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　私たちの湧別町は、平成21年10月の誕生から８年目を迎える
こととなりました。
　新町のまちづくりは、平成24年度に策定した「第１期湧別町
総合計画」に基づき、まちづくりの将来像「人と自然が輝くオ
ホーツクのまち」の実現を目指し、様々な取組を計画的に進め
てまいりました。
　また、平成25年度には「湧別町自治基本条例」を制定し、町
民、議会及び行政機関が一丸となり、交流と対話でつくるまち
づくりの実現を目指した取組を積極的に進めてまいりました。
　この間、社会経済情勢並びに地方自治体を取り巻く環境は激
変しており、複雑かつ多様化する行政課題を的確に把握し、ま
ちづくりを推進していく必要が生じています。
　このような認識の下、平成29年度を初年度とし、平成33年度
を目標年度とする「第２期湧別町総合計画」をこのたび策定し、
本町の今後５年間の目指す姿と町政運営の方向性、重点施策を
定めました。
　本計画の策定にあたっては、町民アンケートや町民ワークシ
ョップ等を通じ、多くの町民の皆様から貴重なご意見をお寄せ
いただくとともに、湧別町総合計画審議会で精力的にご審議い
ただきました。改めまして、心から感謝申し上げます。
　第１期計画から引き継いだまちづくりの将来像である「人と
自然が輝くまち」の実現により、町民一人ひとりが「わがまち
湧別」にさらに誇りを持てるまちづくりを目指して、本計画に
基づく各般の施策を積極的に展開してまいりますので、町民の
皆様のなお一層のご理解とご協力をお願いいたします。

湧別町長

石田 昭廣
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計画策定の趣旨
　平成21年10月の新町発足後、平成24年度に策定した第１期湧別町総合計画に基づき、『人と自然
が輝くオホーツクのまち』の実現を目指し、総合的かつ計画的なまちづくりを進めてきました。
　この間、社会経済情勢並びに地方自治体を取り巻く環境は激変し、常に新たな行政課題の解決が求
められている状況にあります。
　そのため、社会経済情勢の変化など社会的背景を見据え、複雑かつ多様化する行政課題を的確に把
握し、長期的かつ戦略的な視点をもってまちづくりを推進していく必要があります。
　このような認識の下、本町の目指す姿と町政運営の方向性について基本的な指針となる「第２期湧
別町総合計画」を策定します。
　第２期計画は、本町の将来像と長期的なまちづくりの基本的な指針と目標を明らかにし、その実現
に向けた施策の体系と目標値を示します。
　また、行財政運営を総合的かつ計画的に進めるため、各分野の個別計画や施策はこの計画の基本理
念に沿って策定され、実施されるものとします。

計画の構成と期間
　計画の構成は、湧別町の目指す将来像及び基本理念など長期的な視点に立ったまちづくりの将来ビ
ジョンを定めた「基本構想」とそれぞれの分野における施策を示し、今後の方向性や主要施策等を定
めた「基本計画」で構成します。

　計画の期間は、

平成29年度を初年度とし、平成33年度を目標年とする５カ年間 
　とします。
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湧別町の将来像と基本理念

人と自然が輝くオホーツクのまち
～ つどい、つながり、磨き上げる　まちづくり ～

１．湧別町の将来像�
　「人と自然が輝くオホーツクのまち」は、この計画が目指すまちの将来像を表します。これは、
合併時に策定した新町まちづくりビジョン（新町基本計画）に示されたまちづくりのテーマであり、
第１期計画における将来像を引き継ぐものでもあります。
　「人と自然が輝くまち」に込められた思いは、自然との共生によるまちづくりです。豊かな自然
環境や地域資源を守り育てながら、人々が輝いて生活を送ることのできるまちを将来像として描い
ています。

２．基本理念�
　まちの将来像の実現を目指し、「つどい、つながり、磨き上げる　まちづくり」を新たに基本理
念として掲げます。第１期計画では、「交流と対話でつくるまちづくり」をテーマに、均衡ある地
域の発展、地域一体化の推進といった住民の一体感の醸成と満足度向上に努めてきました。
　第２期計画においては、これまでの成果を踏まえてさらに質の向上を目指すとともに、第１期計
画で種をまいて育ててきた人と人、組織と組織のつながりやそこから生まれる交流から活力を見出
し、湧別町の豊かさを町内外に広く実感させられるよう

