を展開していくために、美幌町総合計画審議会やパブリックコメント（意見公募）によ

り町民の皆様からご意見・ご提言をいただきながら、基本計画の内容を見直し、基本計画<

実行計画（後期）>を策定しました。

　この基本計画<実行計画（後期）>は、本町がこれからの５年間に取り組もうとする施策を

お示ししたものであります。計画の実施にあたっては、今後の社会経済情勢の変化に十分

に配慮し、緊急度・優先度を踏まえて施策に沿った事業を着実に展開するとともに、広く町

民の皆様に情報を発信し、連携・協力しながら計画を推進してまいります。

　最後になりましたが、本計画の策定にあたりまして、貴重なご意見、ご提言を賜りました

町民の皆様、美幌町総合計画審議会委員の皆様に深く感謝を申しあげますとともに、本町

のさらなる発展に、今後ともなお一層のご支援とご協力をお願いいたします。

　　平成２３年３月

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　美　幌　町　長

第５期美幌町総合計画
基本計画＜実行計画（後期）＞の策定にあたって
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第１章　元気で働き、豊かなまちに

第１節　健康を保つ

　施策

　保健福祉総合センターを拠点に、各種検診や相談・指導などを通じて健康管理に努めるととも

に、健康維持・増進を促進します。

　現況と課題

総合的な体制の充実

健康づくりの推進
　近年健康維持や健康づくりへの関心が高まっています。
「しゃきっとプラザ」ではトレーニング機器や水中運動等自ら健康
づくりに取り組むことができる環境を整えています。また個々の健
康づくりを効果的に進めるために、健康づくりを支援するスタッフ
やボランティアの役割が重要となってきています。住民の多様な
ニーズに答えるためにスタッフの質の確保が必要となっています。

介護予防の推進
　高齢化が進む中今後ますます要介護者(認知症の方を含む)が
増えてくることが予想されます。単に寝たきりや認知症にならない
ということだけでなく、高齢者がいきがいをもち、積極的な社会参
加や健康づくりに取りくみ、いきいきと生活できる環境づくりが必要
となります。

１　保健

（基本的な考え方）

　高齢社会にあって保健・医療・福祉の連携とネットワークづくりが
必要であり、平成１２年に策定した保健・医療・福祉ネットワーク基
本計画をベースとし地域にあったシステムの構築を図る必要があ
ります。

保健予防、保健指導の推進 　本町における死亡者の死因は、全国傾向と同様、悪性新生物
（がん）、心疾患が上位を占めています。また、食生活の変化や運
動不足による生活習慣病が増加傾向にあります。ライフステージ
※に応じた保健予防・指導を進め、日常生活での健康意識を高め
ていくことにより、疾病を予防していくことが必要です。また近年う
つ病等こころの病による自殺者の増加が問題になっています。職
域等との連携を図りながらこころの健康づくりも必要となっていま
す。
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※地域保健医療福祉情報システ
ム：保健・医療・福祉分野の情
報の共有化や、相互に情報交換
できるシステムで、情報のネッ
トワーク化により、効率的で関
係機関が連携のとれたサービス
の提供をめざすもの。

※ライフステージ：人の一生を
段階ごとに区分したもの。幼児
期、児童期、青年期、壮年期、
老年期など。

※介護予防マネジメント：介護
の予防と悪化防止のため、対象
者への状態の一次評価、介護予
防ケアプランの作成、サービス
提供後の再評価、事業評価など
を行うこと。

※特定高齢者：65歳以上で生
活機能が低下し、近い将来介護
が必要となるおそれがある高齢
者。介護予防の観点から行われ
る健診の結果、生活機能の低下
が心配される人、要介護認定の
非該当者、保健師などが行う訪
問調査などの結果、生活機能の
低下が心配される人などが該当
する.

※ヘルスリーダー：美幌町が実
施するヘルスリーダー養成講座
を受講し、自らの健康に関心を
持ち、健康的な生活習慣を実践
するとともに地域における健康
づくりのリーダーとして主体的
に取り組む人。

■生活習慣病の予防に向けた運動習慣の確立や食生活改善等
■総合的で連携を強化した地域保健、学校保健、職域保健の推進
■予防接種による感染症予防

■介護予防マネジメント※体制の確立
■生活習慣病を予防する生活の理解と自ら健康づくりに取り組める
環境の整備
■特定高齢者※の早期発見と生活機能の低下を防ぐ
■地域ぐるみで軽度認知症の早期発見
■認知症に関する地域サポート体制の整備

■ヘルスリーダー※の養成、育成および活動の推進
■地域における健康づくりの推進
■質の高い健康運動指導員の確保
■生活習慣病予防あるいはコントロール に向けた食生活等の改善
■施設の整備・充実

主な取り組み内容

■地域保健医療福祉情報システム※の構築
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２　医療

（基本的な考え方）

□ 町民の医療ニーズをふまえ、国民健康保険病院の充実に努めます。

□救急医療、広域医療に関する体制の維持、向上に努めます。

　施策 　現況と課題

救急医療体制の充実 　国保病院は救急告示病院の指定を受け、24時間救急医療に対
応しています。また、医師会による在宅当番医制により初期救急
医療体制※を確保しています。
　人員の確保や連携の強化により、体制の維持・向上に努めてい
くことが求められています。

国民健康保険病院の充実
　国民健康保険病院は、１～２次医療の提供と、救急告示病院と
して夜間・休日における救急医療を提供する地域の基幹病院の
役割を担っており、平成21年3月に策定した病院改革プランに基づ
き経営の効率化や再編・ネットワーク化に取り組んでいます。
　特に平成22年度常勤医師２名の確保と総合診療科及び循環器
内科の開設を行いましたが、引き続き眼科医の常勤化や医師確
保・新たな診療科の検討による収益確保が課題となっています。

広域医療体制の充実
　国保病院は広域的な医療圏のなかでも基幹病院としての役割を
担っており、近年ニーズも高まっています。
　今後も周辺の病院、診療所との連携を深め広域医療体制を強
化していくことが必要です。
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主な取り組み内容 ※医療ソーシャルワーカー：医
療分野におけるソーシャル
ワーカー。治療を進めて行く上
で持つ不安や心配ごとを聞
き、解決へ向けたアドバイスを
行う専門職。

※地域包括ケア：病院を中心
に保健・福祉分野との連携に
より、早期診断、予防活動、退
院後のリハビリ、老健・介護施
設でのケア、訪問診療などを
一体化し、総合的に健康管理
を行うサービス。

※病診、病病連携：より良い医
療の構築のため、病院と診療
所、他の病院が協力して、より
よい医療を提供すること。

※初期救急医療体制：地元医
師会を中心に休日の比較的
軽症な患者の医療を当番で担
当する救急医療体制。そのほ
か、国保病院のように昼夜を
問わず発生する急病や事故
等で手術・入院を必要とする
重度の患者に対応する２次救
急医療機関、北見赤十字病院
のような高度な医療体制の３
次救急医療機関がある。

■国保病院における救急医療体制の充実

■固定医師の確保
■新たな診療科の検討
■医療ソーシャルワーカー※による相談充実
■地域包括ケア※の推進（保健・福祉との連携）
■医療機器の充実

■病診、病病連携※の推進
■広域医療組織の設立検討

4 



１　農業

（基本的な考え方）

□生産性の高い農業基盤を確立し、農畜産物の安定生産を進め、経営の体質強化を図りま
す。
□担い手の育成と確保を図り、将来にわたり持続可能な強い農業づくりを推進します。
□環境と調和した活力ある農業を進め、安全で安心な農畜産物の生産、供給を図ります。

　施策 　現況と課題

担い手の育成確保と生産性
の向上 　輸入農産物の増加や国内の他産地に対抗するためには、消費

者のニーズや需要の動向に即した、安全・安心で良質な農産物を
安定的に、低コストで供給することが重要です。
　農業においても高齢による離農が多くなっており、経営感覚に優
れた担い手を育成・確保するとともに、農地流動化の促進や農作
業の共同化などを進め、生産体制の効率化を促進していくことが
必要です。

第２節　活力ある産業を振興する

新たな農業の展開
　本町で作付している農作物は多種で収益性は高いが、農産物
の特徴を活かした特産品づくりの取り組みが遅れており、オホー
ツクブランドとして消費者のニーズに答えられる優良特産品の発
掘が急務となっています。
  また、環境に配慮した「クリーン農業」を引き続き推進し、「健康な
土づくり」や「化学肥料・化学合成農薬の低減」の普及拡大に取り
組み、安全・安心な農作物を消費者に提供する必要があります。
  みらい農業センターにおいては、引き続き地域適合作物の栽培
試験や研究を行い、新たな営農体系の確立を目指して行きます。

畜産の振興
　酪農・畜産農家の減少が年々進み、後継者対策や新規就農者
への取り組みが急務となっています。牛肉や乳価の価格の安定
化が望まれるが、現状として厳しい状況下におかれており、各関
係機関と連携をとりながら支援策を講じる必要があります。

生産基盤の保全・整備

　本町の基幹産業は農業であり、平成２３年度から本格実施する
戸別所得補償制度により、農業経営の在り方が大きく変わろうとし
ています。
　効率的かつ安定的な農業を展開するには優良農地の確保が最
大の基本であり、そのためには環境との調和に配慮しながら、基
盤整備や地力増強に向けた取り組みを進めていくことが必要で
す。
　また、エゾシカや熊などの鳥獣による農作物被害が年々増加し
ており、鹿柵や猟友会による駆除では限界に来ており、鳥獣の新
たな駆除対策が急務となっております。
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■農地流動化対策※の推進
■コントラクター※の導入
■農業情報ネットワークの推進
■農業経営に関する支援体制の充実
■農作業の共同化・農業機械の共同利用の推進
■法人化の推進
■集落営農※の推進
■新規就農者への支援

※土地改良事業：農業の生産
性の向上のため、農地の土質
や水はけの改良、急傾斜農地
の再整備、小さな畑地をまと
めて集約化するなどの事業。

※道営担い手畑地帯総合整
備事業：農業用水・排水施設
や農道の整備、農地の区画整
理、集落環境の整備など農業
の生産の基盤を総合的に整
備する事業。

※農村地区環境保全対策事
業：農家住宅・地域集会室等
の周辺整備（花壇など）、廃屋
の撤去や傾斜農地を平らにし
た際の斜面の緑化などを推進
する事業。

※農業生産活動環境対策事
業：農業用廃プラスチックや廃
農機具、廃棄農産物などを適
正に処理する事業。

※農地流動化：将来も確保す
べき優良農地が離農などによ
り遊休化や耕作放棄地となら
ないよう農業者に集積するこ
と。

※コントラクター：さまざまな農
作業を行う農作業請負組織。

※集落営農：集落を単位とし
て、生産行程の全部（又は一
部）を共同で取り組む営農活
動。

※グリーンツーリズム：都市と
農村地域において、その自
然、文化、人々との交流を楽し
む余暇活動。

※乳用牛検定：生乳生産の品
質向上を図るため、生乳を検
査し乳質の改善を図るための
事業。

※家畜防疫衛生対策：家畜
（牛・豚・鶏等）の伝染病の発
生・拡大を未然防止するため
の対策。

主な取り組み内容

■みらい農業センターによる新規農作物の実証展示
■地場産農産物の消費拡大
■クリーン農業の推進
■グリーンツーリズム※の推進

■乳用牛検定※の推進
■酪農ヘルパーの利用促進
■公共牧場利用の促進
■家畜防疫衛生対策※の推進
■肉用牛の生産振興

■新規土地改良事業※の推進
■道営担い手畑地帯総合整備事業※の推進
■国・道による整備施設の更新、管理の要望
■農地保全の推進
■一般農作物原・採種圃設置対策の推進継続
■農村地区環境保全対策事業※の促進
■農業生産活動環境対策事業※の促進
■農作物の食害防止
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森林の有効活用

　近年は、良質な水を河川に供給するなど森林の果たす公益的な
機能の重要性が評価されつつあります。本町においても、みどり
の村など森林に親しめる場を通じて、多面的な有効活用を考えて
いくことが大切です。

２　林業

（基本的な考え方）

□ 環境に配慮した持続的な森林整備を推進するとともに、林産業や林家の経営安定や付加価

値向上に努めます。

□森林の多面的な機能を有効的に活用し、町民による森づくりの場やふれあい・育てる機会の

拡充に努めます。

　施策 　現況と課題

経営の近代化・効率化の推
進 　担い手不足と高齢化による林業労働者の減少のほか、安価な

外国産材の輸入増加や産業・消費構造の変化などによる木材価
格の低下など、林業を取り巻く環境は厳しい状況となっています。
林家による林業グループの結成や木材業界による協同組合化な
どが行われていますが、事業規模が小さいため、今後も組織の強
化や効率化、省力化、近代化に向けた取り組みを促していくこと
が必要です。

森林の整備

　本町の森林は総面積の約６割を占めており、その多くはカラマツ
の人工林です。
　森林の公益的な機能の発揮や資源としての価値を高め活用す
るためには、計画的な森林管理を行うことが必要です。

付加価値の向上

　平成17年に取得した国際基準である「ＦＳＣ森林認証※」の推進
など、今後も、環境に配慮した森林から生産された木材・木製品
の付加価値の向上を図るとともに、消費者に対して環境材として
の理解と利用を促進していくことが必要です。

7 



■未来を拓く森林づくり事業の推進
■森林浴、森林セラピー※などへの活用研究

主な取り組み内容 ※森林環境保全整備：森林
の持つ多面的な機能を発
揮するために、造林、下刈
り、除間伐や作業路の整備
など適切な森林の整備・保
全。

※野そ駆除：植林した苗木
が野ネズミによって食害を
受けることを防止するた
め、薬剤を散布して駆除す
ること。

※ＦＳＣ森林認証：
　Forest Stewar dship
　Council（森林管理協議
会）が適正な森林管理が行
われていることを一定の基
準によって審査・認証する
こと。

