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❑ は じ め に 

 

令和５年第２回幌延町議会定例会の開会にあたり、令和５年度の町政

執行に臨む基本方針と施策の一端を申し上げます。 

 

昨年２月から続いているロシアによるウクライナ侵略戦争は、国際秩序

の根幹を揺るがし、自衛権の行使を強いられているウクライナ軍はもとより、

民間施設などに対する無差別攻撃等で、子どもや高齢者など民間人をも

巻き込んでウクライナの人々を苦しめており、双方とも多くの尊い命が失わ

れています。まず、お亡くなりになられた全ての皆様に、謹んで哀悼の誠

を捧げます。また、ウクライナ戦争はいまだ停戦の見通しがたっておらず、

その影響は二国間のみならず、エネルギーや食料供給、金融、原材料、

物流など世界経済にも及んでいます。 

我が国においては、日本を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえて、

反撃能力の保有など安全保障政策の転換と防衛力の抜本的強化に取り

組む方針が示されており、また、サプライチェーンの強靭化など経済安全

保障の強化や再エネ・原子力など脱炭素効果の高い電源を最大限活用

するエネルギー安全保障の強化とともに、輸入に大きく依存してきた食料

の安定供給確保に向けた食料安全保障の強化を徹底して、持続可能で

包摂性のある国民生活における安全・安心の確保を図るとしています。 

幌延町においても、コロナ禍により依然として飲食店への影響が続いて

おり、さらに酪農はウクライナ情勢の影響も加わって、食料・穀物・資材価

格の高騰や乳製品の過剰在庫、牛の市場価格の暴落と、経営に大きなダ

メージとなる問題が重なって起こっており、未曽有の危機を迎えています。 

 

そのような状況の中、私は昨年の町長選挙において三期目の町政運

営を担わせていただくこととなりました。はじめて町長に就任してから今日

まで、「町民の総力で夢を育むまちを創る」ことを旗印に町政の推進に尽く

してまいりましたが、この間、皆様の御協力と議員各位のお力添えにより

堅調な町政運営を進めてこられたことに対しまして、心から御礼を申し上

げます。 
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今後は、皆様から負託された４年間の中で、私は、まちが目指す将来

像、「共に拓き、共に創り、未来へつなぐ！ ～笑顔と希望に満ちあふれる

まち ほろのべ～ 」に込められた願いを叶えられるよう、皆様の先頭に立

って邁進していく所存ですので、引き続きお力添えを賜りますようお願い

いたします。 
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❑ まちづくりの基本姿勢 

 

次に、「まちづくりの基本姿勢」について申し上げます。 

私は、地域の人々が安心して暮らし続けられるまちを目指し、人口減少

対策を進めて産業を守るとともに、住民の暮らし向きを良くして、地域の持

続可能性を高められるよう、まちづくりに取り組みます。 

令和４年１２月、幌延町の住基人口が２，２００人を下回りました。ここ４年

間で１３４人減少しており、その内訳は出生が７０人、死亡が１４０人、転入

が５２３人、転出等が５８７人です。年平均で３３人の減少となりますが、そ

の３３人の内訳は、自然減が１７人、社会減が１６人で、年齢階層別でみる

と出生数の減少により１５歳未満は９人の減、また、高齢化により増加が見

込まれる６５歳以上までも４人減少しています。深刻なのは生産年齢人口

の減少で、２０人と人口減少数の 6割を占めています。 

これは、幌延町において毎年２０人前後の働き手が高齢化や転出等に

よって失われているということであり、仕事や社会ニーズはあるものの人手

不足によってそれが満たせない状況に拍車がかかっていることを意味しま

す。そうしますと、仕事やニーズの受け手を町外に頼らざるを得なくなった

り、仕事そのものが継続できなくなるなど、この状態が続いていくと、結果と

して地域経済の縮小、住民サービスの低下、更なる人口減少と、負のスパ

イラルに向かっていくことが危惧されます。 

したがって、この状況を打開するため、これまで実施してきた対策や施

策を検証するとともに見直しを行い、また町の社会情勢も踏まえながら、

大胆かつ効果的な投資施策を検討し進める必要があると考えています。 

私は、「このまちに生きることに誇りと喜びをもって未来へつなぐ、協働

のまち、活力あるまち、笑顔あふれるまち、いきがいと希望に満ちたまち、

人に優しいまちづくりを進める」とした幌延町民憲章の理念に立脚し、私た

ちの地域が直面している人口減少・少子高齢化・担い手不足・事業承継

問題・住宅不足・施設の老朽化などといった環境の変化を踏まえた上で、

小規模自治体における今後のまちづくりについて、どのような形にしていく

ことが望ましいのか、皆様の知恵を拝借しながら議論を深め、果敢に取り

組んでいきたいと考えています。 
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❑ 予 算 編 成 

 

次に、予算編成について申し上げます。 

 