①人・もの・情報が集い、地域の資源が生活の豊かさや地域の活性化に結び付くまちづくり

②町民、企業や団体、行政がそれぞれの持てる力を十分に発揮し合い、共に手を携えて地域
の元気を生み出すまちづくり

③広大な大地・オホーツク海・サロマ湖・湧別川といった豊かな自然の恵みを生かし磨きを
かけることで、誇りと愛着をもち安心して暮らせるまちづくり

を目指し、これからのまちづくりを進めていきます。
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まちづくりの基本目標（施策の大綱）

目標人口
　国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計によると、本町の将来人口は、平成32年（2020年）
には8,690人（平成22年比13.5%減）、平成37年（2025年）には8,025人（同20.1%減）になると
されています。
　平成28年３月に策定した「湧別町まち・ひと・しごと創生総合戦略」においては、平成72年（2060
年）には4,050人となる国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口を、各種取組の成果により、
5,188人と推計し5,200人を目標としています。この推計に基づき、基本構想による総合計画の着実
な推進により、本計画の最終年である平成33年度末の総人口の目標を8,800人とします。

現在人口
（H28.3.31現在）

9,325人

目標人口
（計画終了時 H34.3.31）

8,800人

基盤整備 安全で安心して暮らせる快適なまちづくり
　　　　�　快適な生活と活力ある活動を支える生活基盤づくりや豊かさと利便性を実感できる

まちづくりを目指すとともに、恵まれた自然環境を守り環境にやさしいうるおいのあ
る、防災・防犯体制の充実した安全・安心のまちづくりを推進します。

産業振興 豊かな自然と共生する活力あふれるまちづくり
　　　　�　地域の基幹産業である農林水産業の基盤をさらに強化し、地域の連携による新たな

産業の創出をめざすとともに、商工業の活性化や雇用と起業の促進、観光の振興など、
活力ある産業を生かすまちづくりを推進します。

社会福祉 健やかにいきいきと暮らせるぬくもりのあるまちづくり
　　　　�　子どもからお年寄りまで健やかに安心して生活できるよう、保健・医療・福祉サー

ビスや子育て支援体制の充実に努め、一人ひとりが思いやりをもち、互いに支え合う
ことのできるまちづくりを推進します。

教育文化 心の豊かさと生きる力を育むまちづくり
　　　　�　地域資源を生かした特色ある教育環境の整備を行うとともに、地域内外との交流の

拡大や歴史や文化の継承に努め、ふるさとへの誇りと愛情をもった心豊かな人を育む
まちづくりを推進します。

協働・行財政 人がふれあい支え合う安定したまちづくり
　　　　�　健全かつ持続可能な行財政運営の構築を目指すとともに、一人ひとりの持つ活力を

いかし、安心して暮らせる地域社会の形成に向け、多様な主体が連携し交流と対話で
作る協働のまちづくりを推進します。
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道路・河川・海岸
主　要　施　策

町　道
◦未改良道路の整備を行い整備率の向上を図ります。
◦計画的な維持補修や道路美化に努め、道路施設の延命化及び住民生活の利便性

の向上を図ります。
国道・道道・高規

格幹線道路 ◦国道、道道及び高規格幹線道路の整備促進を関係機関に要望します。

除排雪
◦冬期間の安全で円滑な道路交通網の確保を図るため、町道の車道や歩道の除排

雪の充実に努めます。
◦除雪体制維持のため除排雪車両の計画的な更新を行います。

河　川 ◦河川の整備促進を関係機関に要望します。
◦災害を防止し、環境に配慮した河川の整備を図ります。

海　岸 ◦海岸の保全・整備について関係機関に要望します。

安全で安心して暮らせる快適なまちづくり
基盤整備

上下水道
主　要　施　策

上水道の整備

◦安全で安定した水道水を供給するため、良質な水源の確保と水道施設の適切な
設備整備と維持管理に努めます。

◦堅実な経営をめざして給水戸数の拡大を図り事業効率化と経費節減に努めま
す。

◦給水区域の拡大と普及促進に努めます。

下水道の整備
◦衛生的な生活環境づくりと環境保全のため計画的な設備整備と維持管理に努め

ます。
◦下水道の普及拡大を図り事業効率化と経費節減に努めます。

個別排水処理施設
の整備

◦衛生的な生活環境づくりと環境保全のため個別排水処理施設の計画的な整備を
図ります。
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住宅環境
主　要　施　策

公営住宅
（公的賃貸住宅）

◦公営住宅の良好な維持管理に努めます。
◦老朽化した公営住宅は建替または改修を行います。

民間住宅
定住促進

◦住宅建設を促進するため持ち家住宅建設の奨励を図ります。
◦民間賃貸住宅及び社宅の建設奨励を図ります。
◦移住希望者へ宅地・住宅情報と定住支援策の情報を提供します。
◦定住促進へ向けた分譲宅地の整備と持ち家住宅建設奨励制度の拡充を図りま