※ＣｏＣ認証：ＦＳＣ森林認
証を受けた森林の木材・林
産物を加工・流通させるた
め、他の製品と混ざらない
よう適切に管理されたもの
を証明する制度。

※森林セラピー：森林が持
つ癒し効果を健康増進やリ
ハビリテーションに役立て
る森林療法をいう。

■林業グループの育成・組織強化の推進
■林産物加工施設整備の推進

■森林環境保全整備※の推進
■町有林造成の推進
■野そ駆除※の推進

■森林認証林の拡大
■ＦＳＣ森林認証※取得等による地域材のブランド化
■ＣｏＣ認証※取得の推進
■地材地消による地場産材の利用促進
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商店街の魅力向上 　町内には４つの商店街があり、中心市街地を構成しています。
中心市街地の商店の空洞化が進む一方、借上公営住宅の整備
により中心市街地に移住する高齢者が増え、今後は空店舗など
の利用促進が求められています。
　このような中、平成16年に「中心市街地活性化基本計画」を策定
し、市街地の整備改善と商業の活性化を一体的に進めています。
　今後も計画に基づき魅力ある商店街づくりを進めていくことが必
要です。

（基本的な考え方）

□商店の経営基盤の強化やサービス向上など、町民の生活を支える商業の振興を促進しま
す。
□中心市街地活性化基本計画※に基づき、ＴＭＯ※と一体となった中心市街地活性化事業を展
開します。

　施策 　現況と課題

経営基盤の強化、経営の近
代化 　交通の利便性が良い本町は、近隣市町村の商業圏となっていま

す。しかし、北見市などへの購買客流出や町内における大型店舗
の進出などにより、既存商店の経営環境は厳しい状況です。
　サービスなどソフト面の向上により地域に密着した店舗として魅
力を高めるよう促進していくことが必要です。

３　工業

（基本的な考え方）

□地元企業の育成と第１次産業などの他産業との連携により、経営の安定化を図ります。

□産業の創出と企業の誘致により、経済活性化を図ります。

　施策 　現況と課題

工業の振興
　　本町の工業は、引き続き食品加工など基幹産業の農業と関連
したものが多く、市場において高い評価を得ています。そのほか、
鉄筋・鉄骨やコンクリートなどの建設資材工場の立地、電子部品
などの精密機械工場、自動車・農機具整備工場などがあり、地域
経済の活性や地元の雇用の創出に貢献しています。今後も、経
営の安定や発展を促進していくことが必要です。

企業誘致の推進
　依然として続く景気低迷により今後も企業進出が望めない現状
です。しかし工業用地の環境整備を推進しつつ、町の資源や特性
を活かせる企業の誘致に向けて引き続き情報発信などの活動を
していくことが必要です。

４　商業
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■中小企業融資・助成制度の充実
■経営相談・指導の強化
■販路拡大にかかる支援・強化
■協同組合※の組織化
■新規起業者に対する支援制度の充実

■空店舗の活用促進
■商店街の景観形成に関する調査、検討
■にぎわいの駅※整備に関する調査、検討
■ポイントカードシステム※の活用促進
■商店の情報発信の推進

主な取り組み内容 ※企業誘致推進育成協議会：
企業誘致の推進と既存企業の
育成振興を目的に、商工会議
所役員・議員、町議会議員、
知識経験者の委員で構成し調
査研究と誘致育成活動を行っ
ている。

※中心市街地活性化基本計画：
市街地の整備改善と商業の活性
化などを一体的に推進し、中心部
と郊外部がバランスよく発展する
ことを目的につくられた計画。（平
成16年策定）

※TMO：Town　Manage
　ment Organizationの略で、中心
市街地の活性化のためにさまざ
まな活動や企画調整を行う組織。

※協同組合：人びとの結びつきに
よる自治的な共同組織。人びとが
共通の経済的・社会的・文化的な
ニーズと願いを実現するために自
主的に手をつなぎ、事業体を共同
で所有し、組合員による民主的な
管理運営を行っていく相互扶助組
織。

※にぎわいの駅：大通地区にテナ
ントミックスに資する店舗を建設
し、インフォメーション機能を兼ね
備えた休憩施設を併設することに
より、中心市街地の核施設として
賑わいのある商店街づくりをめざ
す取り組み。

※ポイントカードシステム：買物に
よってポイントを与え、貯まったポ
イントを消費者に還元するなど、
消費者へのサービス拡大や町外
への消費流出を抑えるため導入
するカードシステム。

主な取り組み内容

■経営相談・指導の強化
■研究活動の充実
■異業種間交流の育成支援
■稲美工業用地利用促進
■技術改善に対する支援整備促進

■企業誘致推進育成協議会※の充実
■工業用地の環境整備の推進
■町の資源や特性を活かせる企業の誘致
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５　観光

（基本的な考え方）

□観光資源や施設を有効活用し、観光客の増加や滞留型観光を進めます。

□農業や商業など、他分野との連携により裾野の広い観光を展開し、地元産業の活性化を図り

ます。

　施策 　現況と課題

　本町では、広大な網走川の河川敷で行われる「観光和牛まつり」
など、近隣市町村からも多くの人が訪れるイベントがあるほか、美
幌峠を拠点にパラグライダーなどスカイスポーツも行われていま
す。参加者数は横ばいで推移していますが、参加者数の増加また
は維持のためにも新しい内容でのイベント実施や充実を図る必要
性があります。

　本町では、みどりの村を拠点に「グリーンツーリズム」に取り組ん
でおり、農業施設見学や農産物収穫体験などを通じて都市と農村
の交流を行っています。また、本町を含む東オホーツク地域では、
「東オホーツクシーニックバイウェイ」により景観その他の地域資
源の保全・改善等の取り組みを広域的に進めています。
　今後も基幹産業である農業との連携など、地域の特性を活かし
た観光産業の発展や、広域的な連携による観光資源の一層の活
用が求められています。

観光イベントの魅力向上

総合的な推進体制、ビジョ
ンの確立 　　阿寒国立公園に指定されている「美幌峠」は本町を代表する観

光地であり、道東観光の入口となっています。年間70万人以上が
訪れていますが、通過型観光となっており、滞留型観光への転換
が望まれています。
　知床の世界遺産登録や中国の観光ビザ発給の緩和により道東
地域全体の集客増が見込まれるなか、本町での観光・滞在を促
す取り組みを総合的に進めていくことが求められています。

地域特性を活かした観光の
推進

既存施設や観光資源の保
全、有効活用

　町内には、自然豊かな「みどりの村」をはじめ、日帰り入浴施設
「峠の湯びほろ」、道の駅「美幌峠レストハウス」などの観光施設が
あります。今後、滞在型観光を目指すためには、既存施設の魅力
化や利便性を高めていくことが重要ですが、既存施設が老朽化し
ているため、施設維持や利便性向上のためにも改修が必要となっ
ています。
　また、美幌町を代表する観光資源として、美しい景観の「美幌
峠」がありますが、今後見込まれる観光客の増加によって景観が
損なわれることのないよう、適切な保全が求められています。

観光情報の提供、サービス
の向上 　町内の観光情報については、ホームページや情報誌などで広く

提供していますが、観光客誘致のため、他市町村でのＰＲ活動や
情報の媒体の拡充・更新を図っていくことが必要です。
　また、情報に加えて観光案内のサービスや接遇のソフト面での
充実も重要となっており、特に今後増加が見込まれる国外からの
観光客の誘致や外国語での対応が求められています。
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■観光イベント・体験企画の充実

※美幌町観光振興計画：本
町の課題である通過型観
光から滞在型観光・体験型
観光への転換、地場産品
の付加価値を高める特産
品の開発など、今後の観光
のあり方について示す計
画。

※グリーンツーリズム：都
市と農村地域において、そ
の自然、文化、人々との交
流を楽しむ余暇活動。

※シーニック・バイウェイ：
「景観のよい」を意味する
Scenicと、「脇道」を意味す
るBywayを組み合わせた言
葉。景観・歴史・文化・自
然・建築などの地域の魅力
を「道」でつなぎ、美しい景
観づくりや魅力ある地域づ
くりをめざす取り組みを進
めている。

■美幌町観光振興計画※の推進
■観光に係る企業、団体との連携強化
■広域観光に対応する関係団体の連携強化

■既存施設の利用促進（みどりの村、峠の湯びほろ、美幌峠レストハ
ウスなど）
■美幌峠、美幌川などの観光資源の保全

■観光情報システムの推進
■観光ホスピタリティ（もてなしの心）の向上
■国際化に対応した観光案内板の充実やガイドの養成

主な取り組み内容

■グリーンツーリズム※の推進
■特産品・土産品の開発
■シーニック・バイウェイ※の推進
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６　産業創造

（基本的な考え方）

□本町の地域資源をベースに、あらゆる団体との連携を深めながら地域特産の開発、育成を

促進します。

□技術習得の支援や労働対策を通じて、雇用の拡大や労働環境の向上を促進します。

　施策 　現況と課題

雇用、労働対策の推進

　景気の低迷が長期化するなか、勤労者をとりまく環境は依然とし
て向上されていません。本町では、季節労働者の通年雇用対策
事業や国の雇用対策の推進を図っていますが、今後、引き続き新
たな産業に結びつくための技術の取得支援などによる雇用の促
進が求められています。

地域特産品の開発
　本町では、地方資源活用型の工業が発展するなど、地域資源の
活用がみられますが、「美幌町の特産品」としてのイメージが薄い
のが現状です。
　　地域のイメージを高め、地域の経済にも影響を及ぼす地域ブラ
ンドへの期待は、本町でも高まっています。品質の高い農畜産
物、高い日照率や良質で豊かな水資源など、地域の特性を活かし
た特産品を開発し、本町全体のイメージアップにつなげる必要が
あります。

地域特産品のPR、販売

　物産の販路については、物産に係る団体、生産者や販売者との
連携により、町外、道外に工夫を凝らし、取り組んでいます。今後
は、それぞれの団体の連携や、観光と物産が連携した観光物産
協会を中心とした販路拡大が求められています。
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主な取り組み内容 ※地域雇用創造支援事業：
地域の雇用創造に自発的
に取り組む市町村等の取
組を促進・支援することを
目的として、経費の一部を
国が助成する取り組み

■技術の取得支援による雇用の促進
■地域雇用創造支援事業※の推進

■研究機関、大学等との連携による開発支援
■地域特産品の現状把握と連携会議の設立

■地場産品等の販路拡大
■物産展・物産関連イベントの参加促進
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第２章　たがいに助けあい、温かなまちに

第１節　次代を担う子を育てる

１　児童福祉

（基本的な考え方）

□ 関係機関の連携を深め、子育てに関する支援を総合的に進め、子育ての負担軽減や不安

の解消に努めます。

□安心して子どもを生み育てることができる環境づくりに努めます。

　施策 　現況と課題

ひとり親福祉の充実

　 本町では、母子・父子.家庭を対象とした児童扶養手当制度や
医療費助成制度を通じて、ひとり親家庭の生活支援を行っていま
す。今後も自立に向けた支援に努めていくことが必要です。

子育てに関する相談・指導
の充実

　　町内には、子育て支援センターや発達支援センターなどがあ
り、子育てに関する相談や指導を行っているほか、「美幌町次世
代育成支援行動計画※」に基づき、子育てに関する総合的な取り
組みを進めています。核家族や一人っ子家庭、母親の地域での
孤立、育児不安からくる精神的負担、悩みなどが増えているな
か、子育てに関する相談、指導、情報提供、親相互のネットワーク
づくりなどをより一層促進していくことが求められています。家庭外
の保育や教育が充実する一方、引きこもりや家庭内暴力、児童虐
待などが増えており、社会的問題になっています。乳幼児健診な
どの機会を通じて早期に発見し、これらを未然に防いでいくことが
必要です。

母子の健康管理や経済支
援の充実

　母子に関する各種検診や相談事業、家庭訪問等により子供の
発育・発達に関する支援を実施しています。軽度発達障害児や不
安を抱える親に対し、３歳児健診以降も継続支援が必要になって
きました。
　また、妊婦が健康で元気な子を出産するためには、妊婦健診を
受けることが重要です。町内に産科がない現状にありますが、全
ての妊婦が健診を受け、安心、安全に出産に望める体制が必要
です。
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主な取り組み内容 ※美幌町次世代育成支援
行動計画：保育サービスの
充実や地域住民や地域に
おける子育てに対する取り
組みなど、本町が今後進め
ていく子育て支援施策の方
向性や目標を総合的に定
めた計画。（平成21年制
定）

※子育てサポーター、保育
ママ：仕事や疾病等の理由
で保育ができない保護者に
代わり、自宅等で家庭的な
雰囲気の中で少人数の保
育・託児を行うもの。

※食育：栄養の偏り、不規
則な食事、安全性の問題
や食文化の継承など、生産
から消費まで一貫した「食」
に関する考え方を、家庭、
学校、保育所、地域等を中
心に育むことを国民が総合
的に推進すること。

※要保護児童対策地域協
議会：児童福祉法に基づ
き、地域の病院、学校、保
健所、児童相談所、警察等
の関係する機関とNPO、ボ
ランティア等の関係団体が
連携・協力し、被虐待など
要保護児童やその保護者
に関する情報交換や支援
内容の協議を行うための協
議会。

■ひとり親家庭への相談体制の充実
■母子家庭への就業支援

■育児に関する相談体制の充実
■子育てサークル、支援団体の育成
■子育てサポーターや保育ママ※などの人材養成
■食育※に関する情報提供や親子料理教室の開催
■児童虐待の早期発見と速やかな保護をはかる相談体制の充実
■要保護児童対策地域協議会※による虐待防止支援体制の充実
■次世代育成支援

■妊婦健診や乳幼児健診等の充実による母子保健の推進
■経済的支援の充実
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２　保育