令和５年度の予算は、住民が将来に向かって希望を持ち、快適に安心

して暮らしていけるよう、中長期的な視点で産業・地域振興や公共施設等

の長寿命化を進めるとともに、併せて町財政の健全性を考慮しつつ、

「人」、「しごと」、「まち」づくりを推進するべく編成を行いました。 

とりわけ、第 6次幌延町総合計画の重点戦略に掲げる各種施策につい

ては、産業の活性化、移住・定住、少子化対策、子育て・高齢者支援、人

材育成など、人口減少の緩和と活力ある地方創りに直結する取組である

ことから、財源の重点配分を行い、事業費でおよそ３億３千８百万円の予

算を計上しています。 

継続事業は事務事業評価による事業の点検と見直しを行い、消費的経

費は極力抑制しました。また、投資的経費は、産業振興とくらしの安全安

心、子育て・教育環境の充実に重きを置くとともに、社会資本の長寿命化

にも配慮し、また今後見込まれる新たな投資事業については、事業実施

前の構想段階において複合化や共用化等を含め、より多角的な調査検

討を実施しながら精査していくこととし予算編成を行いました。 

なお、令和５年度に実施を計画している事業のうち、制度設計や事業

計画などの策定に時間を要するものについては、今後の補正予算により

対応したいと考えています。 

 

以上の結果、令和５年度の当初予算は、 

 

        一 般 会 計   ５，５０５，０００千円 

        公営事業会計   １，０２４，２０８千円 

        公営企業会計     ６９４，５９８千円 

        合      計   ７，２２３，８０６千円 

                                 となりました。 

注釈；公営事業会計（国保・診療所・後期高齢・介護保険）  公営企業会計（簡易水道・下水道） 



Ｒ５町政執行方針 
 

5 

 

❑ 主 要 施 策 

 

   次に、第６次幌延町総合計画の体系に基づく、五つのまちづくり施策

大綱に沿って、今年度の主な施策を申し上げます。 

 

 １ 持続可能なまちづくりを進める（地域づくり・行財政運営）  

 

はじめに、「持続可能なまちづくりを進める」について申し上げます。 

 

 <協働のまちづくりの推進> 

近年、少子高齢化や転出による人口減少に加え、情報端末等を日常

生活に活用する超スマート社会、持続可能な開発目標である SDGs の推

進など、社会を取り巻く環境や個人の生活スタイルは年々多様化しており、

その社会変化のスピードが加速しています。 

社会生活の多様化が進む中で、魅力と活力にあふれたまちを形成する

には、地域の身近な課題について対話と情報共有を重ね、それぞれが自

助・共助・公助といった役割を認識しながら取り組むことが大切です。 

住民の声を把握し町政に反映させるため、町政懇談会や各種会合など

の様々な場面において広く御意見をお伺いするとともに、広報誌やホーム

ページ等を活用して、わかりやすい情報の発信に努めます。 

また、施策の推進にあたっては住民参加の機会づくりに努め、地域課

題を共有しながら検討を進めていきます。 

住民主体の自主的かつ主体的な活動を「協働のまちづくり活動支援事

業」をとおして支援し、協働のまちづくりを促進します。 

地域維持に必要な活動は、これまで行政による団体自治や住民による

自治活動により辛うじて運営されてきましたが、今後、行政事務の複雑多

様化による事務量の増加等に起因した行政サービスの低下、また、人口

減少、少子高齢化、小家族化の進行による集落自治における担い手急減

など、住民と行政双方の疲弊による公共的活動の空白化が喫緊の課題と

して現実味を帯びつつある状況を踏まえ、これらの課題に対処する方策

の一つとして、地域おこし協力隊など外部人材等を活用した地域運営組

織の確立が急務であろうと考えています。 
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町における集落生活圏機能の維持を検討する上で、地域を運営するた

めの組織や手法のあり方を考究するため、問寒別地域をモデル地区とし

た集落機能維持に向けた取組を進めます。今年度は「集落支援活動運

営事業」において、地域おこし協力隊及び集落支援員の活動の充実を図

るとともに、協力隊員の増員を図ります。また、「地域コミュニティ形成事業」

において、令和４年度中の策定を予定する「地域づくりビジョン」の推進を

図ることを目的に、地域運営組織等の形成の具体化に向けた検討を進め

ます。 

 

<移住・定住の促進> 

新型コロナウイルス感染症のまん延を機に、「田園回帰」の活発化や

ICT（情報通信技術）を活用した「ワーケーション」及び「ワークスティ」とい

った新しい生活スタイルを実現する場として、農山村及び過疎地域への

関心が高まっています。このような社会環境の変化へ対応すべく、わが

町がその場として選ばれるよう、引き続き移住情報ＰＲ支援センター「ホロ

カル」を拠点に、移住に関連する支援制度やまちの魅力等について情報

発信を行うとともに、ふるさと納税制度や特産品開発販売等を通じて関係

人口及び交流人口の増加に努めます。 

幌延町における空家等対策を推進し、住宅資源の利活用を促進する

ため、幌延町空家等対策計画に基づき、住宅の状況に応じたきめ細かな

空家等対策を実施するとともに、遊休資産所有者や住民に対し「空き家・

空き地バンク」への登録や活用を呼びかけ、町内における空き家及び空

き地に係る需給マッチングを進めます。また、「民営賃貸住宅建設促進助

成事業」及び「定住促進持家住宅建設等奨励事業」を継続し、賃貸住宅

や持家住宅の取得整備等を支援して定住の促進を図ります。 

 