す。
◦空き家等を活用し、居住体験住宅の整備及び空き家等の移住情報の提供により

移住・定住の促進を図ります

公　園
主　要　施　策

公園整備

◦年齢の異なる子どもが一緒に遊び、多世代の町民が交流する場となるよう魅力
ある公園整備を図ります。

◦安全で快適に利用できるよう適正な維持管理を図ります。
◦お互い快適に利用できるようマナー向上の啓発を図ります。

情報提供 ◦公園の設置場所、施設概要等の情報提供整備を図ります。

情報通信
主　要　施　策

情報通信基盤
の整備

◦「誰もが、いつでも、どこでも」利用できる超高速ブロードバンド環境の整備
を普及・促進し、民間通信事業者と連携して地域間の情報通信格差の是正・解
消に努めます。

電子自治体の促進
◦自治体クラウド※の導入をはじめとする情報システムの効率化に取り組むとと

もに、新たなＩＣＴ※の利活用を通じた行政サービスにより、町民の利便性向
上を目指します。

携帯電話
不感地域の解消

◦不感地域への携帯電話サービス供用開始にむけて、北海道と協力しながら、民
間通信事業者の理解と参画を求め、不感解消に努めます。

※自治体クラウド…地方公共団体が情報システムを庁舎内で保有・管理せず、外部のデータセンターで保有・管理する取組。
システムの集約と共同利用により経費の削減等の効果がある。

※ＩＣＴ…情報通信技術の略。ＩＴに通信コミュニケーションの重要性を加味した言葉。
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環境衛生・景観
主　要　施　策

ごみの分別、
リサイクルの推進

◦ごみの排出抑制と分別徹底の住民意識向上を図ります。
◦住民と行政、事業者が協力したごみ処理とリサイクルを推進します。

ごみの収集体制の
充実

◦新しい焼却施設の稼働に伴い可燃ごみの範囲が拡大することから、収集回数と
収集方法を見直し、収集体制の充実を図ります。

ごみ処理施設の
適正な管理

◦ごみ処理施設の適正な維持管理に努めます。
◦適正なごみ処理体制を維持するため広域処理を継続します。
◦新たな最終処分場建設のため、調査検討を進めます。

墓地・斎場の整備 ◦墓地周辺の環境整備と必要な区画の確保に努めます。
◦斎場の適正な維持管理に努めます。

ごみの不法投棄、
野外焼却

◦ごみの不法投棄と野外焼却を防止するため、啓発活動や監視体制の強化を図り
ます。

公害防止 ◦公害発生を未然防止するための監視体制の強化や住民の自然環境保全に対する
意識高揚を図ります。

景観の保全

◦景観や美しい町並みに対する町民の意識向上を図ります。
◦町民と連携した環境美化活動を推進します。
◦空家等対策の推進に関する特別措置法※に基づき、廃屋や空き家等による環境

悪化対策を推進します。

※空家等対策の推進に関する特別措置法…適切な管理が行われていない空家に対し、自治体が撤去や修繕などを命令できる制
度。平成27年施行。

地球温暖化対策
主　要　施　策

住民啓発 ◦温室効果ガスの削減及び二酸化炭素吸収作用の高い森林の保全強化を町民へ啓
発します。

地球温暖化対策
地方公共団体

実行計画の推進

◦町の事業活動で発生する温室効果ガスの削減を図るため、地球温暖化対策地方
公共団体実行計画を推進します。

調査研究 ◦町全体の温室効果ガスの削減に向けた実行計画の調査研究を行います。
新エネルギー

普及拡大
◦新たな再生可能エネルギーの活用を検討します。
◦クリーンエネルギー機器の普及拡大を図ります。

公共交通
主　要　施　策

町営バス・路線バ
ス・ハイヤー

◦民間バスの路線確保に努めます。
◦町営バスの運行充実を図ります。
◦町営バスの計画的な更新を行います。
◦廃止路線沿線住民の通院、通学、日常生活の交通手段の確保（町営バス、乗合

ハイヤー）に努めます。
航空路線 ◦道央圏や首都圏を結ぶ航空路線の確保に努めます。
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消防・防災
主　要　施　策