（基本的な考え方）

□多様な保育ニーズに対応したサービスや取り組みを進め、子育てを支援します。

　施策 　現況と課題

青少年育成活動の充実
　次代を担い地域を支えていく子ども達のために、家庭・学校・地
域社会が力を合わせ、子育て支援や子どもの体験活動の機会を
つくり、子どもの「生きる力」を育むことが必要とされる今日、子ども
一人一人が夢や希望を持って生き生きと輝く地域社会を築くた
め、家庭教育の機会の充実や子どもの体験学習機会を、家庭・学
校・地域が一体となって取り組むことが必要となっています。

　施策 　現況と課題

青少年の健全育成推進体
制の充実

　青少年を取り巻く環境は、複雑かつ多様化しています。
　町内では、青少年健全育成関係機関・団体等により、さまざまな
青少年健全育成活動を行っています。そうした活動が相互に連携
し一体となって取り組むことが大切であり、「青少年は地域から育
む」という意識を持って、町民総ぐるみで支援していくことが重要で
す。

３　青少年育成

（基本的な考え方）

□関係機関の連携のもと、「地域の子どもは地域で育てる」という視点で、青少年健全育成を町

全体で進めます。

保育園（所）の充実
　町内には通年開設の保育園２か所のほか、季節・へき地保育所
５か所があり、入所ニーズに応じて職員体制を含めた保育サービ
スの充実に努めています。
　少子化により子どもの数が減る一方、民間保育事業者による保
育サービスの拡充など多様なニーズがあることから、子どもの視
点に立ったきめ細やかで柔軟な保育サービスの提供を図ることが
求められています。

学童保育の充実
　町内には学童保育所３か所のほか、コミュニティセンターに児童
センターを設置し、放課後児童対策を行っています。
　子どもが安心していられる放課後児童対策の充実、子ども同士
が成長に合わせ自ら社会性を身につけるため、子どもにとって身
近な交流の場の確保を図る必要があります。
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主な取り組み内容

■生きる力※を育む体験活動の充実
■コミュニティスクール※の活動促進
■ライフステージ※に対応した家庭教育事業の充実
■教育資源リスト※の作成と活用

※一時預かり：保護者の勤労
形態により家庭での保育が断
続的に困難になったり、保護
者の傷病、入院、育児疲れ等
により緊急一時的に保育を必
要とする幼児に対する保育。

※延長保育：保育園の開所時
間の前後の時間において、さ
らに時間を延長して行う保育。

※０歳児保育：生後概ね４カ月
を超え満１歳を超えない乳児
の保育。

※休日保育：保護者が仕事の
ため、日曜日や祝日に家庭で
幼児を保育できないときに行う
保育

※夜間保育：開所時間が概ね
午前11時から午後10時までの
時間帯に行う保育。

※生きる力：人間として生きて
いくために必要な力で、具体
的には「学ぶことへのやる気と
意欲」、「自分で考える力」、
「自分で判断する力」、「自分
で表現する力」、「問題を解決
し自分で道を切り開いていく
力」、「他人と協調し他人を思
いやる力」、「たくましく生きる
ための健康や体力」をいう。

※コミュニティスクール：地域
の子どもたちを地域のあらゆ
る世代の人たちで育てようとす
る取り組み。町内各小学校区
のコミュニティスクール運営委
員会によって企画や運営が行
われている。

※ライフステージ：人の一生を
段階ごとに区分したもので、通
常は幼児期、児童期、青年
期、壮年期、老年期など。

※教育資源リスト：地域の人
材や施設、自然や文化財等を
学校教育で有効に活用するこ
とを目的に教材化したリスト。

主な取り組み内容

■青少年健全育成組織のネットワーク化
■子どもの命を守る安全な環境づくりの推進（地域安全パトロール隊
「リトルウィング」、「子どもみまもり隊」の活動促進）

■特別保育（一時預かり※、延長保育※、障がい児保育）の充実
■0歳児保育※、休日保育※、夜間保育※の推進
■空き保育所施設を活用した民間保育の推進

■学童保育所機能の充実
■児童センターの利用促進と地域ボランティアの参加促進
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　本町では、社会福祉協議会を中心に単位自治会を核とした「た
すけあいチーム」を組織し、安否確認や声かけ、除雪支援、食事
会の開催などを行っています。これらの活動は地域福祉の重要な
役割を担っていますが、ボランティアの高齢化や新たな担い手が
増えないなどの問題があり、若年層の勧誘や新しい人材の確保な
どが求められています。

第２節　地域で支えあう

１　地域福祉

（基本的な考え方）

□町民一人ひとりが地域福祉に関する理解を深め、連携しながら、地域福祉を進めます。

　施策 　現況と課題

誰もが利用しやすい
施設・設備づくり 　本町においても、公共施設のユニバーサルデザインを進めてい

ますが、現状では十分とはいえません。
　年齢や障がいの種類にかかわらず、誰もが生活しやすい生活環
境の構築が求められています。

地域福祉を推進する
体制づくり

　少子高齢化や核家族化などにより、家庭内での相互扶助が難し
くなりつつある今日、福祉に対するニーズも複雑化、多様化する傾
向にあります。このような状況のなか、住民・福祉団体・福祉施設
関係者などが、それぞれの役割の中で、お互いに力を合わせる関
係づくり、住民のボランティアパワー、関係諸団体の活動、公的
サービスの連携のもとで、「自助」「共助」「公助」による「地域ぐる
みの福祉」を推進することが必要となってきます。

地域福祉活動の推進
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■社会福祉協議会の活動充実と支援
■たすけあいチームなど体制づくりと支援

※地域福祉計画：子供から高
齢者まで、障がいのある人も
ない人も、全ての人々が地域
において、いきいきと自立した
生活が送れるように、地域住
民が参加し、共に支える仕組
みを作る計画。

※ユニバーサルデザイン：能
力や障がいのレベルにかかわ
らず、すべての人々が利用し
やすいデザイン。

■ユニバーサルデザイン※による環境整備の普及、促進

主な取り組み内容

■地域福祉計画※の推進による地域福祉の充実
■地域福祉活動の支援と充実
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高齢者福祉施設の整備

　特別養護老人ホーム「緑の苑」は、平成22年4月1日経営移譲に
より社会福祉法人の運営となっている。現有施設の老朽化に伴い
新たな個室ユニット型（一部多床室併設）施設の改築及び待機者
対策としての増床にむけ取り組みを進めているが、施設整備にあ
わせ高齢者人口の増加に対応した在宅系サービスの充実が求め
られている。

自立生活の支援
　高齢社会が進むなか、元気で活動的に日常生活を自立して暮ら
すことができる「健康寿命」をいかに延ばすかが課題となっていま
す。本町においても、高齢者の心身の健康を支える体制を充実し
ていくことが必要です。
　介護保険制度により施設内福祉から在宅福祉が主流となり、民
間の参入でより充実したサービスが提供されていますが、今後も
一層の充実が望まれています。

２　高齢者福祉

（基本的な考え方）

□高齢社会への対応を町全体で考え、高齢者福祉を総合的に進めます。

□高齢者の健康づくりや自立生活を支援するとともに、介護や援護を必要とする方へのサービ

ス充実に努めます。

□高齢者が長生きを楽しめるよう、社会参加や生きがい活動を促進します。

　施策 　現況と課題

高齢者の社会参加、生きが
い活動の促進 　平均寿命が長くなり、高齢者が年々増加するなか、いつまでも元

気で長生きのできる環境づくりが求められています。
　本町では、明和大学やみどり就労センターなどが高齢者の社会
参加や生きがい活動の場となっているほか、老人クラブでは相互
の交流やボランティア活動などを行っています。
　今後も、高齢者が知恵や技術、経験を活かし、社会で活躍でき
るよう、より一層支援していくことが必要です。

高齢社会への対応

　本町の65歳以上の人口は平成22年10月末現在5,978人、全人
口に対する比率（高齢化率）は27.33％であり、今後も増加する傾
向にあります。
　まちづくりに関するさまざまな分野においても、高齢化を意識し
たり、高齢者に配慮することが求められています。保健・医療・福
祉を中心に、高齢社会に対応した取り組みが必要です。
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■介護予防メニューの開発と充実
■認知症※に対する支援体制の整備
■介護サービス、福祉サービス、地域における福祉資源、事業者等
との連携
■在宅サービスの開発と充実

※高齢者保健福祉計画：地域
における高齢者の保健福祉水
準の向上をめざすための計
画。

※介護保険事業計画：介護保
険事業にかかわる保険給付を
円滑に進めるための計画。

※認知症：脳血管疾患やアル
ツハイマー病といった病気など
が原因で、記憶、判断、言語、
感情などの精神機能が慢性的
に減退することによって日常
生活に支障をきたした状態。
（従来の「痴呆症」という用語
に替わり、平成16年から用い
られている。）

※ユニットケア：施設の個室を
10人程度のグループに分け、
それぞれをユニット（生活単
位）として、食事や入浴などの
日常生活を送ること。

※ケアハウス：ひとりで生活す
るのに不安がある高齢者（世
帯）が、自立した生活を維持で
きるように配慮された軽費老
人ホーム。

※高齢者生活支援ハウス：自
立生活に不安を持つ60歳以上
のひとり暮らしまたは夫婦の
みの世帯を対象とした居住機
能と交流機能を備えた小規模
多機能施設。

※小規模多機能居宅介護：平
成１８年４月の介護保険制度
改正により創設された、地域
密着型サービスのひとつで
す。介護が必要となった高齢
者（主に認知症高齢者）が、今
までの人間関係や生活環境を
できるだけ維持できるよう、
「通い」を中心に「訪問」「泊ま
り」の３つのサービス形態が一
体となり、２４時間切れ間なく
サービスを提供できるのがそ
の大きな特徴です。

■施設の個室化などユニットケア※の推進
■ケアハウス※の促進
■高齢者生活支援ハウス※の整備
■小規模多機能居宅介護※施設の整備

■みどり就労センターの支援
■高齢者のニーズに対応した学習機会の充実
■高齢者の自主的な活動の促進

主な取り組み内容

■高齢者保健福祉計画※・介護保険事業計画※の遂行
■高齢者虐待防止および早期発見のための体制の整備
■緊急通報装置の整備による高齢者等の安心の確保
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３　障がい者福祉

（基本的な考え方）

□障がい者が地域で安心して生活できるよう支援します。

□介護者の心身の不安や負担の軽減に努めます。

　施策 　現況と課題

障がい者福祉の
推進体制の充実 　障がいの重度化や重複化が進んでいるなか、障がい者やその

介護者の福祉ニーズをふまえながら、障がい者福祉を推進する体
制を充実していく必要があります。また、障がい者福祉計画の推
進に努めることも重要です。

障がい者の
自立生活の支援

　　本町では、在宅での生活や移動などに必要な支援を行ってい
ます。
　障害者自立支援法により、市町村が担う役割はより重要となっ
ており、障がい者の自立のための支援に努めていくことが求めら
れています。

国民健康保険事業の推進
　国民健康保険税の適正な課税、収納体制の強化や給付基準の
見直しを行っていますが、高齢化や医療機関・高度医療の充実に
より医療費が増加傾向にあります。
　関係機関との連携により、医療費の抑制や適正化に努めていく
ことが必要です。

低所得者への自立支援
　低迷する景気により低所得者世帯が増加しており、生活の安定
と自立に向けた相談や支援、雇用の促進などに努めることが必要
です。

４　社会保障

（基本的な考え方）

□国民健康保険事業の健全な運営をめざし、医療費の抑制、適正化に努めます。

□低所得者の自立支援を進めます。

　施策 　現況と課題

障がい者福祉施設の整備 　　町内には子ども発達支援センターのほか、知的障がい者通所
授産施設「ぴぽろ」、障がい児・者預かり施設「マイスペース美
幌」、地域活動支援センター「あすなろ」「えくぼ」「菜の花広場」、知
的障がい者グループホーム「ソング」「スマイル」などの施設があり
ます。
　今後も障がい者やその介護者が安心して暮らせるよう施設の充
実を図っていくことが必要です。

障がい者の社会参加、
生きがい活動の促進 　本町では、障がい者の地域活動支援センターや就労支援など

で、障がい者が自立に向けた活動を支援してきております。
　今後も障がい者の自立に向けた活動を支援していくことが必要
です。
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主な取り組み内容

■障がい者計画※の推進
■障がい者福祉を支える人材の確保、育成
■障がいに関する相談、指導の充実

■ライフステージ※を通した在宅支援サービス、相談訓練体制の充実
■機能回復訓練の支援
■就労機会の確保

※障がい者計画：市町村に
おける障がい者の状況を
踏まえ、障がい者のための
施策に関する基本的な計
画。

※ライフステージ：人の一
生を段階ごとに区分したも
ので、通常は幼児期、児童
期、青年期、壮年期、老年
期など。

※子ども発達支援セン
ター：発達支援を要する子
どもと家族を対象とし、専門
的な相談・療育支援等を行
う拠点。

※児童デイサービス：障が
い者自立支援法に基づき、
通所で行う日常生活におけ
る基本的な動作の指導及
び集団生活への適応訓練
をすること。

※資格証（被保険者資格証
明書）：国民健康保険税を
一年以上滞納している者に
対し、保険証を返還させ、
代わりに発行する国民健康
保険資格証明書。医療機
関の窓口負担は全額自己
負担となる。

※短期証（短期被保険者
証）：納期限から４ヶ月を経
過した国民健康保険税の
滞納がある者に対し発行す
る有効期限（３ヶ月）付の保
険証。医療機関の窓口負
担は従来どおりであるが、
更新時に納税相談に応じ
なければならない。

■制度の周知および保険思想の啓蒙啓発
■資格証※、短期証※の交付に係る管理体制の充実強化
■疾病構造や地域の特性の把握による保健指導の充実

■相談援護体制の充実および自立更生の推進
■生活困窮者に対する生活保障と自立の助長

主な取り組み内容

■障がい者の生活・訓練施設の整備促進
■子ども発達支援センター※の充実
■児童デイサービス※による療育訓練施設の充実

■障がい者が参加できる場や機会の拡大
■企業における障がい者の理解と雇用拡大
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第３節　みんなでまちを育てる