 <効率的・効果的な行財政運営> 

社会情勢が大きく変化し地方分権が進展する中、複雑・多様化するニ

ーズや課題に対し、柔軟で効率的な行政運営と質の高い行政サービス

を目指し、デジタル化による住民サービスの向上と事務の効率化を図る

ため、子育てや介護に関する申請など様々な行政手続きのワンストップ
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化や各種証明書のコンビニ交付等、利便性の高いデジタル社会のツー

ルとなる、マイナンバーカードの普及を推進します。 

住民に分かりやすい財政情報をお知らせすることはもとより、有効な財

源の確保や適正な基金管理・町債管理を行うとともに、「公共施設等総合

管理計画」等に基づく中長期的な視点による健全かつ効率的な財政運

営に努めます。 

また、宗谷圏域や西天北地域における地域課題の一体的・総合的な

解決と、圏域全体の活性化を図るため、関係市町村との連携協力を進め

ていきます。 
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 ２ 活力と賑わいを創る（産業振興・雇用）  

 

次に、「活力と賑わいを創る」について申し上げます。 

 

<農林業の振興> 

北海道の農業・農村は、日本の食料生産基地として安全で良質な食料

の安定供給と、食料自給率の向上などの役割を担い、美しい景観や国土

と環境の保全など多面的な機能の発揮が期待されています。 

幌延町も酪農王国北海道の一員として、その一端を担っていますが、

本町の酪農畜産を取り巻く情勢は、世界的な穀物需要の増加や為替変

動、ウクライナ情勢の影響による配合飼料価格の急騰、新型コロナウイル

ス感染症の影響による牛乳・乳製品需要の減少に伴う生産抑制などに加

え、農村を支える担い手の減少や耕作放棄地発生の懸念、労働力不足

を背景とした生産性低迷への対応など、様々な課題に直面しています。 

こうした中、将来を見据えた酪農畜産の持続的な発展と競争力の強化

を図るためには、広大な土地資源を活かした飼料増産により飼料自給率

を高め、飼料生産基盤に立脚した経営の確立と環境保全型・地域循環型

生産構造の構築に向けて、草地畜産基盤の総合的な整備を進めていくこ

とが重要だと考えます。 

問寒別地区においては引き続き「草地畜産基盤整備事業」を実施し、

草地整備改良、暗渠排水の整備を進めていきます。また、農地の区画拡

大や換地等を行うことにより生産性の向上を図るため、問寒別地区での

「国営農地再編整備事業」を推進し、地区調査・事業実施に向け事業促

進期成会により要請活動を行っていきます。 

農業用水道施設の改修が主となる「道営畑地帯総合整備事業」は令和

４年度で完了しましたが、幹線からの引込み施設の整備に向けて、引き続

き上幌延開進地区及び問寒別地区で「農業用水道施設改修事業」を実

施します。また、上幌延地区における水源の濁度対策について検討した

結果、配水池の増設により対応することとし、今年度は配水池施設整備に

係る実施設計を行います。 

農業用排水路及び農地機能の回復等を図る「幌延地区国営総合農地
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防災事業」については、事業の円滑実施に向けて協力していきます。 

 耕作放棄地の発生防止と農業の持つ多面的機能を維持し増進させる

ため、「中山間地域等直接支払事業」や「多面的機能支払事業」を推進

します。 

 新たに「幌延町草地生産性向上対策事業」を実施し、草地改良・草地

更新に係る牧草種子の購入費用に対し支援することで、草地型酪農及

び肉用牛生産を推進し、自給粗飼料の生産・利用拡大を図ります。 

   町営牧場については、農家からの預託頭数が減少傾向にありますが、

農家の省力化、低コスト化と本町の酪農を支える牛づくりのために重要な

施設ですので、適切な飼育管理に努めつつ、今後のあり方について検

討していきます。 

   乳牛検定組合や生乳成分検査事業への補助により、乳質の改善を促

し、良質な生乳生産地化を図ります。 

   低能力牛の更新を進め農業生産力の維持を図るため、農家への乳牛

購入を支援します。 

「酪農・肉用牛増産近代化施設整備支援事業」を継続し、生産施設及

び機械設備の整備に対する補助を行い、生産基盤の強化と近代化施設

の整備による労働負担の軽減を図ります。 

新たに「幌延町強い農業・担い手づくり支援事業」を実施し、生産施設

の補修及び機械装置の更新に対して支援することで、次世代に向けての

生産基盤の再整備、環境に配慮した持続可能な生乳・肉用牛生産を図り

ます。 

地域全体で生乳生産量を維持するとともに、家族経営が難しくなりつつ

ある経営体への対応や地域農業の担い手の確保・育成といった課題解決

策の一つとして、農業法人の設立等について幌延町農協とともに検討を

進めていきます。 

引き続き「農業支援員活動事業」を実施し、酪農担い手育成センターと

の連携のもと、農業支援分野の地域おこし協力隊を育成・支援することで

新規就農を図っていきます。また、「新規就農者支援事業」により、町内で

新たに就農した農業経営者の自立と経営安定を図ります。 

「農業経営継承奨励事業」を継続し、後継者への円滑な経営継承を図

るとともに、後継者の早期かつ主体的な経営参画を促し、経営基盤の早
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期安定化や将来に向けた計画的な投資により、経営基盤の強化と地域農