消防体制の維持 ◦遠軽地区広域組合の整備計画に基づき施設整備に努めます。
◦遠軽地区広域組合職員や団員の確保を支援します。

救急体制の充実 ◦優れた救急体制をつくるため、遠軽地区広域組合の救急車出動、研修計画に基
づく救急隊員、救急救命士等の資質向上に努めます。

防災体制の充実

◦住民の防災意識の高揚と防災知識の普及に取り組み、自主防災組織の育成を支
援・促進するとともに、行政と住民が協力し災害に強いまちづくりを進めま
す。

◦災害時における多様な伝達手段の確立と防災通信施設の整備・拡充を推進しま
す。

◦地域防災計画は必要な見直しを行うとともに、適切な運用を図り、災害時の資
機材の備蓄整備や避難体制の充実など、防災対策の強化に努めます。

交通安全・防犯
主　要　施　策

交通安全

◦交通安全協会や関係機関と連携し、通年運動や期別運動などを通じ、交通安全
意識の浸透を図ります。

◦年齢層に応じた「交通安全教室」を継続して実施します。
◦だれもが安全に安心して通行できるよう、交通安全施設の整備や関係機関への

設置要請など交通環境の向上を促進します。

防　犯

◦防犯活動団体との連携による防犯パトロールや啓発活動、地域一体となった安
全・安心体制の充実強化を推進します。

◦防犯に関する知識の向上や自主的な防犯活動を推進するため、広報活動や情報
提供などの充実により防犯意識の普及を図ります。
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豊かな自然と共生する活力あふれるまちづくり
産業振興

農　業
主　要　施　策

生産基盤の整備

◦農地の基盤整備を進めるために、土地改良事業を促進します。
◦営農用水の早期供用開始を図ります。
◦農地の地力増進を推進し、農作物の収穫増を図ります。
◦計画的な農業用施設の整備と適正な管理に努めます。
◦農業被害を防止するため、爆音機や防護柵等の施設整備を図るとともに、銃器

や罠による捕獲奨励に努めます。

農業経営の充実

◦コントラクター※事業やＴＭＲセンター※など整備事業への支援を行います。
◦農地を集約し作業効率を上げるための農地流動化を促進します。
◦新規就農者対策確保及び後継者育成のため、担い手対策を推進します。
◦クリーン農業※、有機農業や農畜産物の加工、直接販売等経営の多角化など、

農業者自ら創意工夫した事業に対し支援を行います。
◦利子補給等の支援により経営体制の強化を図ります。
◦ＩＣＴを活用した農業生産の効率化を図るための調査研究を推進します。
◦本町農業経営のあり方を農業関係者と行政が協議する農業振興協議会等の活動

を推進します。

農産の振興 ◦農産物選果及び加工施設等の農業用施設の利活用を推進します。
◦高収益作物の作付け奨励を行い所得の増加を図ります。

酪農畜産の振興

◦防疫対策を強化し、家畜の安全を確保します。
◦家畜排泄物の適正処理と有効活用を行い、自然に優しい農業を推進します。
◦公共牧場等の整備を推進します。
◦酪農ヘルパー等の組織を推進し、農業者の生活環境の充実に努めます。

農村環境の充実 ◦独身農業者のパートナー対策を行い、活力とうるおいが持てる農村づくりを推
進します。

※コントラクター…農作業委託。労力負担軽減や機械や施設への投資抑制を図る。
※ＴＭＲセンター…乳牛の飼料を生産し、地域の酪農家に供給する組織・施設。
※クリーン農業…堆肥など有機物を使った土づくりに努め、化学肥料や化学合成農薬の使用を低減した安全安心で品質の高い

農産物の生産を進める農業。
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林　業
主　要　施　策

森林資源の
保全と整備

◦施業計画に基づく町有林の適正な管理を行います。
◦民有林における施業計画に基づく適正な管理を行います。

経営基盤の整備
◦森林施業の効率化及び事業実施のために必要な林道・作業道の整備を行います。
◦林業事業体の経営体質強化、林業技術の向上、林業を担う労働者や後継者確保

のための育成支援に努めます。

有害鳥獣対策
◦捕獲等奨励金の支給を行います。
◦ハンターの確保及び被害者自ら被害防止意識を持ち狩猟免許を取得する取組へ

の対策、出動体制の整備を推進します。

緑化意識の高揚 ◦森林を利用したレクリェーション及び森林の働きや役割を理解するための体験
学習事業を行います。

水産業
主　要　施　策

漁港の整備促進
◦生産基盤である漁港整備の早期完成を促進します。
◦整備が完了した漁港及びその関連施設の機能が充分に発揮できるよう適正な維

持管理に努めます。

増養殖事業の推進

◦計画的なホタテ稚貝の放流を行い、沿岸漁業の生産維持を図ります。
◦サケ、マスのふ化放流事業の促進を図り、資源の確保に努めます。
◦計画的なホタテ種苗の育成とホタテ・カキ・アサリなどの増養殖を進め、資源

