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基 本 構 想

はじめに
１ 計画策定の趣旨
総合計画とは、地方自治体がつくる、すべての計画の基本となる計画で、最も上位
に位置づけられる計画です。平成 23（2011）年に国の法律が改正され、総合計画の策
定義務がなくなりましたが、中長期的なまちづくりの目標と、目標に基づいた計画的な
取り組みを定めるものであり、まちづくりの指針として重要な役割を担っています。

更別村では、これまで「総合計画」を５回にわたって策定し、その計画をもとに、
まちづくりを進めてきました。平成 20（2008）年から平成 29（2017）年までの 10 年
間を期間とした「第５期更別村総合計画」では、『いつまでも住み続けたいまち 豊か
さ・安心・笑顔あふれる夢大地』をテーマとし、まちづくりに取り組んできました。
そして、第５期の計画期間を終えるにあたり、めまぐるしく変化する時代の流れや住
民が求めるまちづくり、本村のあるべき姿などを再確認し、新たなまちづくり計画「第
６期更別村総合計画」を策定しました。

策定にあたって、これまで進めてきた取り組みについては、引き継ぐべきは引き継
ぎ、新たな視点が必要な部分については取り入れています。また、多くの住民の皆さん、
まちづくりを支える各種団体の皆さんから、さまざまな意見、考えを頂き、新たな時代
の中で、力強くまちづくりを進めていくことができる計画となるよう努めました。
具体的には、次のことに重点を置き、策定しています。

○本村の全体目標と各分野の取り組みが一体的に行われるよう、「更別村まち・ひと・しご
と創生総合戦略」をはじめ、各分野が持つ「個別計画」とつながる内容としています。
○本村のまちづくり指針として、国や北海道に要請を求めることについても示しています。
○住民・行政の立場をこえて、村全体で目標や取り組む方向を共有できるよう、「現状や課
題 → これからの方向性 → 具体的な取組内容」の流れが分かるようにしています。ま
た、各種団体や機関、事業者の皆さんの取り組みに関わることについても示しています。
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２ 計画の構成と期間
この計画は「基本構想」「基本計画」「実施計画」で構成し、計画期間である、平成
30（2018）年度から平成 39（2027）年度までの 10 年間で進めます。
「基本構想」「基本計画」「実施計画」それぞれの内容や期間については、次のとお
りです。
計画の構成・内容
本村の現状や村を取り巻く環境、まちづ
くりに関する全体的な課題などをふまえた
うえで、村の将来像（まちづくりテーマ）
やその方向性を示します。

基本構想
「基本構想」に示すまちづくりテーマや

基本計画

その方向性を実現するために取り組む、ま
ちづくり分野ごとの必要な施策（取り組
み）を示します。

実施計画

「基本計画」に示す施策をいつどのよう
に行うか、施策ごとの具体的な取り組み内
容（事業）を示します。

計画の期間
（平成）

30

31

32

33

34

35

36

37

基本構想

平成 39（2027）年度が目標年度

基本計画

平成 30 年度から平成 39 年度の 10 年間で推進
（必要に応じて途中で見直し）

実施計画

平成 30～32 年度

38

39

（年度）

３年分を毎年見直しながら、平成 39 年度まで推進

平成 31～33 年度
平成 32～34 年度
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３ 更別村の現状

（１）位置や面積など
本村は北海道、十勝南部にある村で、十勝の
中核都市である帯広市から南へ 35ｋｍの地点に
位置し、東は幕別町、西は中札内村、南は大樹
町、北は帯広市とそれぞれ接しています。
面積は 176.90 平方ｋｍ、東西に 25.3ｋｍ、
南北に 14.7ｋｍと東西にやや長めの形状で、一
部起伏があるものの、多くの土地は平坦であり、
総面積の 70％が耕地となっています。
気候は、夏冬、昼夜の寒暖の差が大きく、日
照時間も比較的長い地域で、特に冬は晴天の日が多いのが特徴です。

（２）沿革
村名の「さらべつ」は、その昔サラベツ川、サッチャルベツ川流域が葦や茅に覆われ
た平原であったことを意味するアイヌ語の「サラ・ペツ」（葦や茅が生い茂る地）に漢
字を当てはめたことからきています。
明治 38（1905）年に現在の勢雄地区に入植したのが更別開拓の始まりとされており、
現地に「更別発祥の地」の記念碑が建てられています。当初は幕別町に属していました
が、大正 15（1926）年に大正村（現帯広市）に編入、さらに、昭和 22（1947）年に
大正村から分村して「更別村」が誕生しました。翌昭和 23（1948）年に幕別町の一部
（現在の勢雄区・協和区）を編入し、現在の更別村となりました。

（３）人口など
国勢調査によると、平成 17（2005）年、平成 22（2010）年と増加を続けていまし
たが、平成 27（2015）年の総人口は 3,185 人で、減少となりました。
年齢３区分別人口でみると、生産年齢人口（15～64 歳）と年少人口（０～14 歳）が
減少し、老年人口（65 歳以上）は増加しており、少子化・高齢化が進んでいることが分
かります。
世帯数については、ここ 10 年間横ばいが続いていますが、人口が減少するなか、１世
帯あたり人員は減少が続いています。
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年齢３区分人口の推移（国勢調査）
（人）

3,624

3,571

3,500

338

375

3,433

3,350

436

3,000

3,291

3,326

3,391

716

833

908

598

3,185

2,515

2,000

2,454

2,298

2,111

1,500

老年人口
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923

2,500

生産年齢人口
（15～64歳）

1,978

1,945

1,999

1,831

年少人口
（0～14歳）

1,000
500

合計（太字）
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平成２
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平成7
（1995）

平成12
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平成17
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平成22
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431

0

平成27
（2015） （年）

年齢３区分別人口構成比の推移（国勢調査）
100%

9.3

10.5

12.7

17.9

21.8

25.0

63.0

60.1

58.5

26.8

80%
60%

69.4

68.7

66.9

40%

老年人口
（65歳以上）

29.0

59.0

生産年齢人口
（15～64歳）

57.5

年少人口
（0～14歳）
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平成17
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平成22
（2010）

0.00
平成27
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（４）産業・就業など
本村の主な産業は農業で、大規模化・機械化による効率経営を早くから推し進めてい
ます。その結果、農家 1 戸あたりの経営面積は、十勝管内で最大の規模となっています。
このような背景から、産業別就業人口では第１次産業が多く、就業者全体の中で高い
割合を占めている状況が続いています。

産業別人口の推移（国勢調査）
（人）
2,000

1,894

1,500

712

（2）

1,844

1,942

1,843

（0）

（1）

（2）
第３次産業

1,000
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218

第２次産業

第１次産業

177

合計（太字）
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861
※（ ）は分類不能

0
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平成27
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（年）

産業別人口構成比の推移（国勢調査）
100%
第３次産業
80%

37.6

40.2

42.2

43.6

第２次産業
60%

11.7

11.8

13.4

9.6

46.0

46.3

46.8

平成17
（2005）

平成22
（2010）

平成27
（2015）

第１次産業

40%
20%

50.6

※分類不能を
除いて算出

0%
平成12
（2000）
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４ 更別村を取り巻く環境
本村を取り巻く国内の動向は、本村のまちづくりにさまざまな影響を与えます。日本
全体や北海道での動きと、本村での動きや課題などをまとめると、次のとおりです。

（１）人口減少、少子化・高齢化がますます進んでいます
・世界の総人口が増加するなか、日本の総人口は減少に転じ、平成 27（2015）年に
行われた国勢調査では、１億 2,709 万５千人と、前回調査から 96 万３千人の減少
となりました。今後も人口減少は続き、平成 60（2048）年には１億人以下になる
と推計※ されています。

国
や
北
海
道
で
は

・人口が都市部に集中するなか、地方の過疎化が急速に進んでおり、定住人口・交流
人口の拡大に向けた取り組みが全国で行われています。
・かつて 4.3 をこえていた合計特殊出生率（一人の女性が一生に産む子どもの平均数）
は平成 26（2014）年は 1.42 と半数以下になり、少子化が進んでいます。
・平成 27（2015）年 10 月現在、国内の 65 歳以上の人口は 3,392 万人で、総人口の
26.7％を占めています。この割合（高齢化率）は、平成 47（2035）年に 3 人に 1
人、平成 72（2060）年には約 2.5 人に 1 人になると推計※ されています。
※国立社会保障・人口問題研究所が平成 24 年１月に 行った推計です。

更
別
村
で
は

○本村の総人口は、平成 22 年に行われた国勢調査では平成 17 年調査に比べて増加し
ましたが、平成 27 年に行われた国勢調査では減少に転じました。
○本村の年齢３区分別人口を全国や北海道と比較すると、65 歳以上の割合（高齢化率）
は北海道とほぼ同率ですが、合計特殊出生率が比較的高いこともあり、０～14 歳の
割合は全国や北海道に比べて高い状況です。
○本村では、子育てや在宅介護などを支援する取り組みを積極的に行っていますが、
本村でも少子化・高齢化がさらに進んでいくことが予測されます。
年齢３区分別人口の割合（％）
０～14 歳

15～64 歳

65 歳以上

全国

12.6

60.7

26.6

北海道

11.4

59.6

29.1

更別村

13.5

57.5

29.0
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（２）情報通信技術（ICT）が急速に進んでいます
・インターネットの普及により、メールのやりとりだけでなく、ネット上で買い物や

国
や
北
海
道
で
は

振込をしたり、世界中のニュースを見たり、SNS※ １ を通じて多くの人と交流するな
どさまざまなことが可能な時代になっています。
・電子技術の向上により VR や AR※ ２ などの技術も進歩し、ゲームなど娯楽のほか、医
療や教育、産業などさまざまな分野での活用が期待されています。
※１：Social Networking Service の略で Facebook や LINE、Instagram などが 有名です。
※２：ＶＲは Virtual Reality の略で仮想現実をつくりそこにいる様な感覚を体験できる技
術、ＡＲは Augmented Reality の略で現実世界に何か別の情報を加え拡張して表現する技
術です。

更
別
村
で
は

○本村では、中心市街地域は高速回線網、その他の地域では長距離高速無線網を整備
し、村内全域で情報通信が行える環境を整えていますが、ICT の利用が高まるなか、
より高速で安定した情報通信環境や、ICT をさまざまな分野で活用するための人材
育成などが求められています。

（３）国際化が進んでいます
・海外と日本を結ぶ交通網が拡充するなか、訪日外国人は増加を続けています。東京
オリンピック・パラリンピックを控え、国は、訪日外国人旅行者を「2020 年に 4 千
万人、2030 年に 6 千万人に増やす」という目標を掲げています。北海道にも多くの

国
や
北
海
道
で
は

外国人観光客が訪れており、その数は訪日外国人の約１割を占めます。このような
中、北海道では訪日外国人旅行者を「平成 32（2020）年に 500 万人まで拡大す
る」目標を掲げています。
・海外との商品やサービス取引が増え、経済的な結びつきが深ま るなか、国や地
域間の貿易規制等を排除し、経済活動を活性化するために締結を結ぶ動きも増
えています。
・国際化の進展が活性化につながる一方、犯罪の国際化や海外との競争激化など治安
や経済などに影響を与えることも増えています。

更
別
村
で
は

○国際化が進むなか、交流や経済活動を、海外にも広げていくことが求められていま
す。
○インバウンド（外国人が日本を訪れること）の増加とともに、本村でも外国人の受
入環境が求められることが予測されます。また、防災や交通安全、治安等の視点か
らも、外国人でも住み良いまちづくりを進めていくことが求められています。
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（４）自然災害による被害が増えています
・平成 23（2011）年に発生した東日本大震災では、地震や津波で多くの方が亡くなり、

国
や
北
海
道
で
は

地域に甚大な被害を与えました。その後も大雨や台風、噴火など、さまざまな自然
災害が毎年各地で発生し、その度に人命や住民生活、地域産業等に大きな被害が出
ています。
・北海道は比較的台風が上陸することが少ない地域でしたが、近年台風が上陸し局地
的な豪雨に見舞われることも増え、河川の氾濫や土砂災害などが道内各地で発生し
ています。

更
別
村
で
は

○防犯や交通安全、食の安全、子どもや高齢者の見守りなど「安全なまちづくり」
は重要な課題ですが、これらに加えて、防災上の安全が注目されています。
本村はこれまで比較的自然災害の発生が少ない地域でしたが、平成 28（2016）
年に上陸した台風 10 号では農地の流出など大きな損害を被りました。自然災
害の増加や高齢化の進展など本村の実情をふまえて、住民の命や財産を守る
防災対策を講じていくことが求められています。

（５）連携や協働による取り組みが増えています

国
や
北
海
道
で
は

・人口減少による労働力不足、担い手不足が深刻な問題となりつつあります。
・市場の競争が激化しニーズが多様化するなか、複数の企業や組織体が連携、共
同することによって、新たなものやサービスを生み出すことが増えています。
・地域でも、産学官連携 ※ など、立場や分野をこえて連携し、地域活性化や産業
創造に取り組むケースが増えています。また、複数の自治体が連携したり、
広域的に取り組むことにより、課題解決や活性化を図る動きも増えています。
※新しい技術開発や事業創出を行うため、民間企業（産）、大学などの教育機関・研究機関
（学）、政府・地方公共団体（官）などが連携することです。

更
別
村
で
は

○本村でも人口減少とともに労働力人口が減少傾向にありますが、まちづくりへ
のニーズや課題は複雑化していくことが予測されます。限られた人員で多様
化するまちづくり課題に対応していくために、庁内の連携はもちろん、村全
体で状況や情報を共有し、多様な連携や協働で取り組んでいくことが求めら
れています。
○特産品開発や観光などについても、村内の関係者 同士はもちろん、村外の自治
体との取り組みも含めた多様な連携や協働により、新たな取り組みを行うこ
とも求められています。
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５ 更別村の全体的なまちづくり課題
（１）住み良さを定住につなげる
「第５期更別村総合計画」では、まちづくりの総合的な評価をはかる指標として、計
画策定時に実施するアンケートで、「住み良い」または「どちらかといえば住み良い」
との回答が 90％をこえることを目標としており、今回は 91.5％を占めました。

これまでの「住み良さ」に関するアンケート結果の比較
住み良い

どちらかといえば住み良い
0%

どちらかといえば住みにくい

20%

前々回［平成8年］

40%

住みにくい

60%

27.0

80%

46.9

100%

13.7

4.6 7.8
2.2
10.5
0.6

91.5％
前回［平成18年］

28.5

今回［平成28年］

58.1
40.1

無回答

5.7
2.6
0.2

51.4

91.5％

一方、「これからも更別村に住みたいか」という定住意向に関する調査結果を、住み
良さの回答別に比較すると、「住み良い」または「どちらかといえば住み良い」と回答
した住民でも、転居希望やどちらともいえないという回答が一定量見られます。
「住み良い＝住み続けたい」となるようにするには、住み良いと感じている人たちの
満足度を高め、定住意向につながるまちづくりを進めることが必要です。

これからも更別村に住み続けたいか（住み良さの回答別）
今の場所に
住み続けたい

村内の別のところに
移りたい

0%

村外に
移りたい

20%

わからない。
どちらともいえない

40%

住み良い

60%

無回答

80%

81.2

100%

5.5

8.7

0.5

4.1
どちらかといえば住み良い

62.7

5.4

28.3

3.6
どちらかといえば住みにくい・
住みにくい

28.1

6.3

10

21.9

40.6

3.1

はじめに

一方、「村内の別の場所」または「村外」に移りたいと回答した住民に理由を尋ねる
と、交通、買い物や娯楽の場の不便さをあげた割合が高くなっています。
このような、住みにくさや村外への転出につながると思われる理由を把握・分析し、
改善していくことが、より住み良いまちづくりを進めていくうえで必要です。
これからも更別村に住み続けたいか
わからない。
どちらともいえない
21.5%