業の持続的発展を図ります。 

   幌延町農協が実施する酪農ヘルパー事業に対する補助を継続し、労

働負担の軽減と生産コストの削減などを進め、経営体質の強化とゆとりあ

る農業経営を推進します。 

「家畜伝染病救済対策事業」を実施し、牛サルモネラ症等の家畜伝染

病発生農場に対し、生産者が相互で行う扶助を支援し、被災農家の経

済的損失緩和を図ります。 

森林の有する地球温暖化防止や災害の未然防止・国土保全、水源涵

養、保健・保養などの様々な公益的機能は、国民に広く恩恵を与えるも

のであり、適切な森林整備等を進めていくことは国土や国民の命を守るこ

とにつながります。町では「町有林整備事業」を継続するとともに、引き続

き「豊かな森づくり推進事業」を実施し、森林資源の循環利用や森林の有

する多面的機能の増進を図ります。また、森林環境譲与税基金を活用し

「森林整備促進事業」による民有林の整備促進や、新たに「新生児誕生

記念木製品贈呈事業」を実施し、町内産等の木材を使用した木製品に

触れ合う機会を通じて木材の普及啓発を図ります。 

 

<商工業の活性化> 

商工業は、人口減少や新型コロナウイルス感染症の影響による売上の

減少に加え、インターネットの普及や地元購買力の町外流出が進んだこと

により厳しい経営環境が続いています。加えて、経営者の高齢化や後継

者不足により事業の承継や経営の存続が危ぶまれる状況にあるほか、技

術者や従業員の確保、事業者の経営力向上等を目指した経営発達支援

や事業継続力強化が喫緊の課題となっていることから、商工会と連携のも

と、商工業者の経営力強化や事業継続、従業員の確保・育成を包括的に

支援します。また、地域経済縮小対策として「地域内消費拡充プレミアム

商品券発行事業」や「商工業応援スタンプラリー事業」への支援を通じて

町内消費を喚起し、地域経済の循環促進に努めます。 

「まちづくり事業」により、地場企業等が行う新たな取組や起業への支援、

「商工業等振興促進事業」により、店舗新築などの事業用施設の整備費
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用への支援、「商工業経営力強化実装支援事業」により、経営力の強化

につながる設備投資への支援、「商工業人材育成支援事業」及び「雇用

促進事業」により、企業人材の確保や育成への支援等、これら支援策を

包括的に運用することにより経営基盤の強化や活力ある地場企業の育成

及び振興に努めます。 

また、喫緊の課題である事業承継については、町内で商工業を営む

個人又は法人を対象とした「商工業事業承継奨励事業」への支援により、

地域経済規模の維持及び事業承継後の経営安定化を図ります。 

また、「協働のまちづくり活動支援事業」により、地域ぐるみでの特産品

創出に向けた取組等の推進に努めます。 

「ふるさと応援推進事業」については、返礼品の充実を図りつつ、まち

の特産品ＰＲ及びふるさと納税増収に努めます。町産ミズナラ樽及びワイ

ン用ブドウによる商品開発等については、引き続き北大天塩研究林及び

関連企業との連携のもと、商品販売や食イベント等を通じて特産品として

の定着化に努めます。 

 

<観光・交流人口の拡大> 

町では、幌延町が宗谷地域を訪れる観光客の“交流点”となり、観光振

興を通じてまちが潤い、元気になることなどを基本理念とする幌延町地域

振興（観光）計画を策定し、観光資源の定着やまちの拠点のあり方等につ

いて具体的な取組を進めることとしています。 

まちの拠点整備については、これまでの検討に加え、住民生活の利便

性向上につながる機能やサービスを重視したうえで、公衆浴場などの更

新を要する公共施設等との複合的機能を備えた施設整備構想について

検討を深めます。 

アフターコロナを見据え、北海道観光振興機構が実施する、広域周遊

モデルルート構築事業に参画します。また、開催を見合わせておりました

５０回目の節目を迎える名林公園まつりやスノーカイト大会は、新型コロナ

ウイルス感染症のまん延状況等を勘案のうえ実施を判断することになりま

すが、開催支援を継続します。 

 



Ｒ５町政執行方針 
 

12 

 