の保護培養による生産性の向上に努めます。
◦増養殖知識と技術の向上を図るとともに、指導体制の充実強化や資源の調査研

究に努めます。

水産物加工体制の
充実

◦漁獲物の鮮度保持と品質・衛生管理の向上を図り、安心安全な水産物の提供に
努めます。

◦各種認定制度を取得するなど水産加工体制を充実し、水産加工品の高付加価値
化に取り組み国内外での販路拡大を図ります。

漁場環境の保全

◦オホーツク海とサロマ湖の漁場の環境保全対策に努めます。
◦関係機関、関係団体と連携したサロマ湖内環境保全と豊かな海を育む森づくり

を推進します。
◦サロマ湖漁港防氷堤（アイスブーム）の適正な維持管理を図り、流氷流入被害

防止に努めます。

経営安定の確立
◦共同経営体制の充実、漁業管理技術の向上、設備投資の適正化、漁業活動の省

力化・効率化による経費削減など経営体質の強化を促進します。
◦次世代の担い手となる後継者育成に努めます。
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商工業
主　要　施　策

経営基盤の充実
◦経営指導体制の強化に対する支援を行います。
◦商工金融支援制度を継続します。
◦後継者の育成に対する支援を行います。

商店街の活性化
◦地元消費の増加対策に対する支援を検討します。
◦商業店舗の整備を促進します。
◦空き店舗の活用に対して支援を行います。

工業の育成 ◦既存企業の経営規模の拡大を促進します。

企業誘致 ◦新規参入企業への支援を行います。
◦本町の特徴と優れた環境をＰＲし、立地用地などの情報提供に努めます。

産業間連携 ◦産業間連携と湧別ブランド確立を目指すため行政と民間による推進母体組織を
設置します。

消費者保護
主　要　施　策

啓発活動の強化 ◦北海道等から消費生活に関わる的確な情報を入手の上、広報等を通じて町民に
提供し、消費者被害やトラブルの未然防止に努めます。

相談体制の充実 ◦北海道立消費生活センター等と連携し、消費相談体制の充実を図り、被害発生
時の早期問題解決に努めます。

ネットワーク活動
の展開

◦湧別町消費者被害防止ネットワーク構成組織の協力を得て、地域において高齢
者や若年者を対象として「見守り」・「気づき」・「通報・対応」の機能を高めて、
消費者被害の低減に努めます。

雇用の確保
主　要　施　策

雇用機会の確保
◦新規企業の参入や既存企業の育成による地域経済の活性化と雇用の安定のため

に支援を行います。
◦季節労働者の通年雇用化を促進します。

労働者福祉の増進 ◦労働条件の改善と働きやすい環境づくりについて、事業者への啓発に努めます。
労働者の技能向上 ◦関係機関と連携して技能取得の促進に努めます。

観　光
主　要　施　策

イベント
従来開催しているイベントの見直しと内容の充実を進め、地元の資源を活用した
新たな観光資源の創出を図ります。
また、体験型観光・滞在型観光についても検討を行います。

施　設
観光施設の整備と適正な維持管理を進めるとともに、観光客の満足度の高いサー
ビスの提供に努めます。
また、宿泊施設の整備や長期滞在型観光に対応する施設についても検討を進めます。

宣　伝 従来どおりの町内外の関係団体との広域連携を進め、観光客の誘致に努めるとと
もに、多様な媒体を利用し積極的な情報の発信を行い観光客の誘致に努めます。

体制整備 各イベント主催団体と連携を図るとともに将来の観光振興についてお互いに検討
できる体制整備を進めます。
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保健・医療
主　要　施　策

保健事業

◦生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底による健康寿命の延伸を図ります。
◦各種検診事業の受診率向上を図り、検診後の事後フォローを充実させて、継続

した支援ができる体制整備に努めます。
◦母子保健サービスの充実により、妊娠・出産・子育てを支援し、母親の精神的

不安の解消に努めます。
◦予防接種の重要性の啓発と予防接種が受けやすい体制整備に努めます。

地域医療の充実 ◦地元医療機関の医療設備の充実と経営安定のため支援します。
◦医師対策を推進し地域医療の確保に努めます。

広域的な医療体制
の構築

◦高度救命救急医療の確保のため、広域医療圏の医療環境向上やドクターヘリ運
行について継続支援します。

◦産婦人科医を始めとした特定診療科目の医師不足解消に向けて、遠軽地区３町
連携の下、関係機関への要請活動を継続するとともに、より効果的な方法を常
に検討しながら、医師不足対策に努めます。