系列1, 無回答,
0.6, 0.6%
今の場所に
住み続けたい
67.6%

村外に移りたい
5.9%
村内の別のところに
移りたい
4.4%

村内の別の場所、村外に移りたい理由(複数選択可)
0%
自分にあう仕事がない、商売が成り立たない
勤務地や通学地が遠い
交通が不便
自然が少ない
雪が多い
自然災害が多い
交通事故、犯罪などが不安
騒音・悪臭などの公害がある
住宅環境が悪い、土地代・家賃が高い
医療や福祉面が不安
子育てや学校教育の環境が悪い
近所づきあいが良好でない
買い物や娯楽などの場が少なく不便
余暇や生きがいを楽しむ機会や仲間が少ない
特に理由はないが他で暮らしてみたい
その他

20%

40%

60%

21.4
23.2
37.5
1.8
23.2
0.0
0.0
7.1
25.0
21.4
10.7
5.4
44.6
16.1
10.7
14.3

（２）小さい村の良さを保ち、伸ばす
本村は、自治体の中でも数少ない※ 「村」であり、面積や人口も比較的小さな規模です。
都市部に比べて不便な面もありますが、小さな村ならではの良さを持っています。
ソフト面では、こまやかな子育てや教育、顔の見えるコミュニティなど、小規模なら
ではの取り組みや風土を大切にしながら、近年は「子ども・子育て応援宣言」を行い、
子どもや子育て家族を応援しようという気運を村全体で高めています。
ハード面では、保健や医療、福祉に関する施設を集約した「福祉の里ゾーン」の形成
や、全村域をカバーする情報通信基盤の整備など、生活環境の整備を進めてきました。
今後も小さい村ならではの良さを守りつつ、さらに伸ばすために、コンパクトである
からこそできる取り組みや生活環境の充実に努めていくことが必要です。
※平成 28 年 10 月末現在、 日本の市町村数は 1,718 で 、そのうち市は 791（46.0％）、町は
744（43.3％）、村は 183（10.7％）です。
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（３）村の魅力を発信し、人を呼び込む
国勢調査によると、本村の総人口は減少傾向を続けながらも、平成 12 年から平成 22
年までは僅かならが増加に転じるなど、微減・微増による横ばいの状況が続いていまし
た。
しかし、平成 27 年の国勢調査結果では、平成 22 年に比べて 6.1 ポイントの減少とな
り、これまでと比較して大きな減少率を示しました。
更別村の総人口の増減率（％）の推移（国勢調査）
昭和 55 年→ 昭和 60 年→
昭和 60 年
平成２年
-1.5

平成２年→
平成７年

平成７年→
平成 12 年

-2.4

-1.8

-3.9

平成 12 年→ 平成 17 年→ 平成 22 年→
平成 17 年
平成 22 年
平成 27 年
1.1

2.0

-6.1

持続可能なまちづくりを進めていくには、今住んでいる人たちの評価や満足度を高め
ていくとともに、新たな住民を増やしていくことが、今まで以上に重要になってきてい
ます。
今回のアンケートでも、特に進めるべきまちづくりとして、防災対策や雇用、まちづ
くり人材育成とともに、移住・定住の取り組みが前回より高く、住民の関心も高いこと
が伺えます。その一方で、本村の良さなどを村外に情報発信することが苦手なのではな
いかという声も少なくありません。
本村では、コムニ団地の分譲をはじめ移住・定住への取り組みを進め、一定の成果を
得ていますが、今後さらに、交通アクセスや生活環境の良さ、美しい農村風景、のびの
びと子育てできる環境、安心できる医療福祉環境など、本村で暮らす魅力を積極的に発
信し、新たな人の流れや移住を希望する人たちを増やしていくことが必要です。
特に進めるべきまちづくり（前回との比較）

50%

前回［494人］

40%

今回［543人］

30%
20%
10%
0%

自
然
環
境
の
保
全

道
路
の
整
備

バ
ス
な
ど
公
共
交
通
機
関
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報
・
通
信
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対
策
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対
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の
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備
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地
の
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譲

上
水
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備
や
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質

生
活
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水
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理
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の
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集
、
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理
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び
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医
療
機
関

高
齢
者
や
障
が
い
者
福
祉

保
育
や
子
育
て
支
援

学 商 農 観 雇
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教 業 漁 ・ ・
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ク 業
リ の
エ 場
ー の
シ 確
ョ 保
ン

ス
ポ
ー
ツ

学
習
・
文
化
・
芸
術

国
内
外
と
の
交
流
活
動

移
住
、
定
住
の
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組

広
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情
報
提
供

村
政
へ
の
住
民
参
画
・
協
働

ま
ち
づ
く
り
人
材
育
成

はじめに

（４）早めの対応と長期的な視点で、人口減少を抑える
人口減少や少子化・高齢化が進むと、各種産業や地域活動の担い手が減少するほか、
地域での支え合いや防犯・防災活動が停滞したり、税収入の減少によって行政サービス
の水準の維持が困難になるなど、住み良いまちづくりに影響を与え、悪循環となってい
くことが懸念されます。
これから 10 年のまちづくりを考えるうえでは、住民が不満や不安、不便であることな
ど、人口の減少につながる要因を日頃から把握し、早めに対応していくことが必要です。
一方、10 年間にとどまらず、更に長期的な視点でみると、郷土愛を育てる教育やひと
づくり、地域で支え合う気持ちやしくみを醸成していくことも重要です。
これらは時間がかかり、成果が形となって現れにくいものですが、本村に住み続けた
い、あるいは一度村外に出ても戻ってきたいと思う人たちが増え、その結果、本村の人
口減少の抑制につながる重要な取り組みであり、長期的な視野を持ち、着実に進めてい
くことが必要です。
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基本構想
１ めざすまちづくりの方向
本村は、多くの住民に「住み良い」と評価されており、今後更に魅力を高めることで、
これからも「住み良い」と思われるまちであり続けること、加えて、本村の魅力を効果
的に情報発信することで、「住んでみたい」「訪れたい」と思われるまちへと進化して
いくことを、めざすまちづくりの方向とします。

全体的なまちづくりの課題
（１）

（２）

（３）

（４）

住み良さを

小さい村の

村の魅力を発信し、

早めの対応と

定住につなげる

良さを保ち、伸ばす

人を呼び込む

長期的な視点で、
人口減少を抑える

これからも『住み続けたい』と思えるまち
今まで築いてきた本村の良さを守り育てながら、
新たな課題や環境に対応したまちづくりにも挑戦することで、
誰もが本村に住んでいることに満足し、
住み続けたい、また戻ってきたいと思えるまちをめざします。

『住んでみたい』と思われるまち
住民が感じる本村の良さ、外から見たら魅力なことなどを積極的に情報発信し、
住んでみたい、訪れてみたいと思う人たちが増え、
新たな人との出会いや交流がもっと生まれるまちをめざします。
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基本構想

２ まちづくりテーマ
本村は「第５期更別村総合計画」で『いつまでも住み続けたいまち 豊かさ・安心・
笑顔あふれる夢大地』をまちづくりテーマとして掲げ、多くの人に、いつまでも住み続
けたいと思われるまちづくりに取り組んできました。その結果、アンケートでは前回よ
りも多くの住民から「住み良い」という回答を得られることができました。
住み良いまちづくりをめざすことは、本村にとって、これからも最も重要で基本的な
考え方であり、継承していくことが必要です。
また、住み良いまちづくりを引き続き進めていくには、今まで以上に、多くの住民の
皆さんと連携、協力していくことも必要です。
このようなことから、今回の「第６期更別村総合計画」のまちづくりテーマを次のよ
うに掲げます。

「第６期更別村総合計画」のまちづくりテーマ

住みたい 住み続けたいまち

ともにつくろう みんなの夢大地

「住みたい

住み続けたいまち」とは

本村に住んでいる人たちにとって、これからも生活を続ける場として心地よいまち
であり続けること、そして、本村を訪れた方が「住みたい」と思える、魅力あるまち
であることをめざします。現在の住み良さを示す指標は 91％（住民アンケート結果）
と高く、この評価を保つよう努めていくこととします。

「ともにつくろう

みんなの夢大地」とは

「第５期更別村総合計画」で取り組んできた、協働の考え方と活動を継承し、住民
一人ひとりはもちろん、これから住む人たちも含めた「みんな」が協力して、知恵や
持てる力を出し合い、ともにまちを創り上げていくことをめざします。
「夢大地」という言葉は、第４期・第５期の総合計画でも使われており、本村の代
名詞として定着し親しまれています。みんなの夢をかなえ、さまざまな可能性を生み
出す大地になることを意味しており、第６期でも継承します。
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３ 人口の指標
本村の人口は、分譲地の造成・販売や移住者の転入などにより平成 22（2010）年ま
では増加傾向にありましたが、近年は、少子高齢化の影響により死亡数が出生数を上回
るとともに、転出者数が転入者数を上回る状況が続き、減少に転じています。
少子高齢化と人口減少への取り組みが全国的な課題となるなか、本村でも人口減少へ
の対策として平成 27（2015）年に「更別村まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定
しました。そこで計画された取り組みは本計画でも引き継ぐこととし、「住み良さ」や
「農業基盤、産業資源」といった本村の可能性を一層活用するとともに、将来を担う
「次世代の育成」を積極的に進めることとします。
そして、定住や移住を促進し、出生数を確保することで、本計画の目標年次である平
成 39（2017）年に、ほぼ現在の人口が維持されることをめざします。

＜総人口と年齢３区分別人口＞

これまでの推移（国勢調査実績）

目標人口

平成 17 年
（2005 年）

平成 22 年
（2010 年）

平成 27 年
（2015 年）

平成 39 年
（2027 年）

人口（人）

3,326 人

3,391 人

3,185 人

3,180 人

0～14 歳
構成比

548 人
（16.5％）

484 人
（14.3％）

431 人
（13.5％）

364 人
（11.4％）

15～64 歳
構成比

1,945 人
（58.5％）

1,999 人
（59.0％）

1,831 人
（57.5％）

1,753 人
（55.1％）

65 歳以上
構成比

833 人
（25.0％）

908 人
（26.8％）

923 人
（29.0％）

1,063 人
（33.4％）

※目標人口は、H27 策定「更別村人口ビジョン」目標値・推計値の按分による
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基本構想

４ 基本目標
まちづくりテーマ「住みたい 住み続けたいまち ともにつくろう みんなの夢大地」
を具体的に実現する方向として、６つの基本目標を定めます。

基本目標１
まちづくり
テーマ

便利に生活できるまちづくり

コンパクトさやアクセスの良さなど本村の強みをいかした土
地利用や基盤の整備を行い、住民や村を訪れる人たちが、便利
さや快適さを村内全域で感じられるまちづくりを進めます。

住
み
た
い
住
み
続
け
た
い
ま
ち
と
も
に
つ
く
ろ
う
み
ん
な
の
夢
大
地

基本目標２

産業が元気なまちづくり

人口減少・高齢社会でも本村の産業が元気であり続けるよう
取り組むとともに、これから働く若者や、本村に住むことを希
望する人たちが、ここで働いてみたい、夢を叶えてみたいと思
うまちづくりを進めます。

基本目標３

心身の健康を支えるまちづくり

小さい村だからこそできる保健、医療、福祉の取り組みを進
め、本村に住む一人ひとりが健康に心がけながら、住み慣れた
場所で、心身ともに元気に暮らせるまちづくりを進めます。

基本目標４

環境を守り安心して生活できるまちづくり

豊かな自然や代々守られてきた農村景観など、うるおいを感
じられる環境を次代に継承するとともに、村内で起こりうる事
故や犯罪、災害などの発生を抑制し、安心して生活できるまち
づくりを進めます。

基本目標５

人が育つまちづくり

小規模だからできる子育てや学校教育により地域ぐるみで子
どもを大切に育てるとともに、社会教育や学習、文化、スポー
ツなどの活動を通じて住民の心身の成長を促すなど、ひとづく
りを大切にするまちづくりを進めます。

基本目標６

知恵を出し合うまちづくり

将来を見据え持続可能なまちづくりを進めるとともに、地域
や本村の課題をみんなで共有し、ともに知恵や力を出し合うこ
とで解決していくまちづくりを進めます。
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５ 基本目標ごとのまちづくり方針（施策の大綱）
（１）基本目標１

便利に生活できるまちづくり

今後も進展が予測される人口減少や少子化・高齢化をふまえ、空き地や空家を増やさ
ない土地利用を進めるとともに、移住や定住を促進するうえで必要な住環境、子どもが
安全に遊べる環境、高齢になっても移動しやすい環境など、生活基盤の整備を進めます。
また、上下水道や道路、情報通信施設など住民の日常生活に欠かせない施設や設備に
ついては機能の向上に努めるとともに、計画的な維持管理を進めます。

基本計画での項目

（２）基本目標２

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

土地利用
住宅・宅地
上水道
排水処理
公園、花や緑の空間
道路
公共交通
情報通信

産業が元気なまちづくり

基幹産業である農業をはじめとした第１次産業、住民の暮らしに欠かせない商工業、
新たな人の流れや経済循環を生み出す観光など、本村で営まれている地域産業の振興や
活性化に向けた取り組みを進めます。
また、今ある職業に加えて村内で就くことができる職業分野を広げるために、既存の
産業や資源、人材などが相互に結びつき、新たなビジネスの参入や、雇用の場などが増
えるよう取り組みます。

基本計画での項目

①
②
③
④
⑤

農業
林業、内水面漁業
商工業
観光関連産業
起業支援、雇用創出
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基本構想

（３）基本目標３

心身の健康を支えるまちづくり

毎日を健康に過ごすことの大切さと健康づくりの重要性を広く住民に伝えるとともに、
保健、医療、福祉の連携を深めながら、健康寿命を延ばす取り組みを進めます。
また、年齢や障がいの有無、家族形態などに関わらず、本村に住む誰もが、住み慣れ
た場所で地域の人達と支え合い、安心して生活することができるよう、住民と行政が一
体となって、福祉の充実を図る取り組みを進めます。

基本計画での項目

（４）基本目標４

①
②
③
④
⑤
⑥

健康づくり、保健
地域医療
地域福祉
高齢者福祉
障がい者福祉
社会保障

環境を守り安心して生活できるまちづくり

住民の暮らしの安全に対する意識を高めながら、交通事故や犯罪、近年増加傾向にあ
る自然災害などから、住民の命や財産を守る対策を進めるなど、安心して生活できる環
境づくりに努めます。
また、日高山脈を背景に広大な畑が広がる農村景観や、貴重な自然が残る空間も含め、
本村の豊かな自然環境を次代に引き継ぐことができるよう、負荷の軽減に努めながら、
適切な保全と利用管理を行います。

基本計画での項目

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

防災
消防、救急
交通安全、防犯
自然や景観の保全、環境美化
ごみ処理、減量化、再利用
環境共生
火葬場、墓地
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（５）基本目標５

人が育つまちづくり

本村に住む誰もが、学びやスポーツに主体的に取り組むことができ、文化や歴史との
ふれ合い、国内外との交流などを通じて成長できる環境づくりを進めます。
また、次代を担う子どもたちには、学力や体力が向上するよう努めるとともに、自ら
考え行動する力や、本村で育ったことを誇りに思う気持ちが養われるようにします。
子育てを行っている家庭には、安心して子育てが行えるよう、地域ぐるみでの支援や
環境の整備を進めます。

基本計画での項目

（６）基本目標６

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

社会教育
芸術、文化
スポーツ
子育て支援
学校教育
青少年育成
国内外交流

知恵を出し合うまちづくり

本村の魅力を積極的に情報発信できる力を高め、交流人口の拡大や移住の促進につな
げます。
また、行政区など住民に身近なコミュニティ活動が、人口減少や高齢化などによって
停滞しないよう努めます。
本村を取り巻く動向や将来展望を見据え、持続可能な行財政運営に努めるとともに、
情報や課題などを村全体で共有できるよう、住民目線による協働のまちづくりを進めま
す。

基本計画での項目

①
②
③
④
⑤
⑥

情報発信、移住促進
コミュニティ、協働のまちづくり
青年、男女共同参画
広報、広聴
行政運営、財政運営
広域行政、広域連携
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基 本 計 画