１　コミュニティ

（基本的な考え方）

□自治意識の高い地域づくりをめざし、コミュニティ活動を促進します。

　施策 　現況と課題

２　住民活動

（基本的な考え方）

□多くの町民がまちづくりに参加できるよう、まちづくりに関する自主的な活動を幅広く支援しま

す。動を促進します。

コミュニティ活動の促進
　町内にはコミュニティセンターのほか、各地域に集会施設があ
り、地域住民のコミュニティ活動の場として利用されています。
　また、自治会連合会と67の単位自治会により、住み良い地域づ
くりのため、さまざまな活動を行っています。
　高齢化や人口の減少などが今後の自治会活動にも影響を及ぼ
すことが懸念されますが、福祉や教育など地域ぐるみでの取り組
みが求められているなか、地域コミュニティ施設を積極的に利用し
ながら自主的なコミュニティ活動をより一層促進していくことが必
要です。

まちづくり活動を担う
人材の育成 　本町では、国内外の研修事業などを通じて、まちづくり活動への

人材育成を行ってきましたがそれぞれの活動の中で研修の成果
として得た知識や経験を生かしているものと思います。しかし、現
在では財政的な問題もあり、児童・生徒に絞った研修事業の実施
にとどまっています。

　施策 　現況と課題

まちづくり活動の促進
　町内ではさまざまな分野の団体やサークルが活発に活動してお
り、まちづくり活動のけん引役を担っています。メンバーの固定化
や高齢化が進んでいる組織もあり、若年層など新たな参加者の促
進が求められています。
　また、町の憲法とも言われる「自治基本条例」を制定し、町民主
体の自治の推進に向けて取り組んでいきます。
　今後も、町民の自主性を尊重しながら、まちづくり活動を促進し
ていくことが必要です。
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主な取り組み内容

■コミュニティ組織や人材の育成
■自治会などコミュニティ組織の活動支援
■各地域を単位としたまちづくり活動の促進
■地域での町民相互の交流や支えあいの促進

■人材育成の推進と活用
■まちづくり活動への反映を意識した研修の実施

※自治基本条例：地域の課
題の解決や自治を推進す
るための基本的なルール
や権利などを条例という形
で定めたもの。

※くらし安全まちづくり条
例：災害、犯罪及び事故か
ら町民の安全を確保するた
め、防災、犯罪及び事故防
止に必要な基本条例を定
めたもの。（平成12年制定）

※NPO：non-profit
organizationの略。民間の
非営利組織営利を目的と
せず、公益のために活動す
る民間団体の総称。

主な取り組み内容

■自治基本条例※の制定と適正な運用
■くらし安全まちづくり条例※に基づいた実践活動の支援充実
■まちづくり団体活動の充実
■ＮＰＯ※活動の支援、活用
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３　地域間交流

（基本的な考え方）

□本町と交流のある国内外の地域とのネットワークを大切にしながら、人材育成や地域の活性

化に結びつくよう、交流を進めます。

□国際化に対応できる人材育成や環境整備に努めます。

　施策 　現況と課題

国際化に対応した
まちづくり

　グローバル化※が進む今日、本町においても外国人の居住者や
観光客などが増えています。
　国際理解を深めるとともに、外国語での併記を増やすなど、国際
化に対応したまちづくりが必要です。

国際交流の推進
　国際交流については、平成9年ニュージーランドのワイパ地区・
ケンブリッジ地域と友好姉妹都市の提携調印を行いました。これ
まで「美幌未来への翼」「ケンブリッジ友好交流推進事業訪問」「青
少年親善大使」「高校生親善大使」「高校生短期交換留学制度」な
どを通じて多くの町民がケンブリッジ地域を訪問し、交流を行って
います。
　今後、国際化に向けた人材育成の観点から、文化・スポーツな
どを通じ、目的を絞った事業展開を進めなければなりません。

国内交流の推進
　 国内交流事業は、鹿児島県湧水町（旧吉松町）や東京都日野
市とスポーツや文化交流を通じて物産での交流も行われていまし
た。
　今後は、スポーツや文化などの団体交流に加えて農業や観光の
分野で地域特性や特産品などの物産を活かした交流を進めて行
く必要があります。
　また、本町への移住、定住、交流希望者に対して、積極的な対
応を進めるとともにに、受入体制の整備を整える必要があります。
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■公共標識、刊行物の外国語併記充実

※グローバル化：国境を越
えて移動するようになり、世
界的な規模で広がっていく
こと。

■国際交流に関わるボランティア登録整備充実
■姉妹都市を中心とした日常における交流の支援充実

主な取り組み内容

■観光・物産交流の推進
■移住・定住受入れ体制の充実

28 



４　男女共同参画

（基本的な考え方）

□性別にかかわらず、男女が社会において対等な立場を確立し、あらゆる分野にともに参画で

きる男女共同参画に向けた取り組みを進めます。

　施策 　現況と課題

男女の人権尊重
　性別以前に、個々の人権を尊重することが男女共同参画の基本
的な考えです。
　近年、社会的な問題として取り上げられるセクシュアルハラスメ
ント※やドメスティックバイオレンス※などは、人権を侵害する暴力
であり、本町においても防止や発生時の対応に努めることが必要
です。

男女共同参画社会に向け
た意識づくり

　本町では「びほろ男女共同参画プラン※」を策定し、男女共同参
画に向けたさまざまな取り組みを促進しているほか、男女共同参
画推進プラン協議会によって学習、啓発活動などを行っています。
　「男女共同参画」の言葉や考え方は徐々に普及しつつあります
が、さらなる取り組みの推進が必要です。

性別にとらわれない
社会参加の促進

　女性の雇用や登用、社会参加の機会は増加していますが、分野
によっては、女性（男性）の活動の場が限られたり、登用が進んで
いない状況も見られます。
　性別にかかわらず、社会参加が進む環境づくりに努めることが
必要です。
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■セクシュアルハラスメント※やドメスティックバイオレンス※の防止に
向けた広報および相談の充実

※びほろ男女共同参画プラ
ン：男女があらゆる分野に
おいて対等な立場で参画
し、共に地域社会を支えて
いくことを指針としたプラ
ン。（平成11年策定）

※セクシュアルハラスメン
ト：性的嫌がらせ・性的おび
やかしのことで、一般的に
「セクハラ」と呼ばれるも
の。

※ドメスティックバイオレン
ス：夫婦や恋人など親密な
関係にある、又はあった男
女間で振るわれる暴力。略
してDVともいう。

■第３次男女共同参画プランの推進
■男女共同参画意識の啓発、定着
■各種研修事業の充実

■各種委員会等への女性登用

主な取り組み内容
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第３章　きまりを守り、明るいまちに

第１節　安全なまちにする

１　交通安全

（基本的な考え方）

□交通安全に対する意識を高めるとともに、交通安全施設の整備を進め、交通事故の発生を

未然に防ぎます。

　施策 　現況と課題

交通安全施設の整備

　運転免許や自家用自動車の普及による交通量の増加や道路の
拡幅・整備が進むことにより、自動車の走行速度が上昇しがちに
なるため、重大な事故に遭遇することが予想されます。
　歩道・照明灯の整備、カーブミラーの設置など交通安全施設の
整備に努めていますが、今後も交通状況を踏まえながら整備を進
めていくことが必要です。

交通安全活動の推進

　　道東交通の要衝である本町は自動車の通行量が多いため、
交通安全に対する町民の意識が高く、各種の交通安全活動が官
民一体で行われています。
　さらなる意識を高めることにつながるよう、協力団体との連携を
更に深めながら継続して活動を進めていくことが必要です。
　近年は、交通事故件数及び交通死亡事故が減っていますが、６
５歳以上の高齢者が交通事故死者全体の約半数を占めることか
ら、これから本格的な高齢化社会を迎えるにあたり、本町におい
ても高齢化対策に取り組んで行くことが必要です。
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主な取り組み内容

■歩道整備の推進
■冬道対策の充実
■道路気象情報システムの整備要望

■交通安全学習機会の充実
■交通安全啓発活動の充実
■交通事故防止のための情報提供
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２　消防・救急

（基本的な考え方）

□火災を防ぐ意識を高めるとともに、発生時には迅速に対応できる消防体制の強化に努めま
す。
□人員や設備面での充実、町民への救命知識の普及により、救急・救助体制を充実します。

　施策 　現況と課題

救命に関する技術や知識の
普及 　前期の講習会でＡＥＤ※が職場・団体に認識されてきました。後

期においてもＡＥＤの使用方法を町民に対し継続普及に努めま
す。

消防団・その他の組織の充
実

　「自分の地域は自分で守る」ことを目的とした自主防災組織が現
在39自治会で組織され、毎年防災リーダー※の養成や防災訓練を
行い、災害時の対応に備える体制づくりを行っています。今後も郊
外地区を中心とした未組織自治会の組織づくりと防災リーダーの
育成を推進することが必要です。また、消防団には災害活動だけ
でなく、地域に密着した消防団活動も求められています。

救急体制の強化
　本町では、年間800件前後の救急出勤があり、また組合警防体
制一元化に伴い重複出動や町外への転院搬送も少なくありませ
ん。
　増加、多様化する救急出動に対応するため、救急救命士の養成
を計画的に進めるなど、救急業務における救急処置の高度化（気
管挿管・薬剤投与）に努めることや、救急車両の資機材の更新整
備が必要です。

常備消防体制の充実
　津別町と２町で構成する美幌・津別広域事務組合として１本部２
署で、火災・救急の組合警防体制の一元化を構築してます。美幌
消防署が所有する現有消防車両の老巧化している２台の車両の
更新が必要です。
　防火衣は、Ｈ22年度に20着更新され、Ｈ23年度に消防署員分残
り21着を更新する予定です。
　また、電波法の改正によって使用期限を平成２８年５月末までと
されたアナログ方式消防・救急無線は、デジタル方式への移行整
備により、現状と同等の通信手段を確保する必要があります。

火災予防活動の推進

　災害弱者である老人、子供を火災から守るためには、消防関係
団体との協力による火災予防普及啓発活動は勿論のこと、住宅
用火災警報器の全戸設置による焼死事故対策が急務である。
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主な取り組み内容 ※防災リーダー：自主防災
組織を円滑に推進するた
めに、防災に関する知識や
技術を養成研修会にて習
得した単位自治会内の自
主防災役員。

※ＡＥＤ：自動体外式除細
動器。心臓が突然停止した
際に電気ショックを与え、心
臓の働きを戻すことを試み
る医療機器。平成16年から
一般の人も使用することが
認められた。

■普通救急講習およびＡＥＤ講習会の推進

■自主防災組織の設立促進
■消防団員の確保、育成

■救急救命士の養成（増員）
■救急車両・資機材の更新整備

■消防車両の更新整備
■災害活動用職員貸与品の更新
■消防無線のデジタル化（広域化・共同化）への移行

■住宅用火災警報器の設置促進
■消防関係団体との連携による啓発活動の充実
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３　防犯、消費者保護

（基本的な考え方）

□町民の防犯意識をより一層高め、地域ぐるみでの防犯に努めます。

□消費者に対する啓発、教育、情報提供などにより、消費生活問題を未然に防ぎます。

　施策 　現況と課題

防犯対策の推進
　本町を挙げての暴力団追放運動により、暴力団事務所撤退が
実現し、粗暴犯の発生件数は減少傾向にありますが、窃盗犯など
については横ばい傾向にあります。
　今後は悪質巧妙化した知能的犯罪に対応した体制づくりが課題
となっています。
　自治会における防犯パトロール、暴力団の資金源を絶つため町
民の手作りで行う「ふるさと祭り」の定着など、本町の防犯活動は
活発に行われています。
　今後も防犯意識を高めることや道路照明の設置などにより、犯
罪を未然に防いでいくことが必要です。

消費者の保護

　消費生活に係る問題は、ここ数年、相談件数は減少傾向にある
ものの複雑、多様化している。これらの問題や被害にあった消費
者の救済を美幌消費者協会が中心となり、今後も関係機関、団体
との連携を深めながら、相談体制の強化・充実や消費生活問題に
対する速やかな情報提供などの消費生活の安定と向上の取り組
みが求められている。
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主な取り組み内容

■警察官の増員要望
■防犯活動団体の充実
■道路照明の整備、充実

■消費生活相談体制の充実・強化
■消費者被害防止ネットワークの設立
■消費生活条例の制定に向けた調査、研究
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第２節　災害に強いまちにする

１　防災

（基本的な考え方）

□災害への意識を高めつつ、関係機関との連携を深め、地域防災対策に努めます。

　施策 　現況と課題

自衛隊美幌駐屯部隊との連
携

　過去の大規模災害時における自衛隊美幌駐屯地の存在は大き
く、近隣自治体においても重要な役割を担っています。今後も、美
幌駐屯地部隊との連携強化により一層求められており、充実整備
が望まれています。

防災体制の充実、強化
　近年、全国で大規模地震や台風災害などが発生しており、災害
に対する対策や意識の高まりが見られます。
　本町は、災害が比較的少ない地域とされておりますが、日常か
ら災害発生に備えておくことが必要です。「地域防災計画」を策定
し、防災に対する総合的な対策を進めています。また、武力攻撃
事態等に対する国民保護法に基づく避難実施要領を策定する予
定あり、今後も計画等の更新や充実が必要です。
　防災体制の充実には、町民の参加はもちろん、警察や消防署、
自衛隊などさまざまな機関との連携が不可欠です。災害時に備
え、日ごろからの連携体制や情報の共有などが必要です。

防災意識の向上、
防災組織の育成

　本町では、多くの単位自治会で自主防災組織を設立しており、
各自治会ごとに防災訓練や共同の訓練などを行っています。その
ほか、防災リーダー※の養成や資機材の貸与などが行われていま
す。
　今後も、町民の防災意識を高めながら、防災活動を促進していく
ことが必要です。
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※地域防災計画：災害対策
基本法による、一定地域に
係る防災に関する計画。