<新産業の創出と企業誘致の推進> 

深地層の研究については、日本原子力研究開発機構が 「令和２年度

以降の幌延深地層研究計画」 に基づき推進しており、今年度は、深度５

００メートル調査坑道の掘削工事が PFI事業により開始されるほか、アジア

地域の地層処分に係る国際研究開発拠点として、幌延深地層研究センタ

ー地下施設を活用した先進的な安全評価技術や工学技術に関する研究

が進められます。町としては、「三者協定」、「深地層の研究の推進に関す

る条例」を踏まえたうえで、幌延での研究成果が国内はもとより広く世界に

向けて最大化され、次世代を担う国内外の技術者育成に寄与されるよう、

研究の推進に協力し支援していきます。 

また、幌延の地下研究施設は最終処分場としない場所で技術を磨く 

「ジェネリック地下研究施設」 であることや、研究の目的及び成果など地

層処分に関する知識の普及を目的とした周知広報について、関連情報の

収集に努めつつ、広報誌等への記事掲載、おもしろ科学館等のイベント

開催等を通じて継続的に支援します。あわせて、関連する調査・研究事

業についても協定や条例の趣旨を踏まえ、誘致又は受入れを推進します。 

幌延地圏環境研究所については、令和２年度から研究ステージが第３

期長期計画期間に入り、これまで重点的に進めていた地下バイオメタン

鉱床造成／生産法に関する研究が実用化研究段階へ移行し、さらなる研

究成果が期待されますので、引き続き研究の推進を支援します。 

再生可能エネルギーについては、道北地域における有用な資源である

風力エネルギーを活用するため、浜里地区における風力発電事業等へ

の協力を通じ、地域における環境保全やエネルギー自給率の向上、温室

効果ガス抑制など脱炭素社会推進への貢献を図っていきます。また、講

演会等の開催により、脱炭素の理念を広く町民に周知する機会を設けま

す。 

企業誘致の推進については、事業所等の新設に係る費用への支援に

より企業立地を促進・奨励することを目的とした「企業立地促進奨励事業」

を通じて新規事業所等の誘致に努めます。また、商工業振興施策と併せ

た包括的な情報提供に努め、事業効果の拡充に努めます。 
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 ３ 健やかな暮らしを共に支える（保健・福祉・医療）  

 

次に、「健やかな暮らしを共にささえる」について申し上げます。 

 

  <健康づくりの推進と医療体制の確保> 

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大を背景に、健康への意識や生

活が変化しており、日頃から予防や健康づくりに取り組むことの重要性が

再認識されつつあるなか、町では「第２期幌延町健康増進計画」に沿って、

「自らの健康状態が良いと感じる人を増やす」ことと、「健康寿命を延ばす」

ことを二大目標として保健事業を推進し、住民の健康づくりを後押しして

いきます。 

母子保健事業では、妊娠・出産から子育てまで母と子の健康を確保で

きるよう、産後１年以内の母子の心身ケアや育児サポートを行う「産後ケア

事業」を新たに開始するほか、妊産婦健康診査や新生児の聴覚検査、不

妊・不育症治療費に対する助成事業を継続します。また、妊娠期から出

産・子育てまで一貫して相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援

につなぐ伴走型の相談支援を進めていきます。 

疾病予防対策として、住民が健康に関する正しい知識を持ち、日常の

運動や食生活などの生活習慣を改善していけるようサポートするとともに、

感染症に対する予防のため各種予防接種費用の助成を一部拡充して継

続し、予防接種が適切な時期に安心して受けられるよう努めます。 

住民の自主的な健康づくり活動を進めるため、運動習慣の定着を目的

とした運動教室や、健康的な食習慣を推進するための料理教室を実施す

るほか、「いきいきブルピーポイント事業」を推進します。 

住民が安心して暮らせるよう、診療所スタッフの確保と医療施設及び機

器の整備を図り、初期医療と２４時間救急医療体制の確保に努めます。ま

た、救急搬送を担う消防や２次・３次医療機関、保健・介護機関との連携

にも努めます。今年度は、国保診療所において医用画像解析ソフトウェア

を導入し、X 線や CT 画像読影の際に AI 画像診断を併用できるようにし

ます。また、歯科診療所については、老朽化した歯科診療ユニットの更新

などを計画的に進め、治療体制の充実を図ります。 
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<地域福祉と高齢化に対応したまちづくり> 