重点施策
本計画では「住みたい 住み続けたいまち ともにつくろう みんなの夢大地」をまち
づくりテーマに掲げ、仕事や生活を続ける場として魅力あるまちであり続けることをめ
ざしています。
めざす将来像の実現のため、本村を取り巻く環境や課題などを踏まえて、４つの重点
施策を設定します。

１ 産業の活性化と雇用の創出により、住みたいまちをつくる

（１）地域産業の強化と担い手の確保・育成を推進します
○農業基盤の整備促進等により、生産性の向上と災害に強い農地保全対策に努
めます。
○新規就農をめざす者の受け入れ等により、担い手の確保対策を推進します。
○中小企業振興条例の理念に基づき、商工業者を中心とする中小企業の振興と
地域経済の持続的な発展に資する施策に取り組みます。
（２）起業支援と雇用の創出により、働く場の確保に取り組みます
○起業者等の支援を行い、新たな事業所の設置による雇用の創出により、地域
の活性化を図ります。
○特産品の研究開発や販路拡大等をめざす事業者を支援し、持続的な産業の振
興を図ります。
○多様な知識や経験を持つ人材の還流に努め、ＩＣＴ ※ の推進や異 業種間の交
流から起業に結びつく取り組みを進めます。
※Information and Communications Technology の略で情報通信技術のことを言います。
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重点施策

２ 新たな人の流れを増やし、住んでみたいまちをつくる

（１）移住・定住に結び付く環境の整備に努めます
○移住に関心のある方への効果的な情報提供や移住者へのサポートなど、移住
につながる環境の充実を図ります。
○ニーズに応じた宅地分譲の造成を図り、魅力ある住環境の整備に努めます。
（２）交流人口の増加に向けた取り組みを推進します
○観光・レクリエーション施設の充実により、集客機能や利便性の向上を図り、
交流人口を増やす取り組みを進めます。
○各種イベントや交流事業を通じて人の流れを呼び込み、交流の継続 によって
二地域居住 ※ の拠点や移住への発展につながるよう取り組みます。
※都会で暮らす人が、週末や一年の一定期間を地方の農山漁村で暮らすことです。

（３）生活環境の良さなど本村の魅力を積極的に発信します
○空港、高規格道路等の交通アクセスの良さや、自然が豊かで暮らしやすい環
境等、本村の強みや優位性を積極的に発信します。
○ホームページやＳＮＳ ※ など多様な媒体の 活用により、村の情報発信の充実
に努めます。
※Social Networking Service の略で、インターネット上で多くの人とつながりを持ったり
交流できるサービスです。Face book や LINE、Instagram などが有名です。

３ 生活の安心を高め、住み続けたいまちをつくる

（１）誰もが安心して住み続けられる生活環境の整備に努めます
○安心して日常生活が営める生活基盤を維持・充実させるとともに、快適な生
活環境の整備に努めます。
○健康で長く住み続けられるまちづくりの進展のために、保健・医療・介護・
福祉など関係機関が連携を深め、切れ目のないサービスを提供する仕組みづ
くりを進めます。
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（２）若い世代が希望を持てるよう、さまざまな角度からサポートします
○若い世代が安心して出会い、結婚や出産、子育てができるよう環境を整備し
ます。
○子育てに関する身体的、精神的、経済的負担が軽減されるよう、関連する施
策や相談体制の充実を図ります。
○子どもの心身の健康づくりをサポートするとともに、地域性を活かした特色
ある教育を推進します。

（３）防災意識を高め、災害に強いまちづくりを進めます
○近年の多様な自然災害の増加に対応するよう、防災体制の充実や関連計画の
適宜見直しに努めます。
○住民の防災意識、危機管理意識を高め、災害発生時に対する備えの充実に努
めます。
○自力での避難が難しい人たちに対する支援体制の充実に努めます。

４ ともに学び、助けあい、参加するまちをつくる

（１）生涯を通して学び続けることができる環境づくりに努めます
○子どもたちが、地域とともにのびのびと育つよう教育環境の整備を進めると
ともに、新たな時代に対応した教育内容の充実に努めます。
○青少年から高齢者まで、各世代において必要な学びの機会を提供するととも
に、自主的な学習活動を支援します。
（２）多様な人が関わり、参加するまちづくりを進めます
○協働のまちづくり事業等の利用促進などにより、住民の自主的な活動を支援
するとともに、次代を担うまちづくり人材の発掘と育成に努めます。
○広く住民の意見を聞く機会を充実させるとともに、まちづくりに関する課題
の情報共有に努めます。
○子どもたちに郷土愛を育てる教育や、地域で支えあう意識を醸成し、本村を
長期的に支える人材の育成に努めます。
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第１章

～基本目標１～

第１章 便利に生活できるまちづくり
１ 土地利用
《 現状 》
・本村の市街地は、国道 236 号の沿線に更別地区と上更別地区が形成され、その周囲に
は農村地域が広がっています。
・本村の総面積 176.90 平方 km のうち、全体の約 70％を農地が占めており、「農業振興
地域整備計画」に基づき、優良な農地の保全に努めています。
・市街地については、平成 22 年に市街地の活性化の基本計画となる「市街地活性化実
施計画」を策定し、商店街を中心とした豊かで活力ある地域社会づくりを進めていま
す。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 自然を大切にしたまちづくりと、効果的な土地利用の調和をめざし、関係法令・計画
に基づきながら、土地利用を進めます。
 市街地では、利便性を高め、歩ける距離でのまちづくりを進めます。
 最も身近な生活の場として住みやすい農村地域をつくります。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○土地利用は、関連する各
種計画に基づきながら、
適正に進めていくことが
必要です。

○自然が残る地域は、今後
も適切な保全に努めるこ
とが求められています。
○市街地の土地利用は、利
便性の高さを活かすとと
もに、地域の活性化に向
けて効果的な利活用を進
めることが必要です。

○有効な土地利用を進める
には、適期に状況を把握
し情報収集に努めること
が必要です。

施策

(1)計画的な土地利
用

(2)環境に配慮した
土地利用

取り組み内容

①「国土利用計画法」に基づく土
地利用の推進
②「農業振興地域整備計画」の推
進
③「森林整備計画」の推進
④企業誘致候補用地の検討
①林地開発行為への指導
②農業振興地域開発行為への指導
①土地利用会議を活用した情報共
有（市街地域等）

(3)市街地の土地利
用

(4)土地情報の管理
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②未利用遊休地の有効活用

①地籍調査結果の利活用の推進
②「空家等特別措置法」に基づく
空家対策の実施の検討
③空き地空き家バンクの運営

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名

計画期間

農業振興地域整備計画

平成 23 年度～平成 32 年度

森林整備計画

平成 26 年度～平成 35 年度

市街地活性化実施計画

平成 22 年度～平成 31 年度

26

第１章

２ 住宅・宅地
《 現状 》
・村内には一般向け、単身者向け、高齢者向けの公営住宅がそれぞれあり、建て替えや
改修を計画的に行っています。
・宅地分譲については村と民間事業者によって進められています。
・住環境の整備と住宅戸数のニーズを見極めつつ、民間賃貸住宅の建設に必要な助成を
行っています。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 多様化する生活様式に対応し、子どもからお年寄りまで、誰もが住みやすい住環境の
整備に努めます。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○公営住宅は、適正な管理戸
数の調整に努めつつ、長寿
命化を進めることが必要で
す。
○公営住宅の建替・整備に
は、高齢化や少子化に伴う
多様なニーズへの対応が求
められています。
○宅地の分譲は、立地条件や
規模など、ニーズの多様化
に対応した分譲が必要で
す。

○住環境の整備には、状況に
応じて民間活力を導入する
ことが必要です。

施策

取り組み内容

①「公営住宅長寿命化計画」に基
づいた計画的な改修、長寿命化
②修繕、管理に対する意識啓発
(1)公営住宅の維
持管理

③住宅周辺の環境美化の促進
④計画的な戸数管理

(2)宅地の開発、
分譲

①現存の宅地分譲の推進
②ニーズに対応した分譲地の検討
③農村地域の立地条件を生かした
分譲地の検討
④リラクタウン構想 ※ と連携した宅
地分譲の検討
⑤オークビレッジの分譲協力

(3)民間住宅の建
設支援

①ニーズに応じた民間賃貸住宅の
建設支援
②民間住宅の建設促進

※「誰もが安心して住みつづけることができるむらづくり」を基本理念に、生涯輝きのあるリ
ラックスした一生を送れるよう、地域密着型介護老人福祉施設や障がい者自立支援施設など
の福祉関連施設、宅地分譲など生活環境等の整備を計画したものです（平成 18 年度策定）。

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名

計画期間

住生活基本計画

平成 23 年度～平成 32 年度

公営住宅等長寿命化計画

平成 23 年度～平成 32 年度
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３ 上水道
《 現状 》
・本村は、中札内村と共同管理している浄水施設と、十勝中部広域水道企業団の２系統
より浄水を受水し、簡易水道により水の供給を行っています。札内川の表流水を水源
としており、水源の上流域には工場や居住地域がなく、安全で良質な水を受水するこ
とができます。
・毎年、水質検査の採水地点・項目・頻度等について公表するとともに、水質検査結果
についても、毎月検査結果を公表し、良質な水の確保に努めています。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 安心・安全な水道の安定供給に努めます。
 水道会計の健全化に努めます。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○安全な水を安定的に供給
するには、水源を守り水
質を確保することが必要
です。
○水道施設の整備には、災
害時の危機管理対策や災
害復旧マニュアルなどの
策定により、災害に強い
水道整備を心がけること
が必要です。

○水道事業の健全運営に
は、施設の適正な維持管
理と徴収体制の強化等に
努めることが必要です。

施策

(1)安心で安定した
水源・水質の確
保

(2)水道施設の整
備、維持管理

(3)水道事業の健全
運営
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取り組み内容

①十勝中部広域水道企業団および
南札内浄水場との連携による、
水質等の管理
②水質検査の実施と結果の公表
③札内川の良質な水のＰＲ
①南札内浄水場の施設更新
②「水道施設更新計画」の策定、
実施
③危機管理対策の推進
④漏水調査の実施・修繕、漏水量
の監視強化
⑤水道施設機器等に関する管理台
帳の整備
⑥管路、計装設備の更新
①「簡易水道事業経営戦略」およ
び「資産管理（アセットマネジ
メント）計画」の策定
②水道メーター検針業務の効率化
（自動化）の検討
③滞納者対策の強化、推進

第１章

４ 排水処理
《 現状 》
・本村では、更別地区で特定環境保全公共下水道、上更別地区で農業集落排水処理施設
を整備し、下水処理を行っています。
・下水道処理の区域外では、個別排水処理施設（合併処理浄化槽）により水洗化を進め
ています。
・し尿処理については、十勝圏複合事務組合で共同処理を行っています。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 衛生的で快適な下水・排水環境の確保とともに、公共用水域の水質保全に努めます。
 下水道会計の健全化に努めます。
 計画的で効率的なし尿の収集、処理に努めます。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○排水処理関連施設は、計
画的な維持管理を行うと
ともに、水のリサイクル
を適正かつ衛生的に進め
ていくことが必要です。

施策

(1)公共下水道や農
業集落排水処理
施設の整備、維
持管理

取り組み内容

①下水道、農業集落排水処理施設
の適正な運転、維持管理
②「下水道ストックマネジメント
計画」に基づいた下水道施設の
更新
③農業集落排水処理施設の更新
④下水道未接続対策の検討、実施
⑤危機管理対策の推進

○個別排水処理施設（合併
処理浄化槽）は、住民の
協力と理解を得ながら設
置を促進することが必要
です。

(2)個別排水処理施
設（合併処理浄
化槽）の整備、
維持管理

○下水道事業の健全運営に
は、生活排水の総合処理
などコスト削減に向けた
取り組みを検討するとと
もに、滞納者への徴収強
化に努めることが必要で
す。

(3)下水道事業の健
全運営

○し尿処理は、今後も計画
的、効率的に行うことが
必要です。

(4)し尿の収集、処
理
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①個別排水処理施設（合併処理浄
化槽）の適正な運転、維持管理
②個別排水処理施設（合併処理浄
化槽）の導入促進、期間満了後
の整備の検討
③「生活排水処理基本計画」の見
直し
①維持管理委託の複数年契約の継
続実施
②「公共下水道事業経営戦略」の
見直し

①し尿の収集
②十勝圏複合事務組合における共
同処理の実施

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名

計画期間

公共下水道事業経営戦略

平成 29 年度～平成 38 年度

生活排水処理基本計画

平成 22 年度～平成 31 年度
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第１章

５ 公園、花や緑の空間
《 現状 》
・村内には農村公園をはじめ、遊具を備えた公園などが数箇所あるほか、パークゴルフ
場を併設したどんぐり公園、オートキャンプ場・さらべつカントリーパークなどがあ
り、住民をはじめ村外の人々から余暇の場として親しまれています。
・平成 26 年度に農村公園を再整備し、大型遊具等の設置、既存遊具の塗装改修等を実
施したほか、平成 29 年度に上更別運動広場を再整備し、ゲートボール場・公衆トイ
レの移設、既存遊具の塗装改修等を実施しました。
・公園以外にも、まちなかや公共施設の周囲などでは、緑化や花の植栽が行われていま
す。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 誰もが公園を安全に利用できるよう、遊具等の維持管理に努めるとともに、利用しや
すい環境づくりを進めます。
 まちなかや人が多く集まる場所に、緑や花を感じることができる空間をつくります。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○どの年代も利用しやすく
楽しめる公園となるよ
う、地域の意見や協力を
得ながら、整備や維持管
理に努めていくことが必
要です。

施策

取り組み内容

①公園敷地内の環境整備
②遊具など公園にある施設の点
検、計画的な更新
(1)公園の整備、維
持管理、活用

○老朽化が進んでいる遊具
や施設については、計画
的な更新が必要です。
○花や緑の空間を広げてい
くには、住民の理解と協
力を得ながら、花いっぱ
い運動などの活動の充実
に努めていくことが必要
です。

(2)緑や花によるう
るおい空間の拡
大

①沿道や公共施設周辺における花
いっぱい運動の推進

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名
市街地活性化実施計画

計画期間
平成 22 年度～平成 31 年度
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６ 道路
《 現状 》
・高規格道路については、村内にもインターチェンジが設置された帯広・広尾自動車道
の延伸整備が進んでいます。
・国道は一般国道 236 号、道道は主要道道清水大樹線や一般道道更別幕別線など６路線
がそれぞれ村内を通過しています。
・村道については、現在 212 路線を管理し、住民の日常生活を支えています。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 道路の整備と維持管理に努め、日常生活や生産活動の利便性を維持、向上させます。
 交通弱者に配慮したやさしい道づくりを促進します。
 除排雪体制を充実させ、冬場の事故を防ぎ、冬の生活を守ります。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○高規格道路は、住民に身
近な道路網として定着し
ており、安全に利用でき
るよう国や道に要請して
いく必要があります。ま
た、高規格道路を活用し
た交流人口の増加に努め
ることが必要です。
○国道や道道は、住民生活
や産業振興に大きく寄与
する道路網であるため、
改良や適切な維持管理、
安全面の向上などを国や
道に要請していく必要が
あります。
○村道は、住民に最も身近
な交通網として、利用状
況をふまえ、改良や維持
管理を行っていくことが
必要です。

○冬期間の生活交通を確保
するには、適正な除排雪
体制の整備が重要です。

施策

(1)高規格道路の整
備、延伸促進

取り組み内容

①高規格道路の降り口、上り口の
横断歩道設置の要望
②高規格道路側道における規制標
識設置の要望
③都市圏への利便性向上による十
勝外の交流人口獲得に向けたＰ
Ｒの検討
④広尾延伸の早期実現の要望

(2)国道・道道の整
備促進

①国道更別橋拡幅の要請
②歩道（路肩拡幅）未実施箇所の
要請
③行政相談を通した交差点、歩道
の改良の要望

①計画的な村道の整備、維持管理
②橋梁の架替（拡幅）、補修
③歩道の整備や安全施設整備
(3)村道の整備、維
持管理

(4)除排雪体制の充
実
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④村生活安全推進協議会による交
差点標識等への注意喚起看板の
設置、取替
⑤住民との協働による草刈りなど
村道の維持管理
①除雪委託業務体制の充実
②除雪機械の更新
③機械格納庫、雪捨て場施設の維