※国民保護計画：国民保護
法に基づく計画。国民保護
法とは、武力攻撃事態等に
おける国民の保護のため
の措置に関する法律。武力
攻撃から国民の生命、身体
及び財産を保護し、国民生
活等に及ぼす影響を最小
限にするために、国・自治
体等の責務、避難、救護、
武力攻撃災害への対処等
の措置を規定している法
律。

※防災リーダー：自主防災
組織を円滑に推進するた
めに、防災に関する知識や
技術を養成研修会にて習
得した単位自治会内の自
主防災役員。

■自衛隊美幌駐屯地部隊の存置活動の強化
■自衛隊美幌駐屯部隊における防災対応と連動した体制の確立

■地域防災計画※及び国民保護計画※に基づく対策強化
■総合的な災害対策の整備
■関係団体との連携強化
■美幌町災害時要援護者避難支援制度の推進

■住民に対する防災意識の高揚
■自主防災組織の設立促進

主な取り組み内容
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　町内には、市街地を形成し、その両端を流れる網走川、美幌川、
市街地中央を貫流する魚無川のほか、大小数多くの河川がありま
す。必要に応じて河川の浚渫や護岸整備などを行うとともに、河
畔については、スポーツや憩いの場として整備しています。
　近年は気候の変化などにより、台風やゲリラ豪雨などに伴う災
害が発生することも予測されることから、今後も洪水などの災害に
備えた施設整備を基本として、自然生態系などに配慮した整備を
進めていくことが必要です。
　また、農業用排水路は国営美女地区が平成22年度より事業着
手されしたが、土地改良予算の減額により完了年の遅れが予想さ
れ、明渠排水は排水路が老朽化してきているため、計画的な修繕
を必要としています。

２　国土保全（治山、河川整備）

（基本的な考え方）

□自然生態系に配慮した治山や治水、河川改修を進め、自然災害を未然に防ぎます。

　施策 　現況と課題

治山・治水対策の推進

　治山・治水については、地滑りや土砂流出、河川氾濫などの自
然災害を未然に防ぐため、治山施設や砂防ダムなどの施設整備
を進めています。
　今後は、危険箇所を事前に把握し、対応していくことが求められ
ています。
　民有地に関しては、林地開発による農地が大雨時に崩落するこ
とが多いため、土地所有者に対する啓蒙が必要です。

河川の整備
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■洪水対策（監視システム・排水ポンプ施設の整備）
■管理河川の浚渫（床ざらい）
■親水性豊かな網走川河川改修事業の推進
■駒生川河川改修事業の推進
■農業用排水路（明渠等）管理体制の見直し

主な取り組み内容

■自然災害等による山腹の復旧・砂防ダム等の設置
■災害未然防止のための状況調査等の継続
■町内の危険箇所や林地開発による崩落危険箇所等の診断結果に
よる指導・対応方法の検討
■光ファイバー情報施設整備
■排水ポンプの維持管理方法の検討

40 



第４章　環境を整え、美しいまちに

第１節　自然環境を大切にする

１　環境共生※、自然保護

（基本的な考え方）

□環境負荷の軽減や自然環境の保護に努め、環境共生※のまちづくりを町全体で進めます。

　施策 　現況と課題

公害の防止

　本町で発生が想定される公害は、家畜ふん尿や工場から発生
する悪臭や油の流出などの水質汚染のほか、自動車の騒音など
です。
　発生や苦情があった際には迅速な対応に努めるとともに、発生
を防ぐよう指導体制を構築していきます。

環境共生に向けた
総合的な取り組み

　2005年に発効された｢京都議定書※｣により、日本は2008年から
2012年の間にCO2などの温室効果ガス排出量を1990年に比べて
6％削減することが義務づけられ、様々な対策を進めてきました。
　その後の2009年、ニューヨークで開催された国連気候変動サミッ
トにおいて、我が国の目標として、温室効果ガス排出量を2020年
までに1990年比で25％削減することを表明したことから、従来にも
増した新たな環境対策が必要になっています。
  また、本町は長い日照時間や水資源などローカルエネルギーに
活用できる地域特性に優れており、木質バイオマス等の地域資源
も含めたこれらの利用を促進していくことが必要です。

自然環境の保護
　本町の自然は、美幌峠周辺に代表される原生的自然をはじめ、
広大な面積の森林、多数の河川等に代表される水辺環境が残さ
れており、多種多様な生物が生息しています。
　水とともに発展してきた本町は、水辺愛護に対する住民意識が
高く、魚無川の環境整備、ヘイケボタルやキタクビワコウモリ等の
生息地保全活動等により、希少動植物が良好に生息するなど、自
然保護活動による効果が表れています。そのほか、博物館自然
講座や子ども自然教室等を開催し、自然教育や自然保護意識を
高めています。最近では、外来種による自然生態系の撹乱を防ぐ
ため、鴬沢川で外来種ウチダザリガニ防除活動を、町・地元民間
団体等が協力しながら、長期的に進めています。
　今後も町民の活動と連携しながら、自然保護に努めていくことが
必要です。
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■関係機関との連携による巡視活動の強化
■監視・指導体制の強化
■公害に関する企業の危機管理意識の醸成促進

※環境共生：人間も生態系
の一部であることをふま
え、環境への負荷をなるべ
く減らして生活をしていくこ
と。

※京都議定書：1997年京都
で開催された「気候変動枠
組条約第3回締結国会議
（COP3）」で採択された議
定書。二酸化炭素など6つ
の温室効果ガスの排出削
減義務などを定めている。
日本の削減目標は６％と
なっている。

■地球温暖化防止対策の実施
■ソーラー資源の活用
■営農用水確保のための調査、研究
■畑地かんがい用水確保のための水利再編の調査
■地域新エネルギービジョンの推進
■新エネルギーに関する大学研究機関との共同研究

■自然環境保護の意識高揚
■自然保護に関する関係団体、部局との協議体制の整備
■自然保護に関する調査、教育、啓蒙活動の推進

主な取り組み内容
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２　ごみ処理、リサイクル

（基本的な考え方）

□町民の理解と協力を得ながら、ごみの減量化とリサイクルをめざします。

　施策 　現況と課題

□処理体制を充実し、生活排水、し尿の適切な処理に努めます。

ごみ処理体制の充実 　本町では、家庭から排出される廃棄物の量は分別収集や有料
化を行った結果、減少し続けていましたが、現在は横ばい状況に
あります。
　今後も排出マナーの向上と効率的な収集に努めることが必要で
す。
　収集した一般ごみについては、最終処分場への埋め立てを行っ
ています。現在の処分場が平成２３年度中で埋立終了になること
から、平成２４年４月の供用開始に向けて第Ⅲ期埋立処分場の建
設を進めています。また、処分場の完成に併せて指定管理者制度
を導入し、収集運搬業務と受入処理業務の円滑な処理を行いま
す。

ごみの減量化と
リサイクルの推進 　ごみの減量化と資源再利用を進めるため、リサイクル活動の普

及に努めています。
　平成17年度からスタートした一般ごみの有料化とその他プラス
チック製容器包装廃棄物の分別収集は町民に充分理解、実行さ
れており、今後の大幅なごみの減量化は望むことができないた
め、新たなリサイクル可能品目の追加などを行う必要があります。

合併処理浄化槽※の
設置促進

　下水道計画区域外で実施している個別排水事業は、事業計画
期間が23年度までとなっておりますが、事業期間を延長し水洗化
の促進を図ります。
　また、普及戸数の増加により維持管理費が増加していることか
ら、21年度に使用料及び分担金の改定を行い負担の適正化を
図っていますが、負担の適正化に努めることが必要です。

３　下水道（し尿）処理

（基本的な考え方）

汚泥処理の推進
　下水道終末処理場の焼却施設の維持管理コストが増加している
ため、焼却減量化からリサイクル肥料化へ処理委託方式を転換し
ました（平成20年度より）、
　今後、処理委託コストの平準化とともに、焼却施設の解体等の
検討が必要です。

　施策 　現況と課題

下水道の充実
　下水道管渠の敷設及び処理場建設後年数が経過し、施設の老
朽化により機器等の更新が課題となっています。
　財政状況も厳しいことから、財源確保を図りながら、下水道中期
ビジョン及び長寿命化計画を策定し、処理場及び管渠の整備更新
を行うことが必要です。
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主な取り組み内容

※管路データベース：大規
模地震への対策を計画的
にかつ効率的に実施する
ために、既存管路施設情報
の調査と重要な管渠の選
定、地盤液状化の検討及
び分析を実施し、地盤・管
路情報の集積したデータ
ベースを構築するもの。

※合併処理浄化槽：住宅
（家庭）から出る、し尿と生
活雑排水（台所・風呂・洗濯
水等）を微生物の働きを利
用してきれいな水にする施
設。

※個別排水処理施設整備
計画：農村地域等のし尿と
生活雑排水を処理するた
め、各戸ごとに合併処理浄
化槽の設置をする計画。平
成23年までに306戸の整備
を予定している。

■資源物分別の徹底
■埋立最終処分場の造成整備
■ごみ処理施設の適正な維持管理

■３Ｒ※の推進

※３Ｒ：ごみを減らす「リ
デュースReduce」、限られ
た資源を繰り返し使う「リ
ユースReuse」、資源を再利
用する「リサイクルRecycle」
の３つの意味。

■下水道区域外居住者に対する水洗化の促進（合併処理浄化槽※
の設置促進）
■個別排水処理施設整備計画※に基づく計画的な整備

■資源利用事業（汚泥の有効利用）の研究の継続
■汚泥の有効利用

主な取り組み内容

■全体計画・事業認可の変更
■浸水経歴がある地域等の雨水管整備
■下水道施設の老朽化等に伴う改築・更新事業
■管路データベース※の構築
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第２節　うるおいを高める

１　環境美化、景観

（基本的な考え方）

□ 町民、各団体の理解と協力を得ながら、環境美化や景観の向上に向けて取り組みます。

　施策 　現況と課題

まちなみ景観の向上

　市街地においては、商店街の整備や道路の拡幅などに合わせ
て、色彩や窓の形状を統一する地域が現れるなど、景観形成の
向上に向けた取り組みも見られます。一方では老朽化した空店舗
などが散在し、景観を損ねていることが課題です。
　今後も地域住民の理解を協力を得ながら、まちなみの景観向上
を進めていくことが必要です。

環境美化活動の推進

　本町では、年３回の町民一斉清掃、周辺住民による魚無川の清
掃などの清掃活動が行われているほか、企業やボランティア団体
による清掃活動が数多く行われています。
　環境美化活動の推進には町民の理解と協力が不可欠であり、
今後も連携を深めながら不法投棄の防止とともに環境美化に関
する活動を進めていくことが必要です。

不法投棄対策の推進

　本町では、業者委託による不法投棄巡回活動を行い、不法投棄
の早期発見と防止に努めています。今後も、町民をはじめ警察や
関係機関との連携を深め、不法投棄対策を強化していきます。

45 



※まちなみ環境整備事業：
景観に配慮された緑や花
のまちなみを整備するた
め、植裁や緑化運動、環境
にやさしいまちづくり運動な
ど環境美化を進める取り組
み。

■まちなみ環境整備事業※の推進
■花や緑による景観の向上

■地域における清掃活動の推進
■美しいまちづくりに向けた住民意識の高揚
■関係団体の支援と連携強化

■不法投棄の未然防止や早期発見対策の推進

主な取り組み内容
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２　公園・緑地（緑化）、墓地

（基本的な考え方）

□公園の整備や適切な維持管理に努めるとともに、植樹や花だんの整備などへの町民の参画

を得ながら緑化を進めます。

　施策 　現況と課題

霊園の維持管理

　市街地には柏ヶ丘霊園、市街共同墓地とびほろ霊園の３か所の
墓地、墓園があります。古い区画については使用権者の所在が
不明なものが多いことから実態調査を行っています。
　また、びほろ霊園の残区画が平成２１年度末で２０区画になり、
今後の利用状況を見極めながら新たな区画造成を行う必要があ
ります。

公園や緑地の整備、
維持管理

　都市計画公園をはじめ町内にある公園における遊具等の老朽
施設については、厳しい財政状況の下、更新を行えていない状況
にあります。
財源確保を図りながら、早急に長寿命化・修繕計画を策定し老朽
施設の更新と効率的な維持管理が必要となっています。

緑化、花いっぱいの推進

　本町では「緑化推進計画※」に基づき、町道の沿線においても街
路樹を植樹するなど緑化を計画的に進めています。また、自治会
などによる公共施設用地への緑化など、花や緑に関する活動も盛
んです。
　今後は公共施設のほか、各家庭・事業所においても緑化を進め
ていくことが必要です。
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■びほろ霊園の造成

※網走川河川緑地整備計
画：洪水・下水・土砂等の排
除を主とする治水機能、農
業用水、飲料水等の利水
機能、都市の生活環境に
密接な環境機能を利用し
て、人間と川（水）がふれあ
う親水機能、公園等の空間
機能を持たせた網走川の
河川敷地を利用した計画。
（昭和57年策定）

※公園引当地活用計画：宅
地開発の際環境保全や居
住環境の向上を目的に公
園・緑地等に当てる用地
「公園引当地」を利活用し
ていくための計画。

※ ユニバーサルデザイン：
能力や障がいのレベルに
かかわらず、すべての人々
が利用しやすいデザイン。

※緑化推進計画：市街地お
よびその周辺における現存
する緑を極力保全するこ
と、また、失われた緑を積
極的に回復・復元させるこ
とといった活動を進める計
画。

■網走川河川緑地整備計画※の見直し
■公園施設等の更新計画の策定
■公園引当地活用計画※の策定
■住民参加による公園の維持管理
■ユニバーサルデザイン※を取り入れた公園整備

■緑化推進計画の策定
■市街地空き空間を利用した植花等の推進
■緑化推進活動

主な取り組み内容

48 



第３節　快適な基盤をつくる

１　土地利用、市街地や農村の整備

（基本的な考え方）

□限りある土地を有効に活用し、次代へと引き継ぎます。

□市街地や農業地域など、それぞれの実情や特性をふまえ、基盤整備を推進します。

　施策 　現況と課題

市街地の再整備

　市街地が拡大する一方で、中心部において空店舗が増えるなど
の空洞化現象が見られます。
　このようななか、本町では、平成16年に「美幌町中心市街地活性
化基本計画※」を策定し、市街地の再整備に取り組んでいます。他
の計画との整合性をはかりながら、計画的に進めていくことが課
題となっています。