高齢者が様々な困難を抱えた場合でも社会から孤立せず、住み慣れ

た地域で安心してその人らしい暮らしを続けられるよう、包括的に支援す

る「地域共生社会」の実現が求められています。 

独り暮らしの高齢者等が地域で自立した生活ができるよう、「高齢者等

交通費助成事業」と「高齢者生活支援事業」を継続実施するとともに、町

内外の関係機関と連携して各種介護サービスや福祉有償運送サービス

の提供を行います。 

独居高齢者の安否確認や安全を守るため、緊急通報システムの設置

や安心バトンの配置を引き続き行うとともに、民生委員や民間事業者の

方々と連携を図りながら、地域で高齢者を見守る活動を推進していきます。 

認知症などにより判断能力が低下しても、住み慣れた地域で安心して

暮らし続けられるよう、成年後見支援センターと連携し市民後見人へのフ

ォローアップと住民への普及啓発や相談対応、申立等の支援に努めてい

きます。 

介護保険事業は、令和３年度から５年度までを期間とする「第８期幌延

町介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画」に基づき運営していくととも

に、令和６年度から８年度までを期間とする第９期計画の策定を進めます。 

介護予防のために高齢者の心身・生活状況の把握や相談支援に努め

るとともに、作業療法士等を活用した閉じこもり予防のための「にこにこ教

室」や、運動・口腔機能の向上を図る「はつらつ教室」を継続します。生活

支援体制整備事業では、地域住民や各種団体など様々な方々が連携し、

多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推

進を一体的に図って行くための基盤づくりとして、高齢者や地域住民が気

軽に集える居場所づくりに取り組みます。 

住み慣れた地域での生活を送り続けられるよう、地域包括支援センター

を中心に随時相談に応じ、本人及び御家族の生活状態や意向を確認し

ながら、医療・保健福祉機関と連携し適切な支援体制につなげていきま

す。また、支援を必要とする軽度・独居の高齢者を支える多様なネットワー

クづくりのため、ケア会議などを活用しながら検討していきます。 

施設介護の中心的施設である特別養護老人ホーム「こざくら荘」は、収

支不均衡が続いていますので、運営法人に経営努力を求めるとともに、
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運営費の一部と設備更新経費等に対し補助します。 

不足する介護職人材の確保のため、外国人介護福祉人材育成支援協

議会への加盟を継続し、介護福祉士資格の取得を目指す外国人留学生

に対し奨学金の支援を行います。 

 

 <結婚・出産・子育て支援の充実> 

子育てにおける負担感の増大や保育ニーズの拡大など、社会環境の

変化により地域全体で子育て家庭を支え、子どもを健やかに育む環境づ

くりが求められており、子育て支援施策は「第２期幌延町子ども・子育てプ

ラン」に沿って総合的かつ効果的に推進します。また、次期計画策定に向

けた基礎調査を実施します。 

安心して子どもを産み育てることができるよう、妊産婦の健康相談等の

母子保健事業などによる、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に

応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を充

実し、経済的支援を一体とした「出産・子育て応援事業」を新たに実施す

るとともに、出産祝金及び養育手当支給事業を継続します。また、子育て

支援センターを中心に、子育てに関する情報提供や交流の場の提供など

を行い、安心して子育てができる環境づくりに努めます。 

認定こども園や問寒別へき地保育所の運営体制を維持するとともに、

研修により職員の資質向上を図り、安心安全な保育サービスの提供に努

めます。また、言語や運動、リズム感等の習得能力が高いと言われている

幼児期に、様々な経験を積み重ねられるよう、英語教育、自然体験学習、

リズム教育などを継続実施するとともに、育まれてきたことが、小学校での

生活や学習に円滑に接続されるよう、小学校との連携を図っていきます。 

放課後児童保育は、スタッフの確保に努めるとともに保護者と連携して

安定的な運営を図ります。 

また、高校生までの「子ども医療給付費事業」や「奨学資金貸付制度」

などにより、子育て期の医療や教育にかかる経済的負担の軽減を図りま

す。 

 

  <障がい者福祉の充実> 
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障がい者福祉については、令和３年度から５年度までを期間とする「幌

延町障がい者総合支援計画」に基づき、支援やサービス確保への取組を

継続するとともに、令和６年度から８年度までを期間とする次期計画の策

定を進めます。 

障がい者やその家族が安心して生活できるよう、自立支援制度の普及

啓発と相談支援体制を維持するとともに、在宅生活者の移動支援に資す

る「高齢者等交通費助成事業」を継続するなど、障がいの状態や家庭、住

宅などの状況に応じたサービスを提供していきます。また、町内の福祉施

設や事業者の方々と連携しながら、障がい者の就労の場づくりと就労支

援を図ります。 

幌延町・天塩町・遠別町の３町で共同設置している子ども発達支援セン

ターが安定的に運営され、利用者へのサービスが継続されるよう、２町と

連携を図っていきます。 

心身障がい者等が治療や検査を受ける場合や、自立支援や発達支援

のために道内の専門医療機関等へ通院又は通所する場合に、障がい者

等の経済的負担軽減を図るため、費用の一部助成を継続します。 

知的障がい者の暮らしの場、生活支援の場となる幌延町立北星園やグ

ループホームについては、指定管理者である社会福祉法人との協定に基

づき、業務が適切に管理運営されるよう努めます。 

 

 <社会保障の充実> 

低所得者の自立を図るため、関係機関と連携して生活困窮状態への

支援や、生活保護世帯の生活安定と自立に向けた相談・支援に努めま

す。また、高齢者世帯等の低所得者世帯に対し、灯油価格高騰時の暖房

用燃料購入費の一部助成を行う「冬の生活応援事業」を継続します。 

国民健康保険事業は都道府県単位化が図られ、安定的な財政運営や

効率的な事業の確保など、国保運営における中心的な役割が町から変

わり、北海道が担うこととなりました。今後は令和１２年度を目途に、全道の

保険料負担の平準化が進められていく予定ですが、これに伴い国民健康

保険税額が上昇する見込みとなることから、加入世帯の負担が激変しな

いよう考慮しながら、保険税率等の見直しに取り組んでいきます。 
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 ４ 生きる力と文化を育む（教育・文化）  

 