第１章
施策の背景

施策

取り組み内容

持管理
④冬期間の歩道の確保
⑤各行政区による第三次除雪路線
の実施支援
《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名

計画期間

交通安全計画

平成 28 年度～平成 32 年度

橋梁長寿命化修繕計画

平成 27 年度～平成 36 年度
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７ 公共交通
《 現状 》
・民間事業者によるバス運行については、生活路線バスとして国・北海道・沿線自治体
からの補助により運行を維持しています。民間バスの利用者については、自家用車の
普及や沿線自治体の人口減少等により、減少傾向となっています。
・高齢者をはじめとする交通弱者の移動手段を確保するために、村内を巡回する村民バ
スを運行しています。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 車を運転しない住民や来訪者の交通の便を考え、公共交通機関の確保や利便性の向上
に努めます。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

施策

○生活路線バスは、子ども
や高齢者をはじめとする
交通弱者の大切な交通手
段であり、関係機関や沿
線自治体と連携し、維持
確保に努めることが必要
です。

(1)民間バスの利便
性の向上、利用
促進

○村営バスは、利用拡大や
利便性の向上を進めてい
くことが求められていま
す。

(2)村営バスの利便
性の向上、利用
促進

○バス以外の交通は、十分
確保されているとはいえ
ないため、新たな手段を
検討することが必要で
す。

(3)新たな交通手段
の検討
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取り組み内容

①十勝地域生活交通確保対策協議
会への参加
②広尾線バス輸送確保対策協議会
への参加（運行への補助）
③バス待合所やその周辺の環境整
備
④新たな利用促進策の検討
①村民バス、福祉バスの計画的な
更新

①タクシー等民間と連携した移動
手段の検討
②とかち帯広空港へのアクセス確
保策の調査検討

第１章

８ 情報通信
《 現状 》
・情報通信基盤については、更別市街地域内では光回線によるサービスが提供され、農
村部等では地域情報通信基盤整備事業により、無線によるインターネット利用環境を
整備しています。
・情報通信技術や機器の進化により、情報通信技術を使える人と使えない人の間に「情
報格差」が生じています。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 情報化社会に対応し、利便性や効率性を向上するための条件整備や活用の拡大を図りま
す。
 情報が利用できる人材を育てるとともに、情報通信技術の利用格差の解消に努めます。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○情報通信面での利便性は、起
業や移住・定住条件でも重視
されることが多く、村内の情
報通信環境の差の解消に努め
ることが必要です。
○情報通信技術は、まちづくり
の推進に際しても有効な手段
であり、さまざまな分野で効
果的に活用していくことが必
要です。

○情報通信技術は、日常生活の
さまざまな場面で使用される
ことが増えており、それらの
技術を活用できるよう学習す
る機会が必要です。

施策

取り組み内容

(1)情報化を推進
する環境整備
や体制づくり

①高速インターネット利用環境の充
実
②情報通信基盤施設の適正な維持管
理

(2)情報通信技術
の有効利用

(3)情報通信技術
を利用できる
知識や技能の
普及

①行政手続への情報通信技術の活用
（電子申請、届出システムなど）
②行政運営への情報通信技術の活用
③eLTAX（エルタックス） ※ １ の利
用促進
④情報化を推進するための知識の普
及、人材の確保
⑤農業分野などＡＩ（人工知能）、
ＩＯＴ ※ ２ の活用促進の検討
①情報通信技術について学ぶ場の提
供

※１：地方税ポータルシステムの呼称で、インターネットを利用して地方税 の手続きを行うシ
ステムです。
※２：Internet of Things の略で、いろいろなものがインターネットに接続されて、情報交換
できることです。
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～基本目標２～

第２章 産業が元気なまちづくり
１ 農業
《 現状 》
・本村では、主に豆類・小麦・馬鈴しょ・てん菜を中心に、キャベツ・グリーンアスパ
ラ・スイートコーン等の野菜類を取り入れた畑作農業をはじめ、生乳や黒毛和牛を生
産する畜産業などが営まれています。
・農業が基幹産業である本村では、行政面積の約 70％を農地で占めており、農業基盤
整備や明渠排水の整備などを進め、災害に強い優良農地を維持しています。
・経営面では、一戸あたりの平均経営面積が 50ha を超える大規模農業が行われている
反面、後継者の不在などにより農家戸数が減少しつつあります。
・後継者の不在などによる離農が増加しており、新規就農を含む後継者の育成が課題と
なっています。
・生産された農畜産物は、村内の工場で一部製品化されていますが、その多くは、安定
した販路・流通体制のもと農畜産物をそのまま出荷しています。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 農業基盤の整備促進、排水対策の強化などにより、生産性の向上と災害に強い農地保
全対策に努めます。
 国際化に対応できる足腰の強い農業経営の確立と体質の強化に努めます。
 新規就農者の受け入れ等による担い手の確保に努めます。
 新たな需要に応じた作物の栽培や六次産業化の推進など、既存の取り組みの枠を広げ
ます。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

施策

取り組み内容

(1)農業基盤整備の
促進

①村営牧場の草地整備
②国営・道営事業等による農業基
盤整備事業の推進
③1 級河川改修の促進（サラベツ
川、サッチャルベツ川）
④畑地かんがい札内川導水路の改
修（事業地：中札内村）

○環境に配慮したクリーン
農業が求められていま
す。

(2)環境に配慮した
農業の推進

①家畜排せつ物適正処理の推進
②たい肥、液肥の農地還元の促進
③環境に配慮した取り組みの支援

○持続的に農業を発展させ
るためには、国際化に対
応できる、足腰の強い農

(3)生産性の向上、
経営の近代化、
省力化の促進

①土づくり対策の推進
②農業経営基盤の強化に向けた資
金の利子助成

○生産基盤である農地は、
適正に保全しつつ、生産
性の向上に努めていくこ
とが必要です。
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第２章
施策の背景

施策

取り組み内容

③村営牧場の草地整備
④畜産クラスター事業の推進
⑤耕地防風林の効果的整備

業経営の確立が必要で
す。

⑥新規作物の導入支援
①新規就農者の受け入れ体制の整
備
②農業担い手育成センター事業の
推進（配偶者対策等）

○農家世帯の減少に歯止め
をかけるためには、担い
手の確保が必要です。
(4)担い手の育成

○消費者ニーズに対応する
ためには、農畜産物の付
加価値の向上や販路の拡
大、加工品開発などを促
進していくことが必要で
す。
○農村環境を保全するため
には、農村が持つ多面的
機能を活かした取り組み
が必要です。

(5)農畜産物の付加
価値の向上、販
路の拡大

(6)農村環境の保全
および他産業と
の連携

③農業経営生産対策推進会議事業
の推進
④農業関係団体の活動支援
⑤農作業受委託組織等の育成・支
援
①農畜産物のブランド化の推進
②農畜産物の加工による付加価値
化の推進
③地産地消の推進
④新規作物導入の検討
⑤農作物が販売される場や機会の
拡大
①多面的機能支払交付金事業の推
進
②グリーンツーリズム ※ の普及に向
けた意識啓発、取り組みの支援
③食育の推進

※都市の住民が農山村に滞在し、その地域の自然や文化、人との交流を楽しむ旅のことです。

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名

計画期間

食育推進計画（第２次）

平成 27 年度～平成 31 年度

酪農・畜産クラスター計画

平成 26 年度～平成 31 年度

家畜排せつ物利用促進計画

平成 28 年度～平成 37 年度
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２ 林業、内水面漁業
《 現状 》
・本村では、総面積の約 16％を森林が占めています。内訳は、国有林が２割、民有林
が約８割で、民有林のうち個人所有林と村有林の内訳は、ほぼ同率です。市町村森林
整備計画に基づき植林や除間伐などの管理を行っています。
・村内には、水産庁のさけ・ますふ化場をはじめ、大津漁協、十勝内水面漁業、民間に
よる養魚場などがあります。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 森林が持つ多面的機能（防風・防霧、環境緑化、自然保護など）の維持を図りつつ、
計画的な森林施業の推進に努めます。
 林業に携わる人材を育成し、担い手の確保に努めます。
 環境に配慮した内水面漁業の振興を図ります。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○計画的に森林整備を推進
するためには、森林施業
に関わる事業体や人材の
育成・確保に努めること
が必要です。

施策

(1)森林施業の推進
および担い手の
育成

取り組み内容

①「森林整備計画」に基づいた森
林整備の推進
②林業事業体および人材の育成・
確保
③村有林の計画的な管理
④木育の推進

○森林が持つ多面的な機能
を維持するためには、乱
開発などから森林を守る
とともに、再造林等によ
る森林の保全が必要で
す。

(2)森林の多面的な
機能の維持

○内水面漁業の振興には、
良質な水資源の保全への
配慮が必要です。

(3)内水面漁業の振
興

①環境緑地保護地区の適正な保全
②耕地防風林等の整備促進
③他産業と連携した取り組みの推
進

①適正な水利利用の推進
②観光と連携した取り組みの推進

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名
森林整備計画

計画期間
平成 26 年度～平成 35 年度
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第２章

３ 商工業
《 現状 》
・村内には更別地区と上更別地区に商店が集積しているほか、レストランを併設した道
の駅があります。
・商店の多くが個人経営の小売店であり、交通網の整備に伴い、近隣にある大型店舗へ
買物にいく人も増えているなか、イベントの共同開催をはじめとした、地域に密着し
たサービスや魅力づくりに取り組んでいます。
・平成 27 年度、市街地活性化事業に基づくに交流拠点施設「街なか交流館 ｍａ・ｎ
ａ・ｃａ（マナカ）がオープン、ホールやバス待合所を併設し、市街地の賑わいを生
み出す新たな場所としての役割を担っています。
・村内には、昔ながらの作り方で大粒子のでんぷんを生産する工場や、缶詰・冷凍食
品・レトルト食品の製造・加工・販売を行う工場など、農作物を使った食品製造工場
があるほか、自動車整備工場、廃棄物処理やリサイクル、建設資材の販売、太陽光発
電所の運営などを行う事業所などがあります。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 地元の商店としての視点を大切にし、消費者に求められる店づくりを支援します。
 商店街が住民の最も身近な買い物の場として役割を担い続けられるよう、後継者の育
成や新規開業支援を行い、商店街の維持、継承をめざします。
 街なか交流館ｍａ・ｎａ・ｃａを核とした魅力ある商店街づくりを支援します。
 既存企業の支援とともに、新たな工業誘致を進めるための条件や基盤の整備に努めま
す。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○経営基盤を強化するため
には、雇用や地域の活力
を支える中小企業の経営
改善の取り組みを支援す
るとともに、後継者の育
成・確保が求められてい
ます。

施策

(1)地域商工業の育
成

取り組み内容

①新たな事業開発や経営革新に挑
戦する事業者への支援
②経営基盤強化に向けた支援
③魅力的な店づくりへの取り組み
支援
④特産品を活かした飲食メニュー
や新たな製品の開発支援
⑤販路拡大の推進
⑥経営発達支援計画の達成支援
⑦後継者育成の取り組み
⑧商工会の育成支援

○住民にとって身近な商店
街として親しまれる商店
街づくりのためには、魅
力的な顧客サービスや商
店街への誘客対策を支援
していくことが必要で

(2)賑わいのある商
店街づくり
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①住民還元イベント等への支援
②街なか交流館ｍａ・ｎａ・ｃａ
の利用促進
③幹線道路から商店街への誘導手
法の検討

施策の背景

施策

取り組み内容

す。
○情報通信の発達やグロー
バル化の進展などもあ
り、企業立地の条件も多
様化しつつあります。新
たな工業の誘致を進める
には、本村の地域資源や
立地を活かしながら、環
境や条件を整えていく必
要があります。

①企業の立地基盤となる、用地の
選定・確保の検討

(3)工業基盤の整備

②ＡＩ（人工知能）など高度情報
時代に対応した基盤整備の検討
③企業立地に関する優遇制度の活
用

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名

計画期間

市街地活性化実施計画

平成 22 年度～平成 31 年度

創業支援事業計画（十勝連携）

平成 30 年 6 月まで

十勝地域産業活性化計画

平成 26 年度～平成 30 年度
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第２章

４ 観光関連産業
《 現状 》
・村内には、カントリーパークにあるオートキャンプ場をはじめ、どんぐり公園にある
パークゴルフ場やすももの里など自然の中で楽しめる観光の場があり、村外からも多
くの人が訪れます。また、道内唯一の国際サーキット場である十勝スピードウェイで
は各種レースが開催され多くの人が集まります。
・イベントについては、さらべつ大収穫祭や国際トラクターＢＡＭＢＡ、すももの里ま
つりなど、更別ならではのイベントを開催しています。
・お土産品としては、更別産の農畜産物やすももの里のすもも、それらを加工した製品
などがあり、道の駅などで販売しています。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 更別の地域資源や既存施設などを有効に利用して、更別ならではの観光を振興しま
す。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○観光施設の整備は、老朽
化している遊具や設備等
の整備更新にあわせて、
効率的に行うとともに、
施設の魅力アップを図る
ことが必要です。

施策

取り組み内容

①道の駅の計画的な整備更新

(1)観光資源の充実

②カントリーパークの計画的な整
備更新
③どんぐり公園の計画的な整備更
新
④すももの里の維持管理、更新
⑤魅力ある観光資源の創出

○交流人口を増やすために
は、誘客に結びつく情報
を効果的に発信すること
が必要です。
○交流人口を増やすために
は、アイディアを出し合
いながら魅力あるイベン
トを企画・開催すること
が必要です。
○幅広く観光客を招くため
には、近隣市町村と連携
し、広域的な誘客対策を
進めていくことが必要で
す。

○観光産業による地域経済
効果を高めるためには、

(2)観光情報の発信

(3)魅力的なイベン
トの開催

①観光協会による情報発信
②ホームページによる情報発信
③積極的な観光情報の提供
①関係団体と連携したイベントの
開催
②地域イベントへの支援

(4)広域連携による
観光の振興

①十勝観光連盟等における広域観
光事業の推進
②南十勝を巡る観光ツアーの検討
③シーニックバイウェイ ※ １ の有効
活用
④南十勝夢街道における観光事業
の推進

(5)観光土産の開
発、ＰＲ

①特産品の開発支援、生産体制の
強化
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施策の背景

施策

取り組み内容

②特産品のＰＲ支援

特産品（お土産品）を充
実させる必要がありま
す。

※１：「Scenic（景観の形容詞)」と「Byway（わき道・より道）」を組み合わせた言葉で、地
域と行政が連携して、魅力ある景観や環境づくりを進める取り組みです。
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第２章

５ 起業支援、雇用創出
《 現状 》
・本村では、企業の発展と雇用の機会が拡大することを図るため 「企業振興促進条例」
を制定し、企業の振興と立地を促進しています。
・地元雇用を促進するため助成制度を制定し、支援しています。
・市街地を活性化し、人材育成や産業振興、起業促進などを進める拠点として、旧十勝
南部農業開発事業所跡地に「地域創造複合施設（地域創造センター）」を平成 29 年に
開設しました。サテライトオフィス ※ １ やテレワークスペース ※ ２ を備えており、研究
開発や新規ビジネスの拠点として運用しています。
※１：企業または団体の本拠から離れた所に設置されたオフィスのことです。
※２：情報通信技術を活用して離れたところで仕事ができる場所のことです。

《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 起業の支援や企業誘致により、雇用機会の拡大をめざします。
 地元の資源を活かして地場産品の研究、開発を行い、商品化や販売をめざします。
 ＩＯＴ ※ 等の研究者が集まる街づくりから、起業促進へつなげます。
 新たな工業誘致を進めるための条件や基盤の整備に努めます。
※Internet of Things の略で、いろいろなものがインターネットに接続されて、情報交換でき
ることです。

《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○起業を促進するために
は、異業種間の交流や連
携から生じる、新たな発
想による取り組みを積極
的に支援することが必要
です。