農業地域の土地利用、
集落整備

　離農の増加により、今後農地の遊休化や農地の休耕が進むこと
が予想されるが、農地の流動化や環境に配慮し、農村集落の特
性を生かしながら、生産性の向上と、地域住民の利便性を図るた
め、取り組むこととします。

計画的な土地利用の推進

　本町の面積は438.36k㎡で、約60％を山林、約25％を畑が占め
ています。これらの土地は町民の生活や経済を支える、大切な財
産です。限られた土地を守り、活かす土地利用を計画的に進める
ことが求められています。
　また、地籍の精度を高めるため、従来からの地籍調査補完に加
えて数値情報化（デジタル化）を行い、適正な地籍管理が必要で
す。

市街地における土地利用の
推進

　現在の都市計画の用途区域は、平成６年の拡大後も区域外の
開発が続いています。
 都市計画マスタープランを平成21年度に見直しを行いました。今
後もバランスを考慮しつつ、現状に沿った都市計画を見直すこと
が必要です。
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※地積：土地の面積。

※都市計画マスタープラン：平
成32年を目標年次として、本
町の都市計画における土地利
用、交通体系、公園緑地等の
基本的な方針を示す重要な計
画。（平成13年度策定）

※緑の基本計画：都市におけ
る緑地の保全、緑化の推進に
関する計画。

※中心市街地活性化基本計
画：市街地の整備改善と商業
の活性化などを一体的に推進
し、中心部と郊外部がバランス
よく発展することを目的につく
られた計画。（平成16年策定）

※ ユニバーサルデザイン：
能力や障がいのレベルに
かかわらず、すべての人々
が利用しやすいデザイン。

※市街地再開発基本計
画：中心市街地の核となる
商業集積施設を整備する
ための計画。

※ポケットパーク：市街地
や道路沿いなど日常生活
の身近な場に設置された
小規模公園のこと。

※ 農村地区環境保全対策
事業：農家住宅・地域集会
室等の周辺整備（花壇な
ど）、廃屋の撤去や傾斜農
地を平らにした際の斜面の
緑化などを推進する事業。

※地下水汚染対策事業：
肥料や家畜ふん尿等によ
る地下水への汚染が発生
している地域に対して、そ
の原因の排除や解消に向
けた対策を行う事業。

※美幌中央幹線道路：「美
幌バイパス」や「北見道路」
は、将来の「北海道横断道
路」として整備している。本
町ではこうした高速交通道
路ネットワークへのアクセ
スのため、桜通を「美幌中
央幹線道路」として位置づ
け、整備を計画している。

■市街地再整備の促進
■景観等調和した街並みの整備
■ユニバーサルデザイン※の推進
■地区の拠点となる緑地の整備
■まちなみ環境整備の推進
■市街地再開発基本計画※の推進（大通地区）
■市街地再開発可能性の調査（大通地区）
■美幌中央幹線道路(桜通)※の整備
■国道39号線の歩道造成
■新町３丁目通の歩道改築
■多目的広場の整備
■ポケットパーク※の整備

主な取り組み内容

■農村地区環境保全対策事業※の推進
■農業生産活動環境対策事業の推進
■地下水汚染対策事業※の推進

■都市区域、農業区域、森林区域、自然保全区域の利用区分に応じ
た土地利用の推進
■地積※更新事業による信頼性の確保

■都市計画マスタープラン※の見直し
■都市計画区域・用途区域の見直し
■緑の基本計画※の策定
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２　住宅・宅地

（基本的な考え方）

□入居ニーズをふまえ、公営住宅の整備を計画的に進めます。また、民間と連携し、より良い

住環境の整備に努めます。

　施策 　現況と課題

公営住宅の整備 　町内には736戸の公営住宅と84戸の道営住宅があるほか、中心
市街地には借り上げ方式による公営住宅が59戸あります。
　近年は、高齢化に伴い、高齢者世帯向けの住宅整備（シルバー
ハウジング）が進んでおり、中心市街地では借上公営住宅への店
舗の併設も行われています。
　公営住宅入居の要望は多くなっていますが、人口減少が予測さ
れるなか、今後の整備については公営住宅等長寿命化計画に基
づくほか民間の賃貸住宅の経営を圧迫しないように配慮する必要
があります。

民間の住宅、宅地整備の促
進 　民間の自力整備が大前提でありますが、近年の経済情勢から

住宅建設の落ち込みが見られます。
　今後は、既存住宅のﾘﾌｫーﾑ促進により、住環境の向上を目的と
した、実効性のある取組の検討が求められます。

水資源の確保 　本町の水道は、良質な水を安定供給しています。将来にわたっ
て水道水の安定供給を継続するために、水源や水源上流の調査
及び監視による迅速な対応が必要です。
　また、本町農業の水資源確保は重要で、農業水利の再編によ
り、余剰水での畑地かんがいを行うことにより、ほ場への散水が
可能となることから、収量の増加につながります。このため、「地区
調査」の申請を行っているところです。
　今後も、水資源の調査とともに需要の把握に努めながら、整備
を進めることが求められています。

水道の整備
　水道施設は計画的に更新し、安全な水の安定供給が継続でき
るよう維持しなければならない。管路についても他事業関連の布
設替や管網整備により安定供給が確保できる。また、水道技術職
員の確保と技術力の継続が難しくなってきており、早急に施設運
転管理の委託を検討しなければならない。

３　水資源、水道

（基本的な考え方）

□良質な水資源を確保し、安定した水の供給に努めます。

　施策 　現況と課題

北国の気候風土に適した住
環境の整備 　現在、「長期優良住宅先導事業」に採択され、「北方型住宅ＥＣＯ

プラス」と称し、国から戸当たり最大２００万円の補助金が交付さ
れ、これまでより北方型住宅の建設が進んでいますが、今後この
事業が終了した後の北方型住宅の建設戸数維持が課題です。
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主な取り組み内容

■住生活基本計画の推進
■公営住宅等長寿命化計画による維持管理

■住生活基本計画の推進
■民間が行う融資制度による住宅整備促進
■ユニバーサルデザイン※の推進
■住宅リフォーム助成制度の検討

※ ユニバーサルデザイン：
能力や障がいのレベルに
かかわらず、すべての人々
が利用しやすいデザイン。

※北方型住宅：少子高齢社
会や環境問題など社会的
変化に対応するため、耐久
性、維持管理の容易さ、ユ
ニバーサルデザイン、省エ
ネ、雪処理等に配慮した住
宅。

※水源涵養林（すいげんか
んようりん）：良質で安定し
た水源を確保するため、降
水を保水、浄化する機能を
有する森林。また、樹木の
根は土壌の流失を防止す
る役割も果たしている。

■河川の流量調査
■水質監視装置の整備
■営農用水確保のための調査、研究
■畑地かんがい用水確保のための水利再編の調査
■水質保全のための水源涵養林※の維持管理

■水道施設の更新
■導水管、送水管、配水管の整備
■水道普及率の向上促進
■営業に係る業務委託の推進
■施設に係る管理委託の推進
■水道未普及地域の解消

主な取り組み内容

■北海道が進める北方型住宅※の啓蒙、啓発
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４　道路

（基本的な考え方）

□交通の要衝としての機能性や利便性をより高めるため、国道・道道の整備を国や道に要請し

ます。

□町道における車両および歩行者の安全を確保するとともに、維持補修を計画的に行います。

　施策 　現況と課題

国道、道道の整備
　４路線の国道（39号線、240号線、243号線、334号線）、６路線の
道道（北見美幌線、北見端野美幌線、嘉多山美幌線、美幌駅前停
車場線、福住女満別線、東藻琴豊富線）が縦横断する本町は、道
東のインターチェンジと位置づけられています。平成17年７月には
国道39号美幌バイパスが全面開通し、混雑防止や交通事故の防
止が図られました。
　今後も安全で快適な通行の確保を図るため、関係機関との連携
を深め、改良、整備をよりいっそう進めていくことが必要です。

町道の整備

　市街地及び郊外の町道主要路線については、各種補助事業等
を活用し改良・舗装化が進んでいます。
　今後は緊急性及び利用度等の費用対効果を調査し、未舗装路
線の整備と通行に支障のある路線の改修が必要です。
　また、歩行者の安全の確保を図り、関連計画との連携や整合性
を踏まえながら、車と歩行者がともに安全に利用できる道路造りを
進めていくことが必要です。
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■高規格幹線道路※の整備促進（北海道横断道路※）
■地域高規格道路※の整備促進（道東縦貫道路※）
■道道嘉多山美幌線改良整備促進
■道道北見端野美幌線の歩道整備
■美幌中央幹線道路(桜通)※の整備促進
■国道３９号線の歩道造成

■「都市計画マスタープラン」との連携
■「美幌町中心市街地活性化基本計画※」との連携
■「町道整備計画（中期的計画）」の策定
■重点的計画「生活道路再整備計画」の策定
■町道の整備、補修（第6号道路、美里道路、第121号道路の整備、
131号道路外３改良舗装）、「橋梁長寿命化計画」の策定
■歩道の整備(美幌町中心市街地活性化基本計画による新町３丁目
通（第112号道路・第509号道路）の歩道整備）
■ユニバーサルデザインの推進
■美幌町中心市街地活性化基本計画による電線地中化計画等の検
討
■主要道路における安全確保対策の推進

主な取り組み内容

※ 高規格幹線道路・地域
高規格道路・北海道横断道
路・道東縦貫道路・美幌中
央幹線道路：道路の位置づ
けの中では、骨格的道路を
「高規格幹線道路」（その内
に北海道横断道路を含む）
とし、整備している。その高
規格幹線道路間を結ぶ高
規格道路を「地域高規格道
路」と位置づけている。その
中で美幌・標茶間を「道東
縦貫道路」、また、「美幌バ
イパス」や「北見道路」は、
将来の「北海道横断道路」
として整備している。本町で
はこうした高速交通道路
ネットワークへのアクセス
のため、桜通を「美幌中央
幹線道路」として位置づけ、
整備を計画している。

※中心市街地活性化基本
計画：市街地の整備改善と
商業の活性化などを一体
的に推進し、中心部と郊外
部がバランスよく発展する
ことを目的につくられた計
画。（平成16年策定）
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５　公共交通

（基本的な考え方）

□関係機関との連携を深め、公共交通機関の拡充や利便性の向上に努めます。

　施策 　現況と課題

女満別空港の利便性向上
　隣接する女満別空港は、本町にとっても重要な交通手段となっ
ています。
　美幌バイパスの開通により、女満別空港へのアクセスがより向
上し、空港までの移動時間が短縮されましたが、移動手段を持た
ない人々にとっては不便な状況です。今後は、空港までの交通手
段の充実や航空路線網の拡充、運賃の是正などが求められてい
ます。
　また、国外からの観光客が増加している今日、女満別空港の国
際化についても近隣町村の連携により対応していくことが必要で
す。

鉄道輸送体制の充実

　ＪＲ石北本線については、自動車保有台数の増加とともに公共
交通機関の利用者が少なくなっており、列車ダイヤの縮小が懸念
されています。高齢化により増加している交通弱者にとっては貴
重な交通手段であることから、現状をの列車ダイヤを確保すること
が重要です。また、利便性の向上と利用者を増やすため、ＪＲ石北
本線の高速化が求まられています。

バス路線の充実
　都市間高速バスについては、札幌―北見・網走を結ぶ都市間高
速バスが停車するようになり、ＪＲと同様、町外への貴重な交通手
段となっていることから、今後も現在の運行体制を維持していくこ
とが重要です。
　町民の身近なバス路線として、平成15年よりワンコイン（百円）バ
スを運行しており、高齢者や通学生徒などを中心に利用されてい
ます。そのほか町内には、北見バスによる北見―津別路線、網走
バスによる網走―美幌線、阿寒バスに委託している町営バス３路
線があります。また、スクールバスも運行しており、効率的運用を
図る面から、一般客と児童・生徒の混合乗車の検討も必要となっ
ています。
　今後も、生活交通路線として確保維持していくことが必要です。
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■航空路線の拡充と運賃是正
■空港アクセスの充実
■国際チャーター便の拡大要請

■鉄道利用の促進
■ＪＲ石北本線の高速化及び利便性向上の要望

■バス路線の充実と利用促進
■町営バス等の効率運用（スクールバスとの混合運行）

主な取り組み内容
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６　除雪

（基本的な考え方）

□地域住民の理解と協力を得ながら、効率的・効果的な除雪を進め、安全を確保します。

除雪活動の促進

　高齢者、身体障がい者などで除雪が困難な世帯に対しては、自
治会で組織する「たすけあいチーム」やみどり就労センターへの委
託により除雪が行われています。
　除雪が困難な世帯が増加するなか、このような除雪活動は重要
であり、活動の促進に努めていくことが必要です。
　また、自治会で組織する「たすけあいチーム」による除雪活動も
限界があるため、今後は民間業者による有料を含めた除雪対策
を検討する必要があります。

　施策 　現況と課題

除雪体制の充実

　本町は北海道内でも比較的降雪量が少ない地域ですが、地球
温暖化が叫ばれる中、本町においても気象状況が変化しており、
短期間における大雪、冬期間の異常高温等による路面の悪化
等、路面状況も大きく変化してきております。
　本町では除雪計画に基づき、除雪による交通の確保に努めてい
ますが、今後も除雪に対する住民の理解、協力を得ながら効率的
な除雪体制の充実に努めることが必要です。
　また、ロードヒーティングにかかる電気用負担が大きいため、
ロードヒーティングに代わる低コストで、安全安心な通行の確保を
図ることが課題となっています。
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■たすけあいチームによる除雪活動の継続支援（担い手確保）
■たすけあいチームの設立支援
■住民参加による除雪体制の確立