次に、「生きる力と文化を育む」について申し上げます。 

幌延教育の発展のため、幌延町の子どもたちや地域住民の「学びの権

利の保障」のため、また「誰一人置き去りにしない学校づくり」を目指して、

予測困難な時代を乗り越えていくことができる「自律する子ども」を育成す

るとともに、子どもたちが、自分のよさや可能性を認識し、あらゆる他者を

価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変

化を乗り越え、豊かな人生を切り開き、持続可能な社会の創り手となる子

どもを育成していきたいと考えています。 

学校教育では、これまで取り組んできた「小中一貫教育」や「学力・体力

の向上」、「いじめ防止」、「学校における働き方改革」、「ＩＣＴ環境の充実」

等を、引き続き推進するほか、地域の活性化にもつながる「地学協働体制

の構築」や「地域とともにある創生の核となる学校づくり」などを推進してい

きます。 

特に、小中一貫教育については、施設一体型の小中一貫校の令和９

年度開校を目指し諸準備を進めていくとともに、国際社会の一員として外

国語を使ってコミュニケーションが図れる能力・態度の育成や、情報活用

能力向上を図るためのＩＣＴ機器の効果的な活用に努めます。さらに、特

別な教育的支援を必要とする子ども一人一人の教育的ニーズに応じた指

導や支援に努め、インクルーシブ教育の充実を図ります。 

社会教育では、住民が生涯をとおして豊かに学び、生きがいを実感で

きるよう、幼児から成年、高齢者まで、それぞれの年代に応じた学びの機

会や学習成果の発表の場、活動への支援や環境づくりに努めます。施設

の改修については、今年度は、総合体育館及び町民プールの施設整備

等を進めます。 

私は、幌延町教育委員会の教育行政執行方針を尊重しながら、地域

社会が持続的に発展できるよう、学校と地域が連携・協働を深め、学びと

社会参画の好循環を生み出すことにより、地域創造の原動力となる教育

施策を着実に推進するとともに、感染症対策に最善を尽くし、本町の教育

行政の充実・発展に取り組んでいきます。 
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  ５ 豊かな自然と安全を守る（環境保全・生活環境）  

 

次に、「豊かな自然と安全を守る」について申し上げます。 

 

<道路・公共交通の整備> 

産業経済活動の拡大や生活行動の広域化、地域間交流の活発化など

により、道路網はより重要で必要不可欠な社会基盤となっており、道路イ

ンフラの整備促進は、地域住民にとって喫緊の課題である一方、昭和から

平成にかけて整備された社会基盤の老朽化が進んでおり、安全確保に向

けた点検と、補修による長寿命化についても迅速な対応が求められてい

ます。 

北海道縦貫自動車道整備に伴う名寄・稚内間における規格の高い道

路整備については、沿線自治体間等での協議のもと、未事業化区間であ

る「中川～天塩」間を防災や緊急搬送の観点から重点要望区間と位置付

け、国等の関係機関へ整備の促進を要請した結果、計画段階評価の対

象区間となり、道路計画の検討が開始されました。 

国道４０号の整備は、今年度中に天塩防災事業の幌富バイパス幌延イ

ンターから天塩大橋までの一部が供用開始となり、幌延町内における本

事業のすべてが完了することとなります。 

道道整備は、今年度より２か年の計画で、稚内幌延線の幌延郵便局前

交差点から幌延小学校付近交差点までの道路改良工事が進められる予

定となっています。車両や通学児童らの歩行者が安全に通行できるよう、

引き続き北海道に対し、事業の推進について要請します。 

町道整備は、新規事業として幌延北進線及び駅前仲通線の道路改良

工事に着手し、令和４年度より進めている３条仲通線の道路改良工事を

引き続き実施します。 

橋梁は、橋梁長寿命化修繕計画に基づき留目橋、新糠南橋及び八線

橋外２橋の補修工事と昌栄橋外４橋の設計を実施します。 

道路維持は、幌延６号線などのオーバーレイ舗装等を実施するとともに、

元町１号線と中問寒糠南線の舗装改良工事を実施します。また、散水車

の更新を行い、適切かつ計画的に維持管理を進めながら、道路交通の安



Ｒ５町政執行方針 
 

19 

 

全確保に努めます。 

鉄道については、JR 北海道が宗谷本線の名寄・稚内間を「当社単独で

は維持することが困難な線区」と公表しているものの、鉄路は道北地域に

おける重要インフラとの認識のもと、持続的に維持していくための仕組み

づくりが急務となっています。そのため、沿線自治体などで構成する宗谷

本線活性化推進協議会において、利用促進や経費節減等の事業計画

（アクションプラン）を推進しており、町としても鉄道利用の促進に資するイ

ベントの実施・協力、環境整備などの取組に加え、地域における公共交

通手段確保や観光資源保全の観点から、当面は町が管理人件費及び駅

舎等の維持管理費を負担することにより、存続を図ることとしています。 

住民の生活交通対策については、「地域公共交通活性化基金」を活用

し、バス路線の維持に係る補助を継続して生活交通路線等の確保を図る

ほか、「地域公共交通運営事業」として引き続き有償運送構築に向けた地

域交通実証実験や、高齢者等の交通弱者や自動車運転免許返納者の

日常生活における利便性向上を目的とした、ハイヤー利用運賃等助成制

度を実施します。また、持続可能な地域交通の確保及び維持に向け、幌

延町地域公共交通計画の策定を進めます。 

 