○企業誘致を促進するため
には、本村の地域資源や
立地を活かしながら、環
境や条件を整えていく必
要があります。

○新たな地場産品の開発を
進めるには、農畜産物な

施策

取り組み内容

(1)新たな産業おこ
しや起業の支援

①新分野の進出に対する連携、支
援
②地域創造センターを活用したテ
レワーク ※ １ の推進
③新たな発想で意欲的に取り組む
活動の支援
④とかち創業支援ネットワーク会
議への参画および連携
⑤認定創業支援事業 ※ ２ の推進

(2)企業の誘致

①地域創造センターを活用したサ
テライトオフィスによる企業誘
致
②「企業振興促進条例」による企
業誘致、支援および用地の確保
の検討
③進出企業の情報収集や相談体制
の充実、訪問ＰＲ活動の推進

(3)地場産品の開
発、販売

①ふるさと館食品加工研修室の利
活用の推進
②意欲ある農業者、住民等が行う
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施策の背景

施策

取り組み内容

どを使った加工販売に意
欲を持つ住民の活動をビ
ジネスにつなげていくた
めの支援が必要です。

加工販売への指導、支援
③更別農業高校、地元企業との連
携による特産品等の開発促進、
販路拡大の支援

○就業人口を増加させるた
めには、雇用機会の確保
とともに、就業環境の向
上を促進することが必要
です。

①各種研修・福利厚生事業等の推
進
②高齢者、若者、女性、障がい者
の就業支援
③季節労働者の就業対策の推進

(4)勤労者福祉、雇
用対策の充実

④無料職業紹介事業（地方版ハロ
ーワーク）の実施
⑤地元雇用促進事業による地元雇
用・地域人材の確保

※１：情報通信技術を活用して離れたところで仕事をすることです。
※２：市区町村が民間の創業支援事業者（地域金融機関、NPO 法人、商工会議所・商工会等）
と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業等の創業
支援を実施する「創業支援事業計画」について、国が認定することとしています。
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第３章

～基本目標３～

第３章 心身の健康を支えるまちづくり
１ 健康づくり、保健
《 現状 》
・健康づくりに関する取り組みについては、「第２次どんどん元気さらべつ」を策定し、
目標に向けて、健康づくりを促進しています。
・生活習慣病予防を目的とした特定健診・特定保健指導について、受診率向上の取り組
みとメタボリックシンドローム改善のため個別相談、健康教育などの支援を実施して
います。
・すべての世代の健康づくりのために、家庭訪問、健康相談、健康教育などを実施して
います。
・妊産婦や子育て期にかけて実施する母子保健事業では、個別ニーズを把握し、必要な
情報提供や支援を行っています。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 誰もが心身ともに健やかに暮らせるよう、健康づくり意識の醸成や疾病の予防・早期
発見を進め、医療費の低減や介護予防に努めます。
 妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を行うため妊産婦等を支える地域の支援
体制の充実に努めます。

《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

施策

(1)保健予防事業の
推進

①母子保健の推進
②子育て世代包括支援センターの
運営
③がん検診の受診勧奨（受診率の
向上）
④特定健診、特定保健指導の推進
（受診率の向上）
⑤高齢者健診の家庭訪問による結
果の説明
⑥健康相談、家庭訪問の実施
⑦インフルエンザおよび高齢者肺
炎球菌予防接種の助成
⑧感染症予防の推進
⑨高齢者や成人等に対する歯科健
診の推進

(2)保健指導体制の
充実

①保健師、管理栄養士による保健
指導体制の維持

○生活習慣病やがんなどの
疾病は、予防や早期の発
見が重要なことから、健
診に対する理解を促進
し、受診率の向上につな
げることが必要です。
○乳幼児や高齢者を感染症
から守るためには、予防
接種の実施と積極的な勧
奨が必要です。

○乳幼児から高齢者までの
すべての世代の健康づく

取り組み内容
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施策の背景

施策

②帯広保健所等との連絡調整

りのためには、保健指導
の体制を充実させていく
ことが必要です。
○健康を維持・増進するた
めには、住民自身の主体
的取り組みが重要であ
り、そのための情報提供
の充実が必要です。

取り組み内容

(3)健康増進の普及

①健康増進に関する情報提供
②健康づくり講座の開催
③健康増進室の利用促進
④栄養教室など各種教室の開催

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名

計画期間

第２次どんどん元気さらべつ

平成 26 年度～平成 35 年度

第３期特定健康診査等実施計画

平成 30 年度～平成 35 年度

国民健康保険保健事業実施計画（仮称）
（データヘルス計画）

平成 30 年度～平成 35 年度
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第３章

２ 地域医療
《 現状 》
・村内には国保診療所と歯科診療所が１か所ずつあります。国保診療所では医療法人と
の医療業務提携により医師を確保し、安定した地域医療に努めています。
・高度医療の多くは帯広市内の病院と連携し、対応しています。
・団塊の世代が 2025 年頃までに 75 歳以上となり介護・医療費など社会保障費の急増が
懸念される「2025 年問題」を間近に控え、村としても地域包括ケアシステム ※ の構築
をめざしています。
※重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるこ
とができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される 、地域の包括
的な支援・サービス提供体制のことです。

《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 医療法人との連携を深めつつ、安心して利用される診療所の運営に努め、地域にねざ
した医療サービスの維持向上に努めます。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

施策

①医療と介護の連携強化
②地域包括支援センターの体制強
化

○ 2025 年 問 題 を 間 近 に 控
え、医療と看護、介護な
ど関係機関の連携が、ま
すます重要となっていま
す。
(1)関係機関との連
携

○診療所施設の整備につい
ては、発熱外来待合室の
不備や医師の増加に伴う
診察室の不足など、診療
環境の改善が求められて
います。
○あらゆる健康問題の相談
に対応するには、安定し
た医療体制の確保が必要
です。

取り組み内容

(2)施設、設備の更
新

(3)診療体制の充実

○歯科診療所は、運営維持
の取り組みを進めていく
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③地域包括ケアシステムの推進
④国保診療所・介護サービス事業
所・訪問看護ステーションとの
連携
⑤医療業務委託先の医療法人との
連携（研修医、医学生の研修機
会の提供、受け入れ）
⑥広域医療圏での医療機関との連
携
①医療用設備の更新
②国保診療所の計画的な増改修
③歯科診療所の施設・設備の計画
的更新

①医療業務委託契約による医師の
安定的な確保
②看護師など必要な専門職員の確
保
③在宅医療支援体制の充実（訪問
看護ステーションとの連携）
④夜間、休日診療の実施

施策の背景

施策

取り組み内容

⑤緊急医療体制の充実
⑥事故防止対策の推進（事故報告
検討会、リスクマネジメント等
の定期開催）
⑦訪問歯科診療の実施

とともに、継続にあたっ
ては、訪問歯科診療の実
施や栄養指導など、地域
包括ケアの取り組みに基
づくに対応が求められて
います。

⑧訪問栄養指導の実施
⑨医療と介護をつなぐコーディネ
ーターの配置
⑩歯科診療所の運営方法の検討

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名
第７期高齢者福祉計画・介護保険事業計画

計画期間
平成 30 年度～平成 32 年度
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第３章

３ 地域福祉
《 現状 》
・本村では、社会福祉協議会を中心に、関係機関や団体と連携しながら地域福祉の推進
体制の充実に努めています。
・平成 28 年度より社会福祉協議会に生活支援コーディネーターを配置し、地域での支
え合いの体制づくりを進めています。
・社会福祉協議会にボランティアセンターを設置し、ボランティア団体、グループの育
成および連絡調整をはじめ、ボランティア活動や地域交流サロン活動への助成、福祉
教育・職場研修のお手伝い、サロンの開催などを行っています。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 福祉に関する地域の課題を全住民で共有し、支えあいや助け合いによって解決できる
まちづくりをめざします。
 行政だけでなく、住民との協働や住民自らの取り組みにより、住みやすいまちづくり
をめざします。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○福祉へのニーズが増加、
多様化するなか、地域福
祉を推進するためには、
保健・医療・福祉などの
関係機関や地域住民との
連携を深め、総合的な視
野で進めていくことが必
要です。
○地域福祉の推進には、行
政だけでなく、住民自身
が主体的に進めていくこ
とが必要であり、地域住
民相互の支えあいや助け
合いの促進が重要です。

○地域の住民同士がお互い
に「気にする、気にかけ
る」という見守りや支援
活動は、取り組みに対す
る理解や協力への意識を
村全体で醸成させてい
き、活動の継続につなげ

施策

(1)地域福祉の意識
づくり、環境の
整備

(2)地域福祉の推進
体制の充実

(3)地域福祉を担う
人材の育成、住
民参加の場づく
り
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取り組み内容

①高齢者・障がい者に対する理解
を深める取り組みの推進
②高齢者や障がい者も安心して公
共施設が利用できる環境づくり
③社会福祉協議会による広報誌
「ふれあい」の発行
④社会福祉センター、上更別福祉
館の維持管理、改修
①新たな生活支援体制をつくる協
議体である「ささえ愛さらべ
つ」による地域の支え合いの体
制づくり
②民生委員協議会を通じた地域に
係る情報交換、民生委員活動の
推進
③成年後見制度の周知や利用の促
進
①小中学生、高校生を対象とした
ボランティア体験、講座の開催
②社会福祉協議会による行政区単
位での地域見守り、助け合いの
支援
③認知症サポーター ※ の育成

施策の背景

施策

取り組み内容

ることが必要です。
※認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲
で手助けする人のことです。

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名

計画期間

（仮）いきいきふれあい計画（障がい者福
祉計画）（名称未定）

平成 30 年度～平成 32 年度

第７期高齢者福祉計画・介護保険事業計画

平成 30 年度～平成 32 年度
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第３章

４ 高齢者福祉
《 現状 》
・65 歳以上の高齢者人口は本村でも年々増加しており、人口に占める比率（高齢者比
率）は北海道や国の平均よりも上回っています。このようななか、介護を予防するた
め、運動機能の向上や脳トレなどを行う取り組みや、何らかの心身機能の衰えがある
方が要介護等となることを防ぐための取り組みなどを行っています。
・本村における 65 歳以上の高齢者数は、推計では 2045 年がピークとなっており、比較
的後年次となっています。
・福祉の里総合センターの整備や介護サービスの充実、各種福祉団体の活動支援などを
行っています。
・世代間交流のほか、生涯学習やスポーツ活動への参加、高齢者勤労会による地域活動
など、さまざまな場面で高齢者が活動しています。また、村内には老人クラブが５つ
あり、研修会の開催や参加、交通安全運動等社会奉仕活動などを行っています。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 高齢になっても生きがいを求め、地域の一員としてまちづくりに参加できる環境づく
りを進めます。
 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、住まい・医療・介護・
生活支援・介護予防の各分野が互いに連携しながら、支援する体制を構築します。
 高齢者の社会参加等を進め、世代を超えて地域住民が共に支え合う地域づくりに取り
組み、その考え方を発展させた地域共生社会の実現に向けて包括的な支援体制を構築
していきます。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○年齢を重ねても住み慣れ
た地域で自分らしい暮ら
しを続けることができる
よう、高齢社会に対応し
たまちづくりが必要とな
っています。
○認知症の予防を進めるた
めには、各種予防教室へ
の参加など、生活機能の
維持・向上について、村
全体で取り組むことが必
要です。
○介護職場で働く人材の持
続的に確保するために
は、国の施策とあわせ
て、介護職員の処遇改
善・資質の向上等の支援

施策

(1)高齢期における
予防や対策の推
進

(2)高齢者の生活を
支える体制の充
実、サービスの
提供
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取り組み内容

①高齢期における予防や対策の推
進
②一般介護予防教室への参加促進
（地域まるごと元気アッププロ
グラム、元気クラブ、健康増進
クラブなど）
③脳の健康教室さらべつ校「大人
のまなびや」の参加促進

①介護人材確保対策の推進
②高齢者の生活を支えるサービス
の提供
③ひきこもり者のニーズ把握・対
応

施策の背景

施策

④小規模多機能型居宅介護を中心
とした柔軟なサービスの提供
⑤在宅家族介護者への負担軽減策
の充実
⑥高齢者世帯への緊急通報システ
ムの設置（モバイル対応も含
む）
⑦移送サービスの充実

を図っていくことが必要
です。
○働きながら要介護者等を
在宅で介護する住民に対
して、就労継続や負担軽
減の支援が必要です。
○高齢者の生活を支えるた
めには、高齢者がそれぞ
れの暮らしの場で安心し
て過ごせるよう、ソフ
ト・ハード両面の環境整
備が必要です。
○高齢者の生きがいづくり
や社会参加を進めるため
には、生活支援サービス
の担い手と連携しなが
ら、支援体制を充実強化
し、一体的に進めていく
必要があります。

取り組み内容

⑧高齢者の免許返納に対する支援
方法の検討
⑨高齢者福祉施設の計画的な改修
⑩シルバーハウジングの運営委託

(3)高齢者の生きが
いづくり、社会
参加の促進

①老人クラブの活動支援
②世代間交流の促進
③高齢者勤労会による地域活動の
促進
④「ささえ愛さらべつ」協議体を
中心とした生活支援体制の構築

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名
第７期高齢者福祉計画・介護保険事業計画

計画期間
平成 30 年度～平成 32 年度
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第３章

５ 障がい者福祉
《 現状 》
・本村では、健康相談や乳幼児健診時に障害の早期発見に努めているほか、障害に関す
る相談や情報の提供、また、必要な援護が受けられるよう各種支援制度の情報提供な
どを行っています。
・障がい者が村内で働くことができる環境を整備する一環として、平成 30 年度から民
間事業所による障がい者就労支援施設が開設されました。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 障害のある人も社会参加しやすく、暮らしやすい環境を整えます。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○近年、子どもの発育や発
達に関する相談件数が増
えています。障害や支援
を要する方を早期に発見
するためには、関係機関
で情報を共有し体制を整
えていくことが必要で
す。

○障がい者向け施設の整備
については、今後の需要
動向を踏まえ検討を進め
ることが必要です。
○障がい者が地域で自立し
た生活を営むためには、
就労環境の整備や支援体
制の充実が必要です。

施策

取り組み内容

①障害の早期発見に向けた関係機
関の連携、情報共有の強化
②南十勝こども発達支援センター
の運営支援
(1)障害の早期発見

(2)障がい者支援施
策及び障がい者
福祉施設の整備
の推進

○障がい者が日常生活を送
るうえでの支援は、個々
の状況によってニーズが
異なるため、きめ細かい
対応に努めることが必要
です。

(3)障がい者の生活
を支えるサービ
スの提供

○障害者の社会参加を進め
るためには、近隣市町村

(4)障がい者の生き
がいづくり、社
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③村直営の相談支援事業所による
障害福祉サービス利用に関する
相談や支援の実施
④十勝障がい者総合相談支援セン
ターとの連携による情報共有、
意見交換の実施
①障がい者・児の生涯を考えた施
策の検討及びリラクタウン構想 ※
などを踏まえた施設整備の検
討、推進
②民間の障がい者就労支援施設の
安定的な運営に向けた助言等の
支援
③保健医療・介護・福祉サービス
を切れ目なく提供し、高齢者や
障害者等がコミュニティで共生
できる地域包括ケアシステムの
構築、推進
①障がい者の社会参加を促進する
日中活動支援事業の実施
②障がい者の個別事情に応じた関
係機関との連携

①障がい者就労支援施設の利用促
進

施策の背景

施策

や関係機関との連携によ
り、就労支援施設の利用
を高めることが必要で
す。

会参加の促進

取り組み内容

②障がい者への交通費の助成

※「誰もが安心して住みつづけることができるむらづくり」を基本理念に、生涯輝きのあるリ
ラックスした一生を送れるよう、地域密着型介護老人福祉施設や障がい者自立支援施設など
の福祉関連施設、宅地分譲など生活環境等の整備を計画したものです（平成 18 年度策定）。

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名

計画期間

（仮）いきいきふれあい計画（障がい者福祉計
画）（名称未定）
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平成 30 年度～平成 32 年度