主な取り組み内容

■生活時間帯を考慮した除雪計画と除雪体制の整備
■路面・歩道整備および脱スパイク対策による冬道安全確保
■除雪情報の提供
■ロードヒーティングに代わる低コストなスリップ防止策の検討
■間口置き雪対策の実証実験の実施
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第５章　文化を高め、しあわせなまちに

第１節　生涯学習※で生きがいを持つ

１　生涯教育（社会教育）

（基本的な考え方）

□町民の学習活動を奨励、促進するための環境づくりを総合的に進めます。また、学習成果が

まちづくりに活かされるように努めます。

　施策 　現況と課題

生涯学習活動の促進
　マナビティーセンターでは、子どもから高齢者までを対象に数多くの講
座や教室を開催し、町民の学習活動のきっかけづくりを行っています。
また、団体・サークルの主体的な活動を支援し、活動の成果が地域に活
かされる等の広がりを見せています。今後益々町民の主体的な学習活
動が必要となり、地域の方々による子どもの体験機会づくりを奨励する
など、「生きがい」から「やりがい」を感じられる学習活動が求められてい
ます。
　図書館については、ボランティアの協力を得ながら各事業に取り組ん
でいますが、限られた人材のため、新たなボランティアの発掘育成が今
後の課題です。また、ブックスタート※により子どものころから本に親しん
でもらうよう努めているところですが、学校等との連携により子どもの発
達段階に応じた読書活動を推進していく必要があります。
　博物館は、特別展・企画展開催期間以外の一般入館者が減少してい
るものの、講座や教室への参加者が増加しています。美術資料常設展
示室がオープンし、さらにH22年度中に旧農業館スペースにおける常設
展示の更新・講座室が設置されることから、博物館学習利用者の増加
が見込まれます。今後も地域に根ざした学習の拠点として関係機関と連
携しながら学習機会を提供していくことが求められています。

生涯学習の推進体制の
確立 　目まぐるしく変化する社会への適応が必要ななか、学習を自由に選択

することができ、学んだことや学ぶこと自体が適切に評価される生涯学
習社会の実現が必要となっています。
　本町では、さまざまな機関・団体により講座や研修などが開催されて
いるほか、町民が主体的に取り組む文化・スポーツ活動などが生涯学
習活動として活発に行われています。生涯学習の情報については、町
広報やホームページ等を通じて広く提供するよう努めていますが、今後
さらに関係機関・団体との連携を深め、生涯学習に関する幅広い情報
提供と学習情報の一元化を図ることが必要です。
　また、学習活動で得た知識や技術がまちづくりの中で活かされ、「生き
がい」と「やりがい」を感じることのできる社会の実現を目指すことが必要
です。

生涯学習関連施設の整備
　町内には学習活動の場としてマナビティーセンターのほか、町民会館
や図書館、博物館・農業館などが利用されています。
図書館については、郷土資料の充実と各分野の蔵書拡大が望まれてお
り、それに伴う収蔵場所の確保が必要です。また、蔵書冊数や利用者
ニーズに対応した能力とスピードを併せ持つシステムを確保し、時代に
対応したサービスを提供することが必要となります。
　また、文化芸術鑑賞や活動発表の場である町民会館の老朽化に伴
い、第１ホールを改修し新たなホールの建設を進めていますが、町民に
とって使いやすく親しみの持てる施設づくりが必要となっています。
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■住民参画による生涯学習活動の拡充
■住民主体による生涯学習活動の奨励
■図書館ボランティアの育成と活用
■博物館における学校教育との連携
■美幌町子どもの読書活動推進計画による読書活動の推進

※生涯学習：自己の充実・
啓発や生活の向上のた
め、個人の自発的意志に
基づき、あらゆる生活の場
において行われる学習活
動であり、必要に応じ、自
己に適した手段・方法を選
択し、生涯を通じて行われ
る。

※ブックスタート：新生児の
いる家庭に絵本をプレゼン
トする、1992年にイギリスで
はじまった運動。

■生涯学習推進体制の整備
■公共施設の空き情報のシステム化
■地域活動に関わる人材の登録と活用促進
■地域活動への参加奨励および機会の充実

■図書館における郷土資料と図書の充実
■図書館施設等の整備・充実
■マナビティーセンター設備の整備充実
■町民会館を利活用したホール機能整備

主な取り組み内容
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２　文化・芸術

（基本的な考え方）

□町民が文化芸術に親しめるよう、活動の場や鑑賞機会の充実に努めます。また、文化財や

郷土資料を収集、保存し、次代に継承します。

　施策 　現況と課題

文化財や郷土資料の
収集、保存 町文化財については、美幌小学校かしわ、瑞冶足柄奴、ベニバナ

ヤマシャクヤク自生地、絵模様付礫の４点が指定されています。
　地域の大切な資源として、文化財や郷土資料の収集、保全に努
めていくことが必要です。あわせて、貴重な資料を保存・活用する
ためにも、定期的な、常設展示の修繕を進めていく必要がありま
す。

歴史の継承

　　本町の歴史や文化を後世に伝えていくため、今後は地域文化
に関わる伝承を進めていくことが必要です。

文化芸術活動の促進

　本町には文化・芸術活動を行っている団体・サークルが数多くあ
りますが、会員の高齢化や固定化が見られることから、環境を整
備し、幅広い年代が親しむことができる活動を奨励していくことが
必要です。

文化芸術の鑑賞機会の
充実 　本町では、マナビティーセンターや町民会館において、町内で活

動する文化芸術活動の発表が活発に行われているほか、プロの
招へいによる演劇や音楽などの公演や演奏会などを開催し、芸術
鑑賞機会の提供に努めています。今後もさらに文化振興をすす
め、幅広い文化芸術に接する機会をより多く設けていくことが必要
です。
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■文化財の保全、保護
■郷土資料の収集

主な取り組み内容

■地域文化伝承者の発掘、調査

■文化関係団体の育成
■団体・サークル活動の成果の発表と交流促進

■芸術鑑賞事業の内容充実
■町民主体による芸術鑑賞事業の奨励
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３　スポーツ

（基本的な考え方）

□スポーツを通じて心身の健康が促進されるよう、生涯スポーツの普及に努めます。

　施策 　現況と課題

スポーツ活動の促進

　各種スポーツ団体による積極的な活動により、スポーツ合宿の
受け入れや指導者の養成、競技選手・団体の活躍が見られ、本
町出身のオリンピック日本代表が活躍するなど町民に感動と希望
を与え、これまでの活動が競技力の向上に繋がってきている。今
後も青少年から高齢者までそれぞれのニーズに応じた活動の促
進と指導者の養成や活用をすすめ、地域スポーツの普及振興に
努める必要があります。

生涯スポーツの振興

　第5次社会教育中期計画に基づき、各種競技スポーツの普及と
生涯スポーツの振興に努めてきました。今後、総合型地域スポー
ツクラブの設立に伴い、地域住民が運動に親しめる機会を拡充し
だれもが健康で豊かな生活と地域社会のコミュニティが広がるよう
体育協会やスポーツクラブ等とさらに連携を図ることが望まれてい
ます。

スポーツ施設の
整備、活用 　第5次社会教育中期計画に基づき、学習基盤の整備に努めてき

ました。住民の活動実態や要望を踏まえ、施設の整備を進めてる
が、将来的な施設整備構想など計画的な施設の整備と年次的な
更新整備が望まれています。
　また、現在、パークゴルフ場及び室内ゲートボール場を新設する
ため、基金を設置し積み立てているところであり、整備時期等につ
いて検討を進めます。
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※総合型地域スポーツクラ
ブ：地域住民が主体的に運
営する複合的なスポーツク
ラブ。さまざまなスポーツに
おいてレベルや世代を越え
て集まり、楽しむことができ
る場をめざしている。（文部
科学省が平成７年度より進
めている）

■スポーツ合宿の誘致と団体支援
■指導者の確保、育成、研修機会の充実
■競技スポーツ技術力の向上

■スポーツ振興体制の充実
■総合型地域スポーツクラブ※の自立支援
■指導体制の充実と支援体制の強化

■既存施設の定期的維持補修
■パークゴルフ場・室内ゲートボール場の整備促進

主な取り組み内容

64 



第２節　地域に根ざした学校教育を進める

１　幼児教育、学校教育

（基本的な考え方）

□時代に応じた教育環境や教育水準の向上を図るとともに、地域資源を活かした教育内容の

充実に努めます。

　施策 　現況と課題

小中学校の教育内容の
充実 　地域資源を活用した授業の取り進めや地域住民の参画による

「ひらかれた学校」の実現に努めています。今後も、地域に根ざし
た教育を進め、基礎と基本を大切にした確かな学力と豊かな心を
持った児童生徒の教育に努めることが求められています。
 また、発達障害を含む軽度の障害のある児童生徒の学習上又は
生活上の困難を克服するための教育の推進が求められていま
す。
　学校給食はセンター方式により平成９年４月移転設置され、全小
中学校の児童生徒へ栄養バランスのとれた給食の提供に努めて
いますが、経年劣化している調理器具等の更新を図り、より多彩
なメニューによる安心かつ安全な給食の充実と安定的な提供が求
められています。

高等学校教育の充実

　平成23年度に統合した美幌高等学校については、町内唯一の
高等学校であり、またオホーツク管内唯一の農業高校でもありま
す。地元の子どもが地元の高校に通い将来に向け自分の夢が叶
うような教育を受けられるよう、施設整備など教育環境の充実と生
徒数の確保が求められています。

幼稚園の充実

　町内には、私立幼稚園が２園あり、幼児教育を行っています。幼
児教育の振興をめざし、就園の奨励や教育内容の充実促進に努
めていくことが求められています。

小中学校の教育環境の
充実

　町内には、小学校が市街地に３校と周辺地域に複式校※が１
校、中学校は、市街地に２校あります。近年は少子化により、児
童・生徒数は年々減少しており、今後は地域の理解を得ながら通
学区域の変更や適正配置が必要となってきます。
　施設や設備については、老朽化による危険性の高いものから計
画的に修繕を行っていますが、平成24年度には美幌中学校が現
美幌高等学校へ移転し、中学校仕様への改修・整備を行います。
また、学習指導要領・ＩＴ教育に対応した環境整備や余裕教室の有
効活用などが課題となっています。
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※複式校：二つの学年以上
の児童又は生徒を一つに
編成した学級を有する学
校。

※食育：栄養の偏り、不規
則な食事、安全性の問題
や食文化の継承など、生産
から消費まで一貫した「食」
に関する考え方を、家庭、
学校、保育所、地域等を中
心に育むことを国民が総合
的に推進すること。

※特別支援教育：これまで
の特殊教育の対象としてき
た盲者、聾者、知的障がい
者、肢体不自由者、及び病
弱者等の児童生徒に加え
て、通常の学級に在籍する
ＬＤ（学習障がい）、ＡＤＨＤ
（注意欠陥／多動性障が
い）、高機能自閉症等の児
童生徒も含め、個々のニー
ズに応じた適切な指導及び
必要な支援を行う教育。

■地域資源（自然、環境、人）を活用した学校教育の充実
■地域と一体になった学校づくりの推進
■栄養教諭の配置による食育※の推進
■学校給食センターの充実
■特別支援教育※の推進

主な取り組み内容

■北海道教育委員会の動向を踏まえた陳情活動及び生徒数確保に
向けた中学校訪問

■就園に対する支援
■教材、研修に対する支援

■学校用備品、教材等の整備充実
■美幌中学校の移転・改修
■教育用コンピュータなどＩＴ教育環境の整備充実
■複式校の解消
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第６章　創意と工夫を活かし、誇れるまちに

第１節　情報を共有し、ともに進める

１　情報通信

（基本的な考え方）

□情報化に対応できる基盤整備を進めるとともに、情報技術を有効に活用したまちづくりを進め

ます。

　施策 　現況と課題

情報化時代に対応した
人材の育成

　学校教育においてパソコンを使った教育を行っているほか、ＩＴに
関する学習機会や研修などを通じて、ＩＴに関する知識や技術の向
上に努めています。
　今後もさまざまな場を通じて高度情報化時代に対応できる人材
の育成に努めていくことが必要です。

情報化の基盤整備
　民間事業者の整備により、平成１９年１月、光ファイバーブロード
バンドサービスが提供開始されました。また、平成２０年度に携帯
電話会社による無線ブロードバンドサービスが提供開始し、町内
大部分で利用可能となり、住民の利便性向上が図られています。
今後も、民間活力によるサービス区域の拡大と、品質の向上を図
り、高度情報化に対応したまちづくりを総合的に進めていきます。

情報通信の活用推進
　平成１９年度及び２０年度から北海道電子自治体共同システム
（ＨＡＲＰ）による電子申請システム※及び簡易申請システムの運
用が始まり、イベントの参加申込、住民アンケート等に活用され、
住民サービスの向上が図られています。今後も、これら高度情報
処理システムの活用と、セキュリティ対策の充実により、事務事業
の効率を高め、町民の利便性向上を推進します。
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■情報化に対応した学習機会の充実

※電子申請システム：住民
が自宅のパソコンからイン
ターネットを通して行政手
続きを行うことができるコン
ピューターシステム。

■光ファイバー網の整備促進

■高度情報処理の推進による住民の利便性の向上
■セキュリティ対策の充実

主な取り組み内容
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２　広報・広聴、住民参加

（基本的な考え方）

□広報・広聴、住民参加を通じて、行政と町民の情報共有や住民参加のまちづくりを進めます。

また、プライバシー保護を確保しながら情報公開に努めます。

　施策 　現況と課題

情報公開の推進
　各部署において情報公開を進めており、年に１回広報紙「びほ
ろ」等でその実施状況を公開しています。
　情報公開の推進が求められる一方、個人情報保護法の施行な
どプライバシーの保護確保が厳しく求められるなか、双方をふまえ
ながら情報公開の推進に努めていくことが必要です。
　統計書の現在の内容をより充実させるため、新規掲載データな
どを検討します。