公的医療保険制度

◦国民健康保険及び後期高齢者医療保険被保険者の実情を正確に把握しながら、
保健事業、保険税（料）の収納率の向上など地域におけるきめ細かい事業を推
進し、円滑な制度の運営に努めます。

◦国民健康保険及び後期高齢者医療保険の制度内容の広報活動、相談体制の充実
を図ります。

健やかにいきいきと暮らせるぬくもりのあるまちづくり
社会福祉

子育て支援
主　要　施　策

子育て支援

◦子育て支援センターを拠点として、子育てに悩む親の不安を解消するための相
談・指導体制を強化します。また、地域社会における子育て支援活動を推進す
るため、子育てに関係する団体のネットワーク化を検討します。

◦親が子どもを安心して預けることができる保育サービスを確立するとともに、
老朽化した保育所の環境整備を進めます。

◦児童センター事業及び放課後児童クラブの充実を図り、学校の休業日や放課後
の子どもの安全な居場所づくりの提供に努めます。

◦現行の乳幼児等医療費助成制度を維持し、対象世帯の経済的負担の軽減を図り
ます。
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食　育
主　要　施　策

食　育 ◦食育の役割と重要性について意識啓発、情報提供及び知識普及を行います。
◦地場産品への理解向上を促進し、地産地消を推進します。

社会福祉
主　要　施　策

地域福祉

◦子どもから高齢者まで、すべての人々が安心して暮らせる地域社会の実現に向
け、お互いに支え合う総合的なネットワークづくりを推進します。

◦地域住民がボランティア活動に気軽に参加できるような体制整備とボランティ
ア組織への支援、さらにその活動を支える人材の確保と育成に努めます。

◦老朽化した地域福祉活動拠点施設の環境整備を図ります。

高齢者の健康保持
と介護予防の促進

◦高齢者がいつまでも自分らしく自立した生活を継続できるよう介護予防教室を
実施します。また、介護予防に対する意識を高めるための普及啓発活動を行い
ます。

在宅福祉と
介護の充実

◦地域包括支援センターは、高齢者やその家族等が住みなれた地域で安心して過
ごすことができるよう、必要な助言・支援を行います。

◦介護者や介護を必要とする方の経済的・精神的負担を軽減するため、在宅介護
事業の充実を図ります。

◦地域包括ケア会議を定期的に開催し、日頃介護保険事業所等が抱える課題の解
決に努めます。

◦地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じた地域包括ケアシステムの
構築を図ります。

◦認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームの配置及び早
期診断・早期対応に向けた支援体制の構築を図ります。

◦生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、ボランティアなどの生活支援の
担い手の養成・発掘などの地域資源の開発やそのネットワーク化などを行う
生活支援コーディネーターの配置及び協議体の設置を推進します。

◦福祉施設・設備の充実を支援します。
◦生計困難者等に対するサービス利用時における負担軽減の支援を行います。

障がい者福祉

◦障がい者が暮らしたい場所で暮らしていけるよう障がいの特性に応じた福祉サ
ービスの提供に努めます。

◦障がいのある人への適切な保健サービスの充実と障がいの原因となる疾病等の
予防、早期発見、早期治療の推進を図ります。

◦障がいのある子どもの発達を支援するため、早期発見・早期療育、さらに学齢
期への円滑な移行、学校教育など年齢に応じ、地域で一貫して取り組む体制の
充実を図ります。

◦相談事業所との連携を強化し、障がい者が気軽に専門的な助言・指導が受けら
れるよう相談体制の充実を図ります。

◦障がいがあっても、いきいきと働くことのできる地域社会の実現を目指し、就
労の場の提供と働く障がい者を社会全体で応援する取組を推進します。

◦障がいの特性に応じた居宅サービスの充実とケアマネジメントに取り組み、障
がい者の日常生活を支援します。

介護保険事業
◦介護保険事業会計の健全化・安定化のため、介護予防の推進や介護保険サービ

ス供給量に見合った保険料設定を行います。
◦制度内容の周知、相談体制の充実を図ります。
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学校教育
主　要　施　策

