
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。
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※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
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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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