第３章

６ 社会保障
《 現状 》
・低所得者への支援については、十勝保健福祉事務所の指導のもと、民生委員、ケース
ワーカー ※ と連携し、自立支援や指導相談を行っています。
・国民健康保険の運用については、特定健診受診率向上のための取り組みなどにより医
療費抑制を図ってきた結果、一人あたりの医療費は道内でも最低水準となっています。
・国民年金については、世代間扶養のしくみによって老後の生活を支えあう大切な制度
ですが、適用漏れや未納者が増加しています。
※福祉事務所で相談援助の業務を行う職員の通称です。

《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 住民が生涯にわたり安心して暮らせるように、保険・年金事業の健全運営の推進に努
めます。

《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○低所得者等、生活困窮者
の支援については、今後
生活困窮に関する相談が
増加することが想定され
ることから、本村におい
ても適切な対応が必要で
す。

○国民健康保険、後期高齢
者医療事業については、
被保険者への制度の周知
を推進するとともに、国
民健康保険は制度の主体
が北海道に移行されまし
たが、被保険者の健康増
進や医療費の抑制に向け
た取り組みを引き続き担
っていくことが必要で
す。
○自宅等の住み慣れた場所
で、自分らしい生活を続
けることができるよう、
医療・介護・予防・生活
支援・住まいなどが一体

施策

取り組み内容

①とかち生活あんしんセンターで
開催される相談会の紹介
(1)低所得者への支
援

(2)国民健康保険事
業、後期高齢者
医療事業の推進

②生活保護制度の円滑な運用（民
生委員、ケースワーカーとの情
報共有）
③低所得世帯向けの福祉灯油の給
付
④社会福祉協議会による生活福祉
資金の活用
①国民健康保険制度、後期高齢者
医療事業制度の広報等による周
知
②医療費適正化対策の推進（ジェ
ネリック医薬品の普及促進、医
療費通知等）
③「データヘルス計画」に基づく
健康づくり事業の実施

①介護保険地域支援事業の充実
(3)介護保険事業の
推進
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施策の背景

施策

取り組み内容

的に提供できるしくみの
構築が必要です。
○国民年金は、平成 29 年よ
り受給資格期間が 25 年か
ら 10 年に短縮されたこと
など、制度の理解が進む
よう情報の周知が必要で
す。

(4)国民年金事業の
推進

①国民年金制度の周知
②窓口等相談体制の充実
③ネットワークを通じた各種申請
の簡素化
④国民年金適用者の把握と加入の
促進

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名

計画期間

第７期高齢者福祉計画・介護保険事業計画

平成 30 年度～平成 32 年度

第３期特定健康診査等実施計画

平成 30 年度～平成 35 年度

国民健康保険保健事業実施計画（仮称）
（データヘルス計画）

平成 30 年度～平成 35 年度
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第４章

～基本目標４～

第４章 環境を守り安心して生活できるまちづくり
１ 防災
《 現状 》
・本村は、地震や台風などの自然災害が比較的少ない地域ですが、近年の異常気象等に
よる浸水害などが増加傾向にあります。
・各種災害や有事の際への対応については、各種災害への総合的な対応を定めた「地域
防災計画」を策定し、随時見直しを行っているほか、武力攻撃事態等に国民保護のた
めの措置を的確かつ迅速に実施するため「国民保護計画」を策定しています。
・災害時や緊急時の連絡手段として重要な役割を担う防災行政無線は、平成 28 年に デ
ジタル化されました。

《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 山林や河川の整備により、自然災害を未然に防ぎます。
 住民の防災意識、危機管理意識を高めるとともに、災害や非常事態などに対する備え
を充実させます。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○災害を未然に防ぐために
は、山林や河川を適切に
管理・整備しておく必要
があります。
○異常気象等による自然災
害は、年々増加してお
り、日頃から防災に対す
る意識を高め、対応策を
強化しておくことが重要
です。
○防災に対する意識の向上
や知識の普及は、自然災
害による被害を最小限に
するために重要であり、
住民に十分周知すること
が必要です。
○防災への意識を高めなが
ら、防災訓練の実施や自
主防災組織の設置などを
進めていくことが必要で

施策

(1)災害の予防

(2)防災（危機管
理）体制の充実

(3)防災に対する意
識の向上、知識
の普及

(4)災害に関する活
動、訓練の実施
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取り組み内容

①保安林の整備
②１級河川サッチャルベツ川、猿
別川、サラベツ川の改修要請
①「地域防災計画」の適宜見直し
②避難に関する計画の作成
③「災害時避難行動要支援者避難
支援計画（全体計画）」に基づい
た個別計画の策定
①広報紙、ホームページ等を通じ
た防災や危機管理に対する意識
啓発
②避難に関する情報の周知

①自主防災組織の設置促進
②総合防災訓練、通信訓練、避難
訓練等各種訓練の実施
③防災講習会等における関係機関

施策の背景

施策

取り組み内容

との連携

す。
○災害時の避難体制は、避
難の長期化を想定すると
ともに、性別や世代によ
って異なる支援ニーズに
対応できるよう、整備す
ることが必要です。
○武力攻撃事態等が発生し
た 際 は 、「 国 民 保 護 計 画 」
に基づき国民保護措置を
的確かつ迅速に実施する
ことが必要です。

(5)災害時の避難体
制の充実

①避難所の整備、適正な管理
②大規模な災害や避難の長期化に
も対応可能な資機材、災害時物
品、食料等の購入、備蓄

(6)武力攻撃事態等
への対処

①広報紙、ホームページによる武
力攻撃事態等に対する意識啓発
②Ｊアラート（全国瞬時警報シス
テム）など国民保護措置に関す
る情報の周知
③「国民保護計画」に基づいた体
制・機器の整備、研修・訓練の
実施

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名

計画期間

地域防災計画

（随時見直し）

国民保護計画

（随時見直し）

災害時避難行動要支援者避難支援計画（全
体計画）

（随時見直し）
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第４章

２ 消防、救急
《 現状 》
・村内には更別消防署があり、常備消防の体制を整えています。
・平成 28 年４月１日に「とかち広域消防事務組合」が発足し、十勝 19 市町村の常備消
防が広域化され、消防本部の統合、消防無線のデジタル化、 119 番通報の一元化、出
動区域の見直しが行われました。
・消防団については、現在 65 人の団員が活動しています。広域化により、消防団は本
村に承継され、消防団事務は消防職員を本村職員として併任しています。
・救命率の向上を図るため、平成 29 年度に高規格救急車を更新しました。
・救急体制については、救急救命士の養成や高規格救急車の導入などにより順次強化に
努めています。
・住民に対しては、講習会の開催などを通して、小中学校や高校生も含め初期の救命処
置や応急処置の普及を行っています。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 複雑多様化する災害に対応できる専門的知識と技術を持つ人材を育成します。
 住民の生活や命を守るため、医療福祉に寄与できる消防体制の整備に努めます。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○消防体制は、必要な人員
を確保するとともに職員
の資質向上に努めていく
ことが必要です。
○消防団員数は、若年層の
加入推進などにより維持
に努めていますが、市街
地など確保が難しい地域
もあり、今後も団員の確
保に努める必要がありま
す。
○安全かつ迅速な消防活動
のためには、関連設備等
を計画的に更新し、消防
力を強化することが必要
です。
○防火意識の醸成には、日
ごろから火の管理に対す
る意識が高まるよう、啓
発活動の継続が重要で
す。

施策

(1)常備消防の充実

(2)非常備消防の確
保

取り組み内容

①広域体制統一に向けた人員確保
②消防職員の資質向上
③業務内容に見合った人事評価制
度の導入
①消防団員の高齢化対策、消防団
員の確保
②消防団員の資質と技術の向上
③団員の健康管理の増進

(3)消防施設・設備
の充実

①消火栓等の更新および増設
②水槽付消防ポンプ自動車等の更
新、消防団装備品の充実
③消防団詰め所の改修
④消防庁舎の適正管理

(4)火災予防の意識
啓発

①高齢者世帯や福祉関係施設など
の防火査察の実施
②危険物取扱事業所など立入検査
の実施
③防火意識の高揚と予防指導の強
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施策の背景

施策

取り組み内容

化
④事業所などの自主防火管理体制
の確立に向けた指導の徹底
⑤住宅用火災警報器の設置・保守
管理の徹底

○住宅火災を予防するため
には、住宅用火災警報器
の設置率をさらに高め、
適切な管理を促進するこ
とが必要です。

⑥自主防災組織の設置促進
○救急・救助体制を強化す
るためには、職員の資格
取得や研修派遣により高
度救命体制を維持すると
ともに、住民にもＡＥＤ ※
の利用法など救急に関わ
る実践的な知識や技術を
普及させることが必要で
す。

①救急高度化に伴う救急救命士の
追加講習等の教育

(5)救急・救助体制
の強化

②救急技術の向上
③救急講習の開催など救命に関す
る知識や技術の普及
④救助器具の整備拡充

※自動体外式除細動器のことで、心臓が痙攣し血液を流すポンプ機能を失った状態になった時、
心臓に電気ショックを与え、働きを戻すための医療機器です。

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名
地域防災計画

計画期間
（随時見直し）
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第４章

３ 交通安全、防犯
《 現状 》
・交通安全・防犯については、警察や生活安全推進協議会などと連携し、活動を行って
います。
・本村では、日ごろから交通安全施設の整備要請や交通安全活動による意識啓発など、
交通事故の未然防止に努めており、 事故発生件数は横ばいの状況が続いています。
・消費生活に関する相談やトラブルに応じるため、消費生活相談室を開設しています。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 交通事故を防止する環境整備と意識の高揚に努め、住民を交通事故から守ります。
 防犯意識の高揚と防犯活動への参加を呼びかけ、住民を犯罪から守ります。
 悪質商法や特殊詐欺などから住民を守るため、迅速な対応や情報提供を行い、被害の
未然防止や救済に努めます。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○交通安全施設は、危険箇
所を定期的に点検すると
ともに、改修の必要な場
所は道路管理者へ報告し
改善を求めていくことが
必要です。
○高齢者が交通事故の被害
者・加害者双方になるケ
ースが全国的に増えてい
ることから、本村でも高
齢者に対する交通安全意
識を高めていくことが必
要です。
○防犯については、犯罪に
巻き込まれる年代が子供
から高齢者まで幅広くな
っていることから、住民
や関係機関との連携を深
め、犯罪に巻き込まれな
いための意識づくりを進
めていくことが必要で
す。

施策

取り組み内容

(1)交通安全施設の
整備

①村内巡回による交通安全施設の
設置が必要な箇所の情報収集
②国、道、学校など関係機関の参
加による通学路合同点検の実施
③交通規制標識の設置、交換の要
望

(2)交通安全意識の
向上

①交通安全活動の促進（季節に応
じた活動の実施）
②交通安全に対する意識の啓発
③幼稚園、小学校、末広学級での
交通安全教室等の実施
④高齢者を対象とした運転講習の
実施

(3)防犯意識の向
上、防犯活動の
推進

①街路灯、防犯灯など防犯施設の
点検、改修
②駐在所との連携による、幼稚園
や小中学校での防犯教室の開催
③不審者情報の提供（学校メール
システムの活用）
④全国地域安全運動に合わせた啓
発活動の実施
⑤青少年非行防止活動の推進
⑥生活指導連絡協議会、保護司会
と連携した防犯巡回の実施
⑦子ども 110 番への参加促進
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施策の背景

○消費者を保護するために
は、正しい知識と情報提
供に努めることが必要で
す。

施策

取り組み内容

①消費生活相談室の開設

(4)消費者の保護

②悪質商法や特殊詐欺などから身
を守るための迅速な情報提供、
意識啓発
③商品の安全性や健康、環境に与
える影響などに関する正しい情
報の周知

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名
交通安全計画

計画期間
平成 28 年度～平成 32 年度
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第４章

４ 自然や景観の保全、環境美化
《 現状 》
・村内には、山林や原野といった緑豊かな空間や、サッチャルベツ川や猿別川、イタラ
タラキ川といった河川があり、本村の貴重な自然環境を形成し、美しい景観をつくっ
ています。
・住民参加による植樹祭の実施により、緑化意識の醸成向上を図るとともに緑を増やす
取り組みを進めています。
・環境美化については、クリーン作戦を村と環境美化推進協議会の共催により毎年実施
しているほか、行政区による河川、道路の支障木の伐採、清掃活動や花壇整備などを
行っています。
・不法投棄については、定期的に巡回し、発見後持ち主が判明し た場合は、警察と連携
し指導を実施しています。
・公害については、現在深刻な状況は見られませんが、大気汚染、水質汚濁、騒音など
の発生が考えられます。今後も監視や施設設備の改善指導などを進め、公害発生を未
然に防いでいくことが必要です。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 本村の自然や景観を守り育てる意識を村全体で高め、自然環境の保護や保全に取り組
みます。
 環境美化に関する取り組みが村内各地域に広がるよう、意識の向上や活動を促しま
す。
 公害の発生を未然に防止するよう努めます。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○自然環境を保護するため
には、自然を大切にする
意識づくりや保護に向け
た取り組みを継続してい
くことが必要です。
○村内に広がる農村風景
は、更別を代表する風景
であり、自然環境と同様
に、村全体で守り育てて
いくことが必要です。

施策

(1)自然環境の保
全、保護

(2)景観の保全、向
上

○生活に身近な市街地にお
いても、景観に配慮した
環境づくりが必要です。
○環境美化を進めるために
は、不法投棄や道路沿い
のポイ捨てもみられるこ

(3)環境美化の推進
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取り組み内容

①自然保護地区の保全
②開村記念植樹祭の実施

①景観保全に向けた意識啓発
②自然環境や景観に配慮した土地
利用の推進
③廃屋や看板等の撤去の促進
④景観に配慮した街路灯や街路樹
の整備

①クリーン作戦の実施、参加促進
②不法投棄防止への意識啓発
③定期的な巡回、警察と連携した

施策の背景

施策

持ち主判明時の指導の実施

とから、啓発看板の設置
などに防止活動に取り組
んでいくことが必要で
す。
○大気汚染や水質汚濁など
の公害や環境破壊が発生
しないよう、未然に防ぐ
取り組みが必要です。

取り組み内容

(4)公害発生の抑制
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①「北海道公害防止条例」など各
種規制の周知
②公害監視のための巡回、必要な
事業所への指導の実施
③ペットの飼育マナーに対する意
識啓発

第４章

５ ごみ処理、減量化、再利用
《 現状 》
・本村では、燃やせるごみの焼却と、燃やせないごみ、大型ごみ、金属ごみの最終処分
を、十勝圏複合事務組合が運営する処分場で共同処理を行っています。
・ごみの減量化・資源化を推進するため、リサイクルセンターで資源ごみの分別と受け
入れを行っています。委託業者による定期的な回収を行うとともに、ごみの分別に対
する理解を高めるため、住民の自主的な搬入を推進しています。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 利用者、収集者双方にとって効率的で衛生的なごみの収集に努めます。
 資源回収やリサイクルに対する理解を促し、ごみの減量化をめざします。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○ごみの増加や多様化にと
もない、効率性や環境負
荷に配慮したごみの収
集、処理が求められてい
ます。
○ごみの減量化を進めるた
めには、住民の理解と協
力を得ながらリサイクル
に対する関心が高まるよ
う、意識啓発等の取り組
みを進めることが必要で
す。