道徳教育の推進 ◦児童・生徒の規範意識や倫理観、生命を大切にする心や思いやりの心を育むこ
とに努めます。

教材・教具及び情報
機器の整備・更新

◦計画的な整備・更新に努めます。
◦図書館との連携による学校図書の充実に努めます。

就学援助の実施 ◦就学援助制度を周知し、経済的に就学困難な児童・生徒に対し、就学援助を行
います。

通学費の支援 ◦遠距離通学者に対する通学費支援を継続します。
特別支援教育の

充実
◦特別支援教育支援員を配置し、障がいのある児童・生徒に対する支援の充実と、

障がいのある児童・生徒のための就学指導に努めます。
児童・生徒の健全

育成 ◦家庭、学校、地域の連携を密にし、指導の充実を図ります。

教育アドバイザー
配置

◦いじめ、不登校等に適切に対応するため、教育アドバイザーを配置し、教育相
談体制の充実を図ります。

幼児教育 ◦私立幼稚園の経営安定と保護者負担軽減のため運営費、保育料及び施設整備費
の補助を行います。

国際理解の向上 ◦外国語指導助手の招へい事業を推進し、英語の語学力向上と情報化・国際化へ
の適切な対応を推進します。

教職員住宅の整備 ◦教職員住宅の適切な維持整備に努めます。

教育施設の充実 ◦老朽化した校舎等の改築または大規模な改修を行います。
◦施設の維持補修を計画的に実施します。

中高一貫教育 ◦湧別高等学校と町内３中学校との中高一貫教育による連携を一層深めます。

湧別高校存続対策 ◦湧別高等学校の存続対策事業を継続するとともに、地域に開かれた特色ある学
校づくりを支援します。

心の豊かさと生きる力を育むまちづくり
教育文化
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社会教育
主　要　施　策

社会教育の推進 各種講座、教室の開催による学習機会の提供、指導者の養成、連携とネットワー
クづくりの推進に努めます。

社会教育団体の
育成

社会教育団体、サークルなどの自主的な活動を支援するとともに新たな団体活動
の促進と育成に努めます。

社会教育施設の
充実 住民ニーズを踏まえながら、社会教育施設の整備充実を図ります。

芸術文化
主　要　施　策

文化・芸術活動の
推進

◦芸術・文化に親しむ学習機会を提供するため、カルチャー教室などを開催しま
す。

◦発表の場と参加機会の提供に努めます。
文化団体等の育成 ◦文化連盟及び各団体・サークルの自主的な活動を支援します。

文化施設の充実
◦文化センターの環境整備を図ります。
◦ステージ発表機会の充実と向上を図るため、音響照明・舞台技術の担当を配置

します。
芸術鑑賞会の推進 ◦芸術文化奨励制度の活用促進を図り、芸術鑑賞会の開催奨励に努めます。
育成事業の推進 ◦ミュージカル体験事業などの育成事業の充実を図ります。

図書館
主　要　施　策

図書館

◦両図書館の図書システムの効率化を図るため、システムの維持管理と機器整備
の更新を行います。

◦計画的な図書館資料の選択収集を行うため、住民ニーズを踏まえ、常に新鮮で
適切な蔵書構成の維持管理に努めます。

◦読書・学習環境の充実に加え、住民の憩いの空間として活用されるよう努めま
す。

◦学校図書室との連携を図ります。
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博物館・文化財
主　要　施　策

文化財の保存

◦町内の歴史資料の収集を継続して実施し、既存の資料については、保存環境の
改善を図ります。

◦埋蔵文化財を調査分析するとともに、適切な保護に努めます。
◦埋蔵文化財および周辺地域の適切な活用を検討します。
◦道指定文化財アッケシ草群等の保護のために必要な要素を専門家の補助指導を

受けて見出します。また、自然の豊かさを知る機会を検討します。

文化財の活用

◦湧別上湧別両地区の歴史文化を総合的に理解するため、資料の整理分析作業を
行います。

◦博物館を中心に資料の公開を進めます。
◦博物館の展示の充実とともに、収蔵資料の公開機会を増加します。
◦博物館教育普及活動の充実のために展示を中心として、体験的な要素を研究実