  <住宅・公園・緑地・水辺の整備> 

公営住宅の機能維持を図るために長寿命化改修を計画的に進め、今

年度は宮園団地６号棟の屋上防水補修と外壁などの補修を実施します。 

名林公園については、樹木診断を実施するとともに診断結果から危険

と判断された樹木については伐採など適切な処置を図ります。 

 

  <上水道・下水道の整備> 

簡易水道は、老朽化している施設や機器の更新を計画的に進めて水

道水の水質保全と安定供給に努めます。今年度は、町道３条仲通線、幌

延北進線及び元町１号線の配水管布設替えを行います。 

公共下水道は、下水道ストックマネジメント計画に基づき、下水道管理

センターの補修工事と下水道管の改修工事を実施します。下水道管に

ついては、埋設から２４年以上経過しており、毎年実施している管渠調査

において改修が必要とされた町道駅前仲通線及び町道３条仲通線の埋
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設管を道路改良工事と併せて改修します。 

なお、簡易水道及び下水道事業については、令和５年度から公営企

業会計へ移行し、水の供給や下水道の処理など住民サービスを将来に

わたり安定的に提供するために、経営基盤の強化と財政マネジメントの

向上等に取り組んでいきます。 

 

  <環境衛生の向上> 

廃棄物による環境破壊が進み、地球温暖化や海洋汚染等が世界的な

問題となっています。また、国内ではごみを処理する場所も不足している

のが現状です。限りある資源を効率的に利用し、リサイクルなどで循環さ

せながら、将来にわたって持続して使い続けていく循環型社会の形成が

急務となっています。 

家庭などから排出される一般廃棄物の処理については、分別と再資

源化によって一般ゴミを減量化することにより、最終処分場の処理可能

年数を延ばして、今後の費用負担軽減を図っていくことが重要です。そ

のため、適切なゴミの分別と排出について、西天北五町衛生施設組合と

連携して推進していきます。 

また、既に再資源化として分別収集している、原材料が主としてプラス

チックであるプラスチック容器包装廃棄物（プラごみ）に加え、今後は洗

面器やコップなど、原材料の全部または大部分がプラスチックであるプラ

スチック使用製品廃棄物（製品プラ）の分別収集に向けた取組を推進し

ていきます。 

斎場については、火葬炉の長寿命化を図るため耐火レンガの積替え

等を行うほか、様々な利用者に配慮した施設となるよう控室やトイレの改

修を行います。 

 

  <消防・防災・減災体制の強化> 

住民の生命と財産を守るため、消防・救急体制の整備を進めます。 

今年度は、幌延支署の小型動力ポンプ付き積載車の更新を行いま

す。なお、消防の車両や資機材等については、機能維持が図られるよう

計画的に更新していきます。 
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防災対策は、災害時の被害を最小化する「減災」の考え方により、住民

の自助や共助意識を高める防災教育、住民の避難に関することなど、平

時における市町村の役割が増しています。洪水や土砂災害、地震、長時

間停電など、突発災害への対応力を備えることが町としての重要課題で

あることから、防災専門員の配置検討を進め、防災意識を高める取組や

防災教育を推進するとともに、自主防災組織との連携強化に努めます。ま

た、水害や感染症、避難所に対応するための備蓄の増強を計画的に行

います。 

 

<防犯対策の推進> 

北海道では、架空請求詐欺やオレオレ詐欺など特殊詐欺被害が増加

しており、管内でも被害に遭われている方がいることから、天塩警察署との

連携を密にし、防犯ステーションや見守り活動を促進するとともに、住民を

特殊詐欺被害から守る対策の一環として、犯罪抑止効果の高い録音機能

付き電話機を普及させるため、購入代金の助成制度を創設します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｒ５町政執行方針 
 

22 

 

❑ む す び 
 

「ポロヌプ」に開拓の鍬がおろされてから１２４年。 

鬱蒼とした密林に覆われた北の大地を開拓した先人たちの労苦は筆舌

に尽くし難く、前人未踏の地に踏み込む勇気と旺盛な行動力を持った開

拓者魂、そして、どんな労苦や困難にも挫けない不撓不屈の精神によっ

て幌延町の礎が築かれ、私たちは今日の繁栄を享受しています。 

私たちは、北緯４５度の厳しい風雪に耐え、幾多の苦難を乗り越えて、

今日の「ほろのべ」を築いてこられた偉大な先人に学び、感謝するとともに、

その意志を受け継ぐべき者たちとして、「開拓者魂」と「不撓不屈の精神」

をもって様々な課題に立ち向かい、「ほろのべ」の二世紀目を切り拓き、築

いていかなければなりません。 

みなさん！ 幌延町の未来創造に向かって、力を結集し歩みを進めよう

ではありませんか！ 

 

ここに、住民ならびに議員の皆様の、深甚なる御理解と御協力をお願

い申し上げ、令和５年度町政執行方針といたします。 