施策

(1)ごみの収集、処
理

取り組み内容

①適正なごみ収集の推進
②ゴミステーションの維持管理
③関係自治体との協力による処理
施設の適正管理
①ごみの分別や減量化に対する意
識啓発

(2)ごみの減量化、
リサイクルの促
進

②リサイクルセンターで受け入れ
可能な資源ごみ、生ごみの周知
③リサイクルセンターの適正な維
持管理
④コンポスト ※ の普及促進

※生ごみなどの有機性廃棄物から堆肥をつくることです。

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名

計画期間

第８期分別収集計画

平成 29 年度～平成 33 年度
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６ 環境共生
《 現状 》
・地球温暖化に象徴される環境破壊の影響が身近な生活の中でも感じられる今日、本村
でも、環境共生をふまえたまちづくりが重要な課題となっています。このようななか、
「地球温暖化対策実行計画」を策定するなど、総合的な取り組みを進めています。
・省エネルギー活動に加えて、自然の力を利用した新エネルギーの導入が課題となって
いますが、本村では平成 21 年に「地域新エネルギービジョン」を策定し、導入可能
な資源である太陽光エネルギーの普及に取り組んでいます。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 環境共生の村づくりに向けた取り組みを、幅広い分野で進めます。
 本村で開発・利用が可能な新エネルギーについて、調査・研究を行います。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○環境共生社会の実現に
は、村全体でより意識を
高め、実践的な取り組み
に移行していくことが必
要です。
○新エネルギーは、本村の
実情に合った資源を使っ
て、環境負荷の少ないエ
ネルギーが生み出せるよ
う、導入に向けた取り組
みが必要です。

施策

(1)環境共生社会に
向けた取り組み

(2)新たなエネルギ
ー資源の活用

取り組み内容

①「地球温暖化対策実行計画」の
推進、見直し
②環境問題やその対策に関心を高
めるための意識啓発

①新エネルギー活用の可能性につ
いての調査・研究
②太陽光エネルギーの普及促進
③雪を利用した農畜産物の長期保
存などをめざした取り組みの検
討
④バイオ燃料活用の検討

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名

計画期間

地球温暖化対策実行計画

平成 28 年度～平成 32 年度

地域新エネルギービジョン

平成 21 年度～平成 32 年度
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第４章

７ 火葬場、墓地
《 現状 》
・火葬場については平成 13 年に新築し、民間委託により業務を行っています。
・墓地は、更別地区と上更別地区の２か所にあり、草刈りなど適正な維持管理に努めて
います。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 火葬場や墓地の維持管理と環境美化に努めます。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○火葬場については、関連
設備の維持管理や改修を
計画的に進めていくこと
が必要です。
○墓地については、利用し
やすい環境を保つため、
適正な維持管理に努める
ことが必要です。

施策

(1)火葬場の整備、
維持管理

(2)墓地の整備、維
持管理
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取り組み内容

①火葬場の維持管理、必要に応じ
た改修

①墓地敷地内の草刈りなど環境整
備

～基本目標５～

第５章 人が育つまちづくり
１ 社会教育
《 現状 》
・本村では「社会教育中期計画」をもとに社会教育に関する取り組みを進めています。
・毎年定例的に各種講座や教室を開設し、学習機会の提供に努めています。
・高齢者に対しては、60 歳以上の高齢者を対象に末広学級を開催しています。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 「社会教育中期計画」に示す社会教育振興の基本方針に基づき、生涯学習の観点に立
った住民の自主的な社会教育活動を推進します。

《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○社会教育は、与えられる
学習から求める学習へ
と、従来の意識を改める
とともに、推進体制を切
り替えていくことが必要
です。
○社会教育を推進するうえ
で必要な人材や教育資源
などに関する情報は、各
種学習機会で活用を進め
るために、定期的に収
集・更新することが必要
です。
○学習機会の提供について
は、身の回りの生活や地
域課題をテーマにした学
習を通じて、まちづくり
への関心を高め、担い手
として意識を高めてもら
うことが必要です。

施策

(1)社会教育を推進
する体制の充実

(2)社会教育に関す
る情報提供の充
実

取り組み内容

①中札内村との広域連携事業によ
る学習機会の拡充
②指導者・団体の育成
③社会教育施設の適正管理

①幅広い手段を活用した情報の提
供
②各団体・サークルの活動紹介等
の充実
③指導者や教育資源などに関する
情報の一元化

①各種講座や教室の開設による学
習機会の提供
②講座開催等による自主サークル
化の支援
(3)学習機会の提
供、充実

○各種講座は、年齢や性別
に関わらず、多くの住民
が関心を持ち参加できる
よう、内容の充実に努め
る必要があります。
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③時代に応じた学習ニーズの把握
④学習成果の発表機会の確保

第５章
施策の背景

○高齢者の学習について
は、豊富な経験や知識の
次世代への継承や、高齢
者自身の生きがいづくり
の機会を増やすことが必
要です。

施策

取り組み内容

①末広学級の活動支援
(4)高齢者の学習活
動支援

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名
第８次社会教育中期計画

計画期間
平成 28 年度～平成 32 年度
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２ 芸術、文化
《 現状 》
・本村では、文化芸術に関する各種活動や講座などを開催する場として農村環境改善セ
ンターを利用しています。センター内にある図書室には、図書のほかパソコンが設置
されており、多くの人に利用されています。活動の成果については農村環境改善セン
ターのロビーやトレーニングセンターでの展示、社会福祉センターでの発表などを行
っています。
・芸術文化に関する活動については、各サークルや団体ごとに行っています。
・文化財については、道内でも非常に古い時代のものといわれる勢雄・昭和遺跡のほか、
学術的にも貴重で北海道の天然記念物に指定 されたヤチカンバ群生地などがあります。
・本村には郷土芸能として「かしわ太鼓」や「スッチョイサ踊り」があり、住民有志に
よる保存会によって継承されています。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 芸術文化を通して心の豊かさやゆとりを実感できるよう、芸術文化に親しむ場や機会
をつくります。
 更別固有の郷土芸能や文化財等を保護・保存し、後世に継承するため、ふるさと教育
を推進します。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○図書室を広く利用しても
らうには、幅広いニーズ
に応じた資料などの充実
や利便性の向上を図るこ
とが必要です。
○芸術文化活動を行う団体
については、新規会員が
少なく、組織の活性化が
進まないサークルや団体
も多く、活動の紹介や情
報提供などを通じて、参
加者の拡大や活性化を図
ることが必要です。

施策

(1)図書室の充実、
利用促進

(2)芸術文化活動の
支援、鑑賞機会
の提供

○文化財については、関係
機関の協力を得ながら、
保護・保存や活用に努め
る必要があります。

(3)文化財の保護、
活用

○郷土芸能については、後
世に継承していくため
に、後継者の育成と継承

(4)郷土芸能、伝統
技術の伝承
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取り組み内容

①図書室の利便性の向上
②図書室の環境の充実
③図書室運営の充実

①住民の文化活動につながる学習
機会の提供、学習環境の整備
②芸術文化団体の育成
③芸術文化団体の指導者の育成
④中札内村との芸術文化に関する
広域連携事業の推進

①文化財の保護・保存
②文化財の活用

①郷土芸能に関する団体の育成

第５章
施策の背景

施策

取り組み内容

や普及につながる活動の
支援が必要です。
《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名
第８次社会教育中期計画

計画期間
平成 28 年度～平成 32 年度

71

３ スポーツ
《 現状 》
・村内にはスポーツ活動の場として、運動広場のほか、トレーニングセンター、柔剣道
場、コミュニティプール、ふるさと館などがあります。
・スポーツ活動については、体育連盟やスポーツ少年団での活動のほか、行政区ごとの
活動が行われています。特に少年団の活動が盛んで、多くの子どもがスポーツ活動に
親しんでいますが、少子化などの要因により加入者が減少傾向にあり、団体競技の活
動への影響が懸念されています。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 明るく豊かで活力に満ちた社会づくりや住民の心身の健全な発達を促進するため、生
涯にわたってスポーツに親しめるよう努めます。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

施策

○スポーツ施設は、適正な
管理に努めるとともに、
受益者負担など利用者へ
の理解と協力を促すこと
が必要です。

(1)スポーツ施設の
充実

○スポーツを振興するため
には、新たな指導者など
人材の確保が必要です。

(2)スポーツの振興
体制づくり

○スポーツ活動について
は、健康増進や交流促進
を図るため、各年代を通
じて多くの住民がスポー
ツに親しめるよう、支援
することが必要です。

(3)スポーツに関す
る活動の促進

取り組み内容

①スポーツ施設の適正管理
②学校体育施設の利用促進

①指導者の技能向上に向けた支援
②新たな指導者の確保に向けた支
援
①各種体育団体・少年団の支援
②各種スポーツ大会などの開催
③軽スポーツなどの振興
④広域的な活動への支援の検討
⑤スポーツ活動のＰＲ

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名
第８次社会教育中期計画

計画期間
平成 28 年度～平成 32 年度
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第５章

４ 子育て支援
《 現状 》
・村内には、どんぐり保育園と村立幼稚園２園があります。どんぐり保育園では延長保
育や一時保育、障がい児保育などを実施しているほか、地域子育て支援センターや学
童保育所を併設し、保育サービスを担う拠点となっています。一方、村立幼稚園でも
朝夕の特別保育、午後の延長保育を実施するなど仕事と保育の両立を支援しています。
・保護者同士の交流や子育てに関する情報提供、相談などは、母子保健事業や地域子育
て支援センター事業で行っているほか、保護者の自主的な集まりなどを通じて行われ
ています。
・上更別幼稚園は建て替えに伴い、平成 30 年４月、認定こども園へと移行しました。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 子どもを安心して産み育てられる子育て支援環境づくりに取り組みます。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○子育て支援のニーズは、
保護者の意識や就労環境
の変化に伴い多様化して
おり、就学前・後の子育
て環境の充実など、幅広
い対応が求められていま
す。

○子育て中の親は、心配や
不安を抱えていることが
多いため、さまざまな情
報提供の場や機会を通し
て、不安を軽減していく
ことが必要です。

施策

(1)子育ての支援体
制、サービスの
充実

(2)子育てへの不安
の解消

取り組み内容

①地域子育て支援センターの運営
および支援
②保育園の運営支援
③幼稚園、認定こども園の運営体
制の充実
④学童保育所の運営支援
⑤幼保小の連携
⑥更別地区の幼保一元化に向けた
取り組み
⑦ひとり親家庭への支援
①子育てに関する情報提供の充実
②子育て中の親の交流の促進
③各学校、幼稚園での家庭教育学
級への助成
④児童虐待の防止対策の推進
⑤子育ての経済的負担の軽減（医
療費、保育料、給食費など）

○安心・安全な子どもの居
場所確保が必要です。
(3)子どもが遊ぶ場
や機会の拡充

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
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①子どもが自由に遊べる空間づく
り、冬の遊び場づくりの検討
②子どもの遊び場に関する情報提
供の充実
③小・中・高校生や地域住民、高
齢者との交流の推進

計画名

計画期間

第８次社会教育中期計画

平成 28 年度～平成 32 年度

子ども・子育て支援事業計画

平成 27 年度～平成 31 年度
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第５章

５ 学校教育
《 現状 》
・村内の小中学校は、更別小学校と上更別小学校、更別中央中学校の３校です。
・教育については、村民像を「更別村の大地をしっかりふみしめ、生き生きと学びつづ
け、豊かなあすの郷土をつくる人」とした教育目標を基に、通常の授業のほか、総合
的な学習や各種行事、クラブ活動などを通じて内容の充実に努めています。
・高等学校については、道立更別農業高等学校があり、農業クラブ全国大会の連続出場
や地域の特産品開発への取り組みなど、特色ある教育が評価されています。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 児童・生徒一人ひとりが、地域でのびのびと学校生活を送れるよう、教育環境と教育
内容の充実に努めます。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○学校施設は、老朽化に伴
い必要に応じて改修を行
っていますが、耐用年数
や児童生徒数の動向を勘
案しながら、計画的に改
修等を実施することが必
要です。

施策

取り組み内容

①学校施設の適正管理
②情報教育に対応した環境整備
③スクールバスの計画的な更新、
適正な運行体制の維持
(1)小中学校の教育
環境の充実

○学校の教育環境は、情報
技術への対応など新しい
時代に必要な資質や能力
を身につけるよう整備す
ることが必要です。
○小中学校の教育内容は、
新学習指導要領に合わせ
て、社会に開かれた教育
課程の下、新しい時代に
必要な資質・能力を身に
つけさせることや、ふる
さとへの愛情や誇りを育
むことが必要です。
○教職員の指導体制は、お
かれている環境を見直
し、資質の向上や研鑽と
修養に励めるような環境
を構築し、子どもたちに
還元していくことが必要
です。

(2)小中学校の教育
内容の充実

(3)教育体制の充実
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①学力向上の推進
②体力向上の推進
③小中連携の推進
④特別支援教育の推進
⑤安心安全な学校給食の提供
⑥外国語教育の推進
⑦ふるさと教育の推進
①教職員の指導力の充実
②中札内村との指導主事の共同設
置
③コミュニティスクール ※ の導入
④スクールカウンセラーの設置
⑤教職員住宅の適正管理

施策の背景

施策

取り組み内容

○地域に親しまれる学校づ
くりを進めるためには、
家庭・地域・学校が連携
して課題や目標を共有
し、子どもたちを支えて
いくことが必要です。
○高等学校教育の振興につ
いては、道立更別農業高
等学校との連携を深め、
地域の高校として支援す
ることが必要です。

(4)高等学校教育の
振興・支援

①生徒確保の推進
②特色ある教育活動への支援
③地元生徒の進学促進

※地域住民が学校の運営に参画できるしくみや考え方を持つ学校のことです。

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名
総合教育大綱

計画期間
平成 30 年度～平成 32 年度
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第５章

６ 青少年育成
《 現状 》
・青少年の健全育成をめざした取り組みは、家庭や学校をはじめ、地域の各種団体が連
携し、幅広く行われています。
・平成 20 年度より「こども夢基金」の運用を開始し、こどもたちのために体験活動な
どを行う際に助成を行っています。
・学校と家庭、地域が一体となって子どもたちを育む環境づくりをめざし、 平成 20 年
に「更別村教育の日」を制定し、毎年２月の第３日曜日に「更別村の教育を考える村
民集会」を開催しています。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 家庭、学校、地域と連携し、地域とのかかわりを通して青少年の健全な育成に努めま
す。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○心身ともに健全な子ども
たちを育んでいくために
は、地域ぐるみの連携・
協働による活動を進める
ことが必要です。
○青少年活動は、さまざま
な体験を通じて、子ども
たちが豊かな心を育める
よう、体験できる機会の
充実に努めていくことが
必要です。

施策

(1)青少年育成を推
進する意識づく
り、体制の充実

(2)青少年を育成す
る活動の促進

取り組み内容

①「更別村教育の日」の推進
②青少年の生活習慣の確立
③家庭教育学級、PTA 活動の推進

①子ども会や少年団の支援
②宮城県東松島市との子ども交流
事業の実施
③多様な交流活動の推進
④「こども夢基金」による青少年
健全育成活動の支援

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名
第８次社会教育中期計画

計画期間
平成 28 年度～平成 32 年度
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７ 国内外交流
《 現状 》
・村外との交流については、友好姉妹都市である宮城県東松島市と、産業団体や高齢者
団体、子どもたちなどを通じて、さまざまなレベルや分野で交流が行われています。
・さまざまな分野でグローバル化が進むにつれて、本村でも海外からの来訪者や外国人
と接する機会が増えています。
・平成 29 年にスタートした十勝さらべつ熱中小学校では、全国から来るさまざまな講
師による講義が行われており、地元住民との交流が進んでいます。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 既存の地域間交流の推進とともに、国内外との交流の枠が広がる取り組みを進めま
す。
 国際化に対応したまちづくりを進めます。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○国内地域との交流は、行
政主体にとどまらず、多
様な主体によって活発に
行われるよう促すことが
必要です。

○国外との交流は、全国的
な傾向を踏まえ、本村で
も国際社会に対応した環
境づくりや条件整備など
を進めていくことが必要
です。

施策

取り組み内容

(1)国内地域との交
流の促進

①宮城県東松島市との交流の推進
②特産品や産業振興を通じた国内
交流の推進
③交流に関する取り組みをサポー
トする地域ボランティアの確保
④十勝さらべつ熱中小学校による
村外者との交流促進

(2)国外との交流、
国際社会に対応
した地域づくり

①特産品や産業振興を通じた国際
交流の推進（JICA との連携）
②英語指導助手（国際交流員）に
よる異文化紹介
③外国人居住者との交流の推進
④案内板や刊行物への外国語併記
の推進
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第６章