住民参加の推進
　本町では、審議会や委員会、各種アンケートなどを通じて町民の
意見や意向を町政に反映させるように努めています。今後、更に
住民参加の推進を図るため、パブリックコメントなど新しい住民参
加の手法を推進し、これまで以上に住民参加の制度と機会を充実
させることが必要です。

広報の充実
　本町では、町の行事や出来事、各種制度などを町民に伝えるた
めに、広報紙「びほろ」を月１回発行し、自治会等を通じて各戸に
配布しています。
　また、本町のホームページ及び携帯電話でもホームページを開
設し、町民向けの行政情報のほか、各種イベント・行事の案内を
掲載し、情報をより高速に提供できるように努めています。イン
ターネットを利用する町民が増えているなか、今後も広報誌及び
ホームページの充実により情報提供を行っていくことが必要です。

広聴の充実
　広聴については、「町民なんでも相談室」を常時開設しているほ
か、町長が自ら出向く「町長の車座トーク」も実施しています。ま
た、自治会と行政のパイプ役を担うことを目的とした「地域サポー
ター制度」や自治会連合会と行政の懇談会を実施するなどして広
聴の充実を図っています。今後も、より町民が参加しやすい広聴
体制を検討していくことが必要です。
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※まちづくり懇談会：まちづ
くりに関する対話集会を複
数自治会を単位として、広
聴活動と町民のまちづくり
への参加を促進するため
の懇談会。

※自治基本条例：地域の課
題の解決や自治を推進す
るための基本的なルール
や権利などを条例という形
で定めたもの。

■積極的な情報公開の推進

主な取り組み内容

■自治基本条例※の制定と適正な運用による住民参加の推進

■広報内容の充実
■美幌町ホームページの充実
■情報提供の多様化に向けた取り組み

■町民からの相談体制の充実
■まちづくり懇談会※の実施
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第２節　創意ある運営をめざす

１　行財政

（基本的な考え方）

□効率的で適正な行政運営に努めるとともに、中長期的な視点で財政の構造改革を進めま

す。

　施策 　現況と課題

行政改革の推進
　　平成２１年度に第３次行政改革大綱及び第４次行政改革実施
計画を策定すると共に、外部委託推進計画についても内容を見直
しました。新たに策定した計画に沿って行政改革に取り組み、限ら
れた財源で最大限の効果を得るため、簡素で効率的な行政シス
テムの構築することが必要です。

危機管理体制の充実
　　近年、災害時を含めた行政運営全般にわたる危機管理体制の
あり方が問われています。本町においても、危機管理意識の向上
とともに、初動時の的確な対応や庁内の連絡体制の強化などを
図っていくことが必要です。

計画の管理、行政評価の推
進 　　効率的かつ効果的な行政運営を実施するうえで、総合計画の

進行管理を実施する必要があります。現在は、投資的経費につい
て内部評価を実施していますが、評価対象の拡大及び外部評価
の導入についても実施に向けて検討します。

財政の健全化 　　平成16年に策定した財政運営計画※を平成20年に見直し、経
費の抑制など財政の健全化をめざした取り組みを進めています。
地方自治体を取り巻く環境は年々厳しくなっており、安定的な行財
政運営体制の確立が課題となっています。
　今後も、財政運営の健全化に向け全体的に歳出を見直し、町有
地売払や課税客体の適正な把握、ふるさと納税等により、歳入を
確保し、財政構造を改革していくことが必要です。

行政組織の活性化
　行政機構や事務分掌については必要に応じて見直しを行い、人
員の抑制に努めています。町民からの行政ニーズとともに地方分
権や道州制などによる事務量の変化が予測されるなか、それらに
対応した人員配置などに努めていくことが必要です。
　また、研修などを通じて行政ニーズに迅速かつ的確に対応でき
る知識や技術の向上を図っていくことも必要です。
　さらに近年は、ユニバーサルデザイン※や食育※、国際化など、
これまでの枠組みを超えて横断的に取り組んでいくことが必要な
課題も増えており、柔軟に対応できる体制づくりも必要です。

行政運営、行政サービスの
効率化

　　平成１８年度及び１９年度に北海道電子自治体共同システム
（ＨＡＲＰ）による電子申請システム及び簡易申請システムを整備
しました。
　今後も、予約システム等新たなシステム整備の検討を進めると
ともに、電算システム更新による、事務の効率化と住民サービス
の向上を推進します。
　また、施設の老朽化が著しいため、利用者ｻー ﾋ゙ｽに支障を来さ
ないよう計画的な改修や財政状況等を勘案し、現存施設の長寿
命化を図る必要があります。
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主な取り組み内容
※ ユニバーサルデザイン：
能力や障がいのレベルに
かかわらず、すべての人々
が利用しやすいデザイン。

※ 食育：栄養の偏り、不規
則な食事、安全性の問題
や食文化の継承など、生産
から消費まで一貫した「食」
に関する考え方を、家庭、
学校、保育所、地域等を中
心に育むことを国民が総合
的に推進すること。

※財政運営計画：財政の悪
化に伴い、今後の持続可
能な健全財政を確立するた
めの計画。歳入の確保、歳
出の削減項目をかかげ、基
金から繰入を行わない財政
運営をめざす。

■行政改革実施計画の継続策定と実施
■外部委託（アウトソーシング）推進計画の実施

■危機管理意識の向上
■危機管理対応マニュアルの作成
■国民保護計画に基づく組織体制の整備推進

■行政評価を含めた計画の進行管理の実施

■財政運営計画の実行と見直し
■財政基盤の強化と効率的財政運営の実施

■権限移譲を考慮した機構改革、定員配置

■電子申請・予約、文書管理、電子決裁システムの整備
■電算システムの更新
■戸籍システム電算化事業の実施
■庁舎施設の集約検討
■公共施設の改修
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２　広域連携

（基本的な考え方）

□関連自治体等との連携により、効率的で効果的な広域行政を進めます。

　施策 　現況と課題

広域事業の推進

　国では「広域連携」に加え、「定住自立圏」などの新しい地域活
性化施策を推進しています。国の動向を踏まえた取り組みが必要
です。
　また、道の計画により、消防の更なる広域化が検討されていま
すが、他の分野でも、広域連携の有効性について検討します。
　今後も関係自治体との連携を深め、効率的な事業を進めていく
ことが必要です。

市町村合併の検討

　平成２１年度末で旧合併特例法が期限を迎え、平成の合併は一
区切りついたところですが、平成22年4月以降は、自主的に合併を
選択する市町村に円滑化のための特例を設けた現行合併特例法
が施行されたため、引き続き情報収集し、調査・研究する必要が
あります。
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主な取り組み内容

■広域による効果的な行政活動の推進

■市町村合併についての調査、研究
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第５期美幌町総合計画　基本計画＜実行計画(後期)＞の策定経過

H22.  6.  3 第５期美幌町総合計画　基本計画＜実行計画(後期)＞
の策定方針を決定（政策会議）

H22. 11. 4 第１回美幌町総合計画策定委員会

H22. 11.22 第２回美幌町総合計画策定委員会

H22. 11.25 第１回美幌町総合計画審議会

　第１回産業経済・都市整備合同部会

　第１回生活福祉部会

　第１回教育文化・総務合同部会

H22. 12. 6 第２回美幌町総合計画審議会

　第２回生活福祉部会

　第２回教育文化・総務合同部会

H22. 12.20 第３回美幌町総合計画審議会

　第２回産業経済・都市整備合同部会

　第３回生活福祉部会

　第３回教育文化・総務合同部会

H23.  1.17 第４回美幌町総合計画審議会

H23.1.18
～ パブリックコメント（意見公募）実施
H23.2.16

H23.  3. 3 第３回美幌町総合計画策定委員会
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美幌町総合計画審議会条例

(昭和39年10月6日美幌町条例第51号) 
改正 昭和59年6月30日美幌町条例第9号 平成21年12月16日美幌町条例第25号

(設置)
第1条 本町の資源を最高度に利用して、生産力の基盤を整備強化し、産業の振興を図るとともに、

社会文化等に関する施策を総合的見地から計画樹立し、その完遂を期するため、美幌町総合計

画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、美幌町総合計画及び国土利用美幌町計画につき審議し、

又は意見を述べるものとする。

(組織)
第3条 審議会は、委員25名以内をもって組織する。ただし、特別の事項を調査、審議するため、必
要があるときは臨時委員を置くことができる。

2委員及び臨時委員は、学識経験者の中から、町長が委嘱する。
3委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任されることがで
きる。

4臨時の委員は、当該事項の調査、審議を終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2会長及び副会長は、委員が互選する。
3会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員のそれぞれが、半数以上出席しな
ければ会議を開くことができない。

3審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数
のときは会長の決するところによる。

(専門部会)
第6条 審議会に専門部会を置くことができる。

2専門部会に部会長を置き、部会委員が互選する。
3専門部会の議事の定足数及び表決数については、第5条の規定を準用する。
(参与)
第7条 審議会に参与を置く。

2参与は、町長が任命、又は委嘱する。
3参与は会議に出席し、意見を述べることができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1この条例は、公布の日から施行する。
2非常勤職員の報酬並びに費用弁償に関する条例(昭和31年美幌町条例第15号)の一部を、次のよ
うに改正する。

別表第1中
「青少年問題協議会委員800円」の次に、次の欄を加える。
「総合計画審議会委員800円」

附 則(昭和59年6月30日美幌町条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
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美幌町総合計画審議会条例施行規則

(昭和39年10月10日美幌町規則第14号) 
改正 昭和44年9月1日美幌町規則第8号 昭和50年9月5日美幌町規則第18号

昭和59年6月1日美幌町規則第9号 平成6年11月1日美幌町規則第20号
平成9年4月1日美幌町規則第21号 平成14年4月1日美幌町規則第9号
平成18年3月29日美幌町規則第13号 平成22年3月31日美幌町規則第16号

(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町総合計画審議会条例(昭和39年美幌町条例第51号)第8条の規定に基づき、美幌町
総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営並びに事務処理に関する事項を定めるものとする。
(専門部会の設置)

第2条 専門部会は、次のとおりとする。
(1)第1部会 産業経済部会
(2)第2部会 生活福祉部会
(3)第3部会 都市整備部会
(4)第4部会 教育文化部会
(5)第5部会 総務部会
(副部会長)

第3条 専門部会に副部会長を置き、部会委員が互選する。
2副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)

第4条 会議の招集は、あらかじめ会議の日時、場所及び調査審議の事項を示して、委員に通知しなければなら
ない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(経過報告等)

第5条 会長は、調査審議に係る経過を記録し、町長に対する報告又は意見は、文書により行うものとする。
2前項の規定は、専門部会における記録の作成並びに審議会に対して行う報告について準用する。
(意見の陳述)

第6条 部会長は、その所管する事項につき必要があるときは、他の専門部会に出席して意見を述べることがで
きる。
(合同専門部会)

第7条 会長は、必要により2以上の専門部会をもって、臨時に合同専門部会を設けることができる。
2合同専門部会に議長をおき、関係部会長の協議により定める。
3合同専門部会の議事の定足数及び表決数については、専門部会の規定を準用する。
(参与)

第8条 参与は、おおむね次に掲げる者の中から選考する。
(1)関係行政機関の職員
(2)関係団体の役職員
(3)町の職員
(4)その他学識経験を有する者
(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年9月1日美幌町規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年9月5日美幌町規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月1日美幌町規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年11月1日美幌町規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年4月1日美幌町規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年4月1日美幌町規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日美幌町規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。
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若　　 林 　　輝　　 彦

平　　田 　　美　木　男

部　会

部会長 清　　 野　　 政　　 彦

副部会長 小　　 寺　　 敏　　 隆

委員 若 　　林　　 輝　　 彦

〃 大 　　　沼 　　　　　泰

〃 高 　　橋 　　広 　　明

部会長 森　　　 　　暉　　　　夫

副部会長 井　　 上　　 裕　　 子

委員 照 　　井　　 盛 　　保

〃 大　　 谷 　　啓 　　子

〃 大 　　関　　 和　　 子

部会長 三 　　坂　　 重　　 弘

副部会長 早　　 田 　　眞 　　二

委員 平　　田 　　美　木　男

〃 宮 　　浦　　 唯　　 史

〃 西 　　野　　 奈　　 美
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平成２２年１１月２５日

美幌町総合計画審議会会長 様

美幌町長 土 谷 耕 治

第５期美幌町総合計画基本計画「実行計画（後期）」（案）について（諮問）

第５期美幌町総合計画を、時代に即応した実効性のある計画とするため、第５期美

幌町総合計画基本計画「実行計画（後期）」（案）について、貴審議会の意見を求め

たく、美幌町総合計画審議会条例（昭和３９年美幌町条例第５１号）の規定に基づき

諮問いたします。
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平成２３年１月１７日

美幌町長 土 谷 耕 冶 様

美幌町総合計画審議会
会 長 若 林 輝 彦

第５期美幌町総合計画 基本計画＜実行計画(後期)＞(案)について(答申)

平成２２年１１月２５日付けで諮問のあった第５期美幌町総合計画 基本計画＜実行計

画(後期)＞(案)について慎重に審議した結果、下記の意見を付し、答申します。

記

付帯意見

１ 高齢社会が益々進展する中、地域保健医療福祉情報システムの構築と認知症への取り

組みが急務であることから、より効果的かつ効率的で実行可能な手法を検討し取り進め

ること。

２ ＪＲ及び路線バスと同様、都市間高速バスについても町民にとって貴重な交通手段と

なっていることから、現状の運行体制の確保に努めるとともに、女満別空港へのアクセ

スの充実に努めること。

３ 計画の実行にあたっては、計画に登載された１２９施策の実現に向け、今後の社会経

済情勢の変化に十分に配慮し、施策に沿った事業を緊急度・優先度を踏まえて着実に実

施すること。

４ 広く町民に情報を発信し、町民と連携・協働しながら計画を推進するとともに、町民

主体のまちづくりを推進すること。
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