践していきます。

スポーツ
主　要　施　策

スポーツ活動の
推進

◦ライフステージに応じた各種教室、講習会、大会などスポーツに親しむ機会を
提供し、健康や体力づくりの増進と住民相互の交流の推進に努めます。

◦体育協会やスポーツ少年団、自治会、関係団体等との連携強化とネットワーク
化を図り、スポーツの振興に努めます。

◦町民のニーズに応じた指導者の養成や資質向上を図り、指導体制の充実に努め
ます。

◦保健福祉分野と連携を図り、運動やスポーツを取り入れた町民の健康づくりを
図ります。

◦スポーツ合宿の積極的な誘致を行い、受け入れ体制の一層の整備を図ります。
スポーツ団体の

育成
◦体育協会やスポーツ少年団等の関係団体やスポーツサークルの支援体制の充実

に努めます。

スポーツ施設の
充実

◦町民のニーズを踏まえながら、だれもが快適にスポーツを楽しむことができる
施設整備に努めます。

◦心身の健康維持増進のため、スポーツインストラクター等の専門員の配置と、
トレーニング機器等の充実を図ります。

◦指定管理者の民間の知見を活用した効果的な管理運営に努めます。

国際・国内・同郷交流
主　要　施　策

国際・国内
・同郷交流

◦町民・団体・行政が連携し友好都市や同郷団体との交流を推進します。
◦友好都市の紹介や交流事業を発表する機会の提供に努めます。
◦友好都市との世代間・産業間ごとの交流事業を推進します。
◦交流をサポートする民間支援者及び団体の育成を推進します。
◦中学生・高校生を中心とする海外友好都市との相互派遣交流を促進します。



18

住民協働
主　要　施　策

住民参加の
まちづくり

◦自治基本条例に基づき、住民が主体的にまちづくりに参加できる体制づくりを
さらに推進するとともに住民参加意識の高揚を図ります。

◦様々な分野におけるボランティア活動への支援を図ります。

コミュニティの
醸成

◦自治会を中心としたコミュニティ活動への支援に努めます。
◦自治会再編を視野に入れた広域的な取組など、自治会組織の基盤強化へ向け支

援します。
◦地域活動を推進する人材を育成します。
◦活動拠点となる地域集会施設の効率的・効果的な整備を図ります。
◦地域の実態に合った自治会活動を活性化する地域担当スタッフ制度の活用を図

ります。
◦子どもや高齢者の地域活動の移動用交通手段の確保を図ります。

人がふれあい支え合う安定したまちづくり
協働・行財政

情報共有
主　要　施　策

情報共有

◦住民と協働したまちづくりを推進するために、行政情報の公開・提供を進め、
行政と住民との情報の共有に努めるとともに、行政が持つ個人情報の保護のた
め適正な情報の取り扱いに努めます。

◦自治基本条例に基づき、行政側の情報提供意識の向上を図り、特に政策意思決
定過程での積極的な情報提供に努めます。

◦広報紙（広報ゆうべつ・かわらばん）やホームページを活用して、行政情報を
適期にわかりやすく正確に発信します。

◦広聴体制の充実のため、多様な情報媒体の活用及び若年層や女性層を対象とし
た意見交換会の開催など幅広い年齢層からの意見聴取の仕組みを導入します。

◦地域担当スタッフによる地域への情報提供と意見聴取の充実を図ります。
◦各種委員会や会議録の公開による情報の共有化を図ります。
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行政効率化
主　要　施　策

行政改革の推進 ◦効率的、効果的な行政運営を推進するため、行政改革大綱に基づき適切な進行
管理に努めます。

組織・機構の
見直し ◦組織体制の適切な見直しと職員定数の適正化に努めます。

人材育成の推進 ◦職員の能力開発を効果的に推進するための人材育成基本方針を策定し、職員の
資質の一層の向上に努めます。

事務事業の見直し ◦事務事業全般にわたって、事務の見直しと事務手続きの簡素化を図るとともに、
電子化を一層進め、町民サービスの向上に努めます。

広域連携の推進 ◦現状の広域行政を継続するとともに、今後も行政サービスの向上や効率的な行
政運営に必要な広域連携を推進します。

財政運営
主　要　施　策

財政運営

◦普通交付税の大幅減額を視野に入れて、効率的な事業の実施と事務事業の見直
しによる歳出の削減に努め、堅実な財政運営を行います。

◦公共施設等総合管理計画※に基づき、町が所有する公共施設の全体像の把握と
将来の管理計画を明らかにします。

◦新地方公会計制度※を用いた住民にわかりやすい財政状況の公表に努めます。
◦町税等の収納率の向上に努めます。
◦町有財産の状況を正確に調査管理し、不用財産の売却や有効活用を図ります。

※公共施設等総合管理計画…公共施設等の老朽化や人口減少を勘案し、すべての公共施設等を対象に、地域の実情に応じて総
合的かつ計画的に管理する計画。

※新地方公会計制度…「現金主義・単式簿記」によるこれまでの地方自治体の会計制度に「発生主義・複式簿記」の企業会計
的要素を取り込み、ストックやコストを把握することで財政状況をわかりやすく開示するとともに、資産や債務の適正
管理や有効活用を図る制度。
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