～基本目標６～

第６章 知恵を出し合うまちづくり
１ 情報発信、移住促進
《 現状 》
・本村では、村の木を「かしわ」、村の花を「すずらん」としています。また、本村の
イメージキャラクターである「どんちゃん」を、特産品をはじめ村内の施設や看板な
ど多くの場所で利用しています。
・平成 29 年には開村 70 周年を記念して、原動機付き自転車やトラクターなどの小型特
殊自動車に取り付ける「ご当地ナンバープレート」を導入しました。
・近年、移住への取り組みが全国で広がっているなか、本村でも移住の対象として村外
から注目される機会が増えています。
・移住に関する関心や取り組みが道内外で高まるなか、本村では、「移住定 住ガイド」
の発行や「移住相談ワンストップ窓口」の設置、移住体験ができる場づくりなど、移
住を検討する人たちへの対応を行っています。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 本村が持つ魅力や良いイメージを大切にしながら、それらを住民で共有し、さらに拡
大していくとともに、村外に向けても広くアピールしていきます。
 移住に関する情報や検討している人への対応を充実させ、移住を促進します。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○「かしわ」と「すずら
ん」は、村内での生育が
減少し、認知度が薄れて
きていることから、保護
などの対策が必要です。
○本村の知名度を上げるた
めには、さまざまな角度
から「更別村」を村外で
ＰＲしていくことが必要
です。

○移住を促進するために
は、暮らしの場としての
本村の魅力を発信すると
ともに、村全体で協力し
て取り組みを進めていく

施策

(1)更別のイメージ
の共有

取り組み内容

①村の木「かしわ」と村の花「す
ずらん」の活用
②本村の魅力やイメージを活かす
取り組みを話し合う場づくり

(2)村外に向けた更
別のＰＲ

①イメージキャラクター「どんち
ゃん」の活用
②マスメディアを活用した本村の
PR
③ホームページ、ＳＮＳ ※ を活用し
た本村の魅力発信、ＰＲ
④ご当地ナンバープレートを通じ
た本村の PR

(3)移住促進に向け
た取り組みの推
進

①移住を促進するための情報提供
の充実
②移住を体験してもらえる場の充
実
③移住者や移住希望者をサポート
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施策の背景

施策

取り組み内容

する体制の検討
④二拠点生活もふまえた定住の促
進

ことが必要です。

※Social Networking Service の略で、インターネット上で多くの人とつながりを持ったり交
流できるサービスです。Face book や LINE、Instagram などが有名です。
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２ コミュニティ、協働のまちづくり
《 現状 》
・本村では現在、24 の行政区（市街地 10、農村部 14）があり、コミュニティ活動の基
盤となっています。このうち、農村部では行政区会館を活動の拠点とし、指定管理者
制度により地域ごとに維持管理を行っています。
・各種ボランティア団体やＮＰＯ法人の活動、また行政区等が実施する住民協働事業を
通じて、新しい公共による取り組みが進められています。
・住民協働事業の実施により、住民の自主的、自発的な活動を推進しています。
・十勝さらべつ熱中小学校がスタートし、住民が地域の 課題を考える機会やまちづくり
活動に参加する機会が増えており、地域活動を担う人材育成につながっています。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 住民自治の意識を尊重し、住民主体の活動や地域活動を促進します。
 従来の住民、地域、行政の役割分担の見直しや掘り起こしを行い、住民協働事業をは
じめ、地域住民や団体がよりまちづくりを自主的に提案し参画できるよう、協働のま
ちづくりを実践します。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○既存施設の更新や維持管
理は、各施設の役割や利
用方法を住民とともに十
分検討し、最小経費で効
果を挙げる工夫が必要で
す。
○コミュニティ活動は、世
帯数や年齢構成などによ
り違いがありますが、今
後も各地域で主体的な活
動が行われるよう促進す
ることが必要です。
○住民の自発的な活動を促
すためには、情報提供や
人材育成につながる取り
組みなどを行っていくこ
とが必要です。
○まちづくりに関する活動
は、多くの住民が参加す
ることにより地域を担う
人材を育成し、活動の継
続に結びつけていくこと

施策

(1)コミュニティ施
設の維持管理

取り組み内容

①行政区会館の計画的な改修、維
持管理
②憩の家の適正な維持管理

①行政区ごとのコミュニティ活動
の支援

(2)コミュニティ活
動の支援、住民
自治の推進

(3)まちづくり組
織、活動の促進
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②生活安全推進協議会、環境美化
推進協議会の活動支援
③行政区長会議の開催

①ボランティア団体、特定非営利
活動法人等（ＮＰＯ） ※ １ の活動
支援
②地域通貨の取り組み支援
③十勝さらべつ熱中小学校による
人材の育成

施策の背景

施策

取り組み内容

が必要です。
○行政運営を進めるうえ
で、住民の意見反映や参
画が今まで以上に求めら
れています。協働のまち
づくりは、住民の意識を
高めるとともに、引き続
き積極的に推進していく
ことが必要です。

(4)協働のまちづく
りの推進

①住民協働事業、協働のまちづく
り事業、協働パートナー事業を
通じたまちづくり活動の推進
②まちづくりについて幅広く話し
合う機会の充実と手法の検討

※１：非営利（利益の配当をしない）で公益的な活動を行う団体のことです。
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３ 青年、男女共同参画
《 現状 》
・本村には、青年組織としては「農村青少年連合会」があるほか、イベントやスポーツ
活動、消防団活動などで青年がまちづくりに貢献しています。
・「女性活躍推進法」が制定されたことを受け、働く場面で女性が個性と能力を発揮で
きる社会の実現が求められています。
・ＤＶ ※ 被害者への相談に適切に対応できるよう、平成 28 年に「ＤＶ被害者相談対応
マニュアル」を作成しました。
※配偶者やパートナーなどの間で起こる暴力のことです。

《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 まちづくり活動をはじめ、さまざまな地域での活動に青年の参加が増えるよう、活動機会
の充実に努めます。
 男女に関わらず、一人ひとりの個性や能力があらゆる場面で活かせるまちをめざします。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○青年の活動は、既存組織
の支援を継続するととも
に、新たな取り組みや活
動の充実に向けて、支援
を進めていくことが必要
です。
○男女の交流への支援は、
結婚につながる出会いや
交流機会が拡がるよう、
多面的なサポートが必要
です。
○男女共同参画に関する活
動は、国や北海道の考え
方や取り組みについて普
及していくことが必要で
す。

施策

取り組み内容

(1)青年が参加す
る活動の促進

①青年層に向けた情報提供や相談支援
②子供交流委員やスタッフへの運営協
力の推進
③農村青少年連合会への活動助成、各
種地域活動への参加促進
④交流事業を通じた青年層の人材育成

(2)若者の出会い
や交流をサポ
ートする活動
の促進

①結婚専門推進員の配置による相談体
制の確立
②男女が出会いや交流する機会を設け
る活動の推進
③結婚を希望する方同士が交流できる
場の提供

(3)男女共同参画
の促進

①「男女共同参画」の考え方の周知、
意識啓発
②ＤＶ相談窓口の周知、「ＤＶ被害者
相談対応マニュアル」に基づいた対
応

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名
第８次社会教育中期計画

計画期間
平成 28 年度～平成 32 年度
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４ 広報、広聴
《 現状 》
・「広報さらべつ」については、広報紙編集システムの導入により、見やすさ・読みや
すさの向上に努めています。
・本村のホームページは、村外向けの情報のほか、村内の行事や情報を案内など、広報
の役割を果たしている部分が増えてきています。
・防災行政無線については、各種行事・お悔み放送などを実施しています。
・広聴については、行政区長会議、行政区懇談会、出前宅配便のほか、必要に応じてワ
ークショップなどを開催し、多くの住民と意見交換ができる場づくりに努めています。
・平成 34 年は本村の開村 75 周年にあたる年であり、現在、平成 34 年の発刊に向けて、
村史の編さんを行っています。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 分かりやすく親しまれる広報に取り組むとともに、広く住民の意見を聞き取る機会、
意見交換ができる機会の拡大に努めます。
 住民と行政がまちづくりの情報や意識を共有できるよう、行政情報を積極的に公開し
ます。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

施策

○広報紙は、分かりやすく
住民に親しまれる紙面づ
くりに努めていくことが
必要です。
○ホームページは、広報・
広聴の手段としてその重
要性が高まっており、情
報を充実させ、住民にと
ってより身近なものとな
る工夫が必要です。
○広聴や住民との意見交換
の場については、広く意
見を聴く機会を充実する
とともに、村の将来を担
う若者の意見を聴く機会
を増やすよう努めること
が必要です。

(1)広報の充実や情
報公開の推進

(2)広聴や意見交換
の場の拡充

取り組み内容

①ホームページを通じた情報発信、
情報公開の充実
②広報紙の発行、分かりやすい紙面
づくり
③村史(追補版)の編さん、発刊等

①行政区長会議の開催
②行政区懇談会の開催
③出前宅配便の開催
④計画策定や事業推進に対する住民
意見の反映（参画機会の拡充、パ
ブリックコメント ※ の推進）
⑤若者の意見を聞く場づくり

※直訳すると「公衆の意見」という意味で、行政が政策の立案等を行う際に、その案を住民に
公表して意見や提案をもらい、それらを考慮して最終的な意思決定を行うことです。
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５ 行政運営、財政運営
《 現状 》
・本村では限られた職員数で多様化する行政ニーズに対応していくため、必要に応じて
機構を改め、柔軟に対応できる組織づくりに努めています。
・事務処理については、職員研修や機器の更新などにより処理能力の向上に努めていま
す。また、 職員個 々の パソコンを シンク ライ アント化 ※ １ す ること で 、機器故障 率が
少なくなり、故障した際にも環境復元が容易となりました。
・役場ではワンストップ窓口を設置し、相談者が来庁した場合は、役場各担当者が窓口
へ来て対応するようにしています。
・財務管理については、新公会計制度を平成 29 年度より導入し、これまでの現金主義
の会計制度では見えにくいコストを把握し、財政状況等をわかりやすく開示するとと
もに、中長期的な視点に立った財政運営を進めています。
・ふるさと納税については平成 29 年度より返礼品の種類を拡充し、実施しています。
また、企業版ふるさと納税についても推進しています。
※１：個々のパソコンでの処理を必要最小限にし、ほとんどの処理をサーバ側で行うようにす
ることです。

《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 時代の変革と住民ニーズを政策に反映できる、職員の意識と資質の向上に努めるとと
もに、住民に親しまれる役場づくりをめざします。
 経費の圧縮、税収や自主財源等の確保に努め、健全財政の維持に努めます。
 住民の理解を得ながら施設管理のあり方を見直すとともに、長寿命化を図ります。
 「第６期総合計画」に基づく実施事業については、ＰＤＣＡ ※ ２ に基づき、Ｂ/Ｃ ※ ３ 、
ＫＰＩ ※ ４ を見直しながら課題解決に向けて取り組みます。
※２：Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Act（改善）を繰り返して、内容を改善し
ていくことです。
※３：費用便益比のことで、ビー・バイ・シーと読みます。便益（benefit）と費用（cost）の
比を考え、妥当性を評価する指標です。
※４：最終的な目標（KGI）を達成するための、達成の度合いを計測する中間指標です。

《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○行政運営は、時代よって
変化する行政課題に柔軟
に対応することが求めら
れており、効率的、効果
的に進めるための体制づ
くりが必要です。

施策

取り組み内容

(1)行政運営体制の
充実

①柔軟で弾力的な組織・機構の見直
し
②組織・機構に応じた事務事業の見
直し
③定員管理の適正化、職員の適正配
置（「定員管理計画」の策定、見
直し）
④ＰＤＣＡサイクル、Ｂ/Ｃ、ＫＰ
Ｉ設定による事業見直し
⑤職員個々の事務処理能力の向上

○事務事業を改善するため
には、ＰＤＣＡサイクル
を定着させ、内容や手法
を常に見直していくこと
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施策の背景

施策

⑥職員個々の行政知識の習得、企画
立案能力や資質の向上促進

が必要です。
○高齢者や村外からの転入
者が増えていることか
ら、誰にでも分かりやす
く親しみやすい対応に努
めることが必要です。
○昭和 55 年に建設した役場
庁舎は、改修や耐震補強
等経て現在に至っていま
すが、今後も改修により
利便性や機能性を高めて
いくことが必要です。

取り組み内容

①利用者に対する接遇の向上
(2)役場での住民サ
ービスの向上

(3)庁舎や関連施
設・設備の改
修、環境整備

②ワンストップ窓口の実施、座って
相談できる役場窓口（受付カウン
ター）での対応
③村にちなんだデザインによるオリ
ジナル婚姻届の作成
①役場庁舎の改修
②役場単身者住宅の改修
③事務処理能力を高めるための環境
整備（機器の利用、計画的な更新
など）

(4)財政管理、運用
の健全化

○計画的な財政運営を推進
していくためには、財務
管理の充実に努めること
が必要です。

①基金の適正な運用、管理
②新公会計制度による財政状況の公
表
③ふるさと納税による収入増の促進
④中長期的な財政計画の策定（財政
シミュレーションの作成）
⑤適正な予算作成のため予算編成方
法の見直し
⑥「公共施設等総合管理計画」の推
進

○公共施設は、長期的な視
点による更新・統廃合・
長寿命化などが求められ
ており、計画的な維持管
理により、経費の削減に
努めていくことが必要で
す。

(5)経費の削減、施
設管理の見直し

①受益者負担の原則に基づいた使用
料の改定
②「公共施設等総合管理計画」に基
づく施設のあり方の検討
③指定管理者制度が導入可能な施設
の検討
④普通財産の有効活用の検討

(6)適正な課税、徴
収の実施

①広報紙等を通じた納税意識の高揚
②納税相談の実施
③個人住民税の特別徴収切替の推進
④滞納整理の推進

○財政運営は、地方交付税
の削減により、ますます
厳しいものとなることが
予想され、一層の経費削
減と財源確保に努めるこ
とが必要です。

○住民の理解を得ながら収
納率の向上に努めていく
ことが必要です。

《 関連する個別計画、ビジョンなど 》
計画名
公共施設等総合管理計画

計画期間
平成 29 年度～平成 68 年度
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６ 広域行政、広域連携
《 現状 》
・広域事業については、十勝管内 19 市町村で構成する十勝圏複合事務組合、とかち広
域消防事務組合、十勝市町村税滞納整理機構などで事業の効率化等を図るため、共同
で事務や運営、処理業務などを行っています。また、十勝中部広域水道企業団、南十
勝夢街道プロジェクト、介護保険認定審査会・障害者支援区分認定審査会などの事業
を周辺自治体との連携により取り組んでいます。
・人口定住を促進するため、帯広市を中心市として、周辺 18 町村と「十勝定住自立圏」
を形成し、相互に連携した取り組みを進めています。
・十勝さらべつ熱中小学校の取り組みを通じて、全国の自治体や組織等と連携すること
が増えており、人材育成をはじめ、さまざまな事業の展開につながっています。
《 基本的な考え方、取り組み方針 》
 広域行政、広域連携の推進により、事務の効率化に努めるとともに、より効果の高い
取り組みを進めます。
 近隣自治体にとどまらず、同じテーマや目的を持つ地域や村外組織等と広域的な取り
組みを進めます。
《 施策の背景と施策、取り組み内容 》
施策の背景

○今後も効率的な行政運営
を推進していくために
は、近隣自治体との連携
を深め、広域事業を進め
ていくことが必要です。
○企業や団体との連携な
ど、自治体相互以外の新
たな連携が全国で見られ
るなか、本村でも有効と
思われる連携やネットワ
ークをつくり、広げてい
くことが必要です。

施策

(1)近隣自治体等と
の広域事業の推
進

(2)多様な連携の検
討、推進
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取り組み内容

①効率的、効果的な広域行政の推
進
②十勝管内の定住促進につながる
連携した取り組みの検討
③近隣自治体との連携による事務
事業の検討、推進
①テーマや目的を持つ遠隔の自治
体や地域、企業、団体などとの
連携強化
②十勝さらべつ熱中小学校活動に
伴う企業、団体との効果的な連
携の推進

