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１．基本的な事項

（１）歌志内市の概況

① 自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要

本市は、北海道のほぼ中央、石狩平野の東北端に位置し、総面積は55.95㎢を有する。

地勢はおおむね急峻で、行政区域の約75％を森林が占める。南東部はペンケ山（811ｍ）

を主峰とする山々を境に芦別市、北部は赤平山（366ｍ）と神威岳（467ｍ）を境に赤平市、

南西部及び西部は上砂川町及び砂川市と接している。

また、狭小な山あいを東西に貫流するペンケウタシュナイ川の両岸の僅かな平坦地に、

この河川と並行して道道赤平奈井江線が縦断しており、市街地はこれに沿って帯状に形成

されている。気候は内陸型の様相を呈し、冬期における最深積雪量は約1.2ｍ以上で年間

降雪量は約10ｍに達する。

本市は、開基以来石炭産業とともに生成発展し、昭和15年に町制を、昭和33年には市制

を施行している。

しかし、昭和30年代後半から始まった世界的なエネルギー革命の影響を受け、炭鉱の閉

山が相次ぎ、労働人口の流出に拍車がかかり人口が激減した。未だ基盤産業が確立できな

い本市においては過疎化と高齢化が著しく、地域経済は疲弊の一途をたどり、人口減少に

歯止めがかからない状況にある。

本市が抱える経済面での最大の課題は、産業振興を基盤とする人口の定着である。した

がって、地域資源や既存技術を活かした新たな産業の創出、企業誘致、観光産業の推進等

に全力をあげ、雇用の拡大や地域経済の活性化に取り組むこととしている。

このような状況の下、本市においては、平成27年度策定の「歌志内市総合計画」（平成

28年度～令和７年度）において、「みんなで創る笑顔あふれるまち」の実現を目指し、現

在最も重要な課題である、産業振興を基盤とする人口の定着を図るとともに、急速な高齢

化に対応すべく保健・医療・福祉の充実と将来を担う人材育成のための教育環境の充実に

向け取り組んでいる。

② 過疎の状況

本市の人口は、昭和23年の常住人口調査において46,171人とピークを迎えたが、昭和30

年代後半から世界的なエネルギー改革の影響を受け、本市基幹産業である炭鉱の閉山が相

次いだことにより離職した労働者の多くが市外に流出し、現在まで人口減少が続いている。

旧過疎地域自立促進特別措置法に基づく計画期間（平成12年～令和２年）においては「い

きいきと、みんなで創る心ふれあうまち」を主な目標に産業基盤づくり、生活基盤づくり、

さらには高齢化社会に対応するまちづくりを中心に整備を推進してきた。

しかし、各種行政課題に取り組んできたものの、長引く景気の低迷に伴い経済活動が停

滞していることにより、基幹産業であった石炭産業に変わる新たな産業や雇用の創出は極

めて厳しく、地域経済の活性化は依然として困難であり、雇用の場が少ないことに加え、

若者の都会志向による転出に歯止めがきかない状況にある。

今後、まちづくりの方向性として、生活の利便性や冬期間の雪対策、コミュニティの形

成等、住生活が現在より良質となるよう、核となる地域へ密集して暮らすコンパクトな住

宅市街地の形成を中心に、基本理念である「みんなで創る笑顔あふれるまち」の実現に努

め、地場産業の振興及び企業誘致等により雇用の場を拡充し、子育て環境の充実とともに
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高齢者の生きがいづくりや健康寿命延伸等の対策が重要となる。

③ 社会経済的発展の方向の概要

本市の産業構造は、基幹産業として栄えた石炭産業が衰退し、第３次産業の占める割合

が高くなっている。今後は、世界的な脱炭素社会実現への流れから、より大きな変化が訪

れることが予想されている。

第１次産業については、地勢上平坦地が少なく一般的な農地開発が困難なことから、個

人農家が市内に１戸のみで推移してきたが、平成24年に新たな事業者によるビニールハウ

スを活用した葉野菜の水耕栽培が始まった。さらに、令和３年４月には、本市が平成28年

から続けてきたワイン用ぶどう試験栽培事業を民間企業に移譲して事業化が実現し、歌志

内産ワインの誕生を起点とする６次産業化への道が開き期待されている。

次に、商業については、事業主の高齢化と人口減少が相まって、事業継承意欲の低下を

招き、後継者不足に拍車をかけている。また、高齢化の進む本市では、買い物の利便性が

悪いことが、人口の市外流出要因となっている。このことから、生鮮食品をはじめ日用品

の購入等、買い物の利便性を向上させる取り組みが喫緊の課題となっている。

観光については、令和２年度に、かもい岳スキー場及び宿泊施設が民間譲渡され、民間

資本による観光産業として、地域経済の活性化と雇用の創出が期待されている。その他、

市内唯一の鉱泉を利用した温泉「チロルの湯」や道の駅「うたしないチロルの湯」は、利

用者へのサービス向上に努めている。また、近年、かもい岳山頂から眺める雲海が、観光

情報誌に紹介され来訪者が増加しており、新しい観光資源としての活用を模索している。

こうした市内の観光資源が、札幌市、旭川市、富良野市等の有名観光地の中間に位置し

ていること、さらに、旭川空港から約１時間の距離にあることや道央道砂川ＩＣから約10

分にある等の優位性を活かしながら、周辺自治体との相互連携を図り、広域的観光ルート

の開発に取り組むとともに、民間事業者と連携を図りながら国内外からの観光客誘致を目

指している。

（２）人口及び産業の推移と動向

人口動向を国勢調査でみると、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に定め

る人口減少率算出の基準年である昭和50年と平成27年との比較では69.6％の減少となって

いる。

昭和35年以降の国勢調査における人口推移をみると、昭和35年の人口は38,002人で昭和

50年までに26,224人、69.0％の著しい減少となっている。これは、開基以来石炭産業が唯

一の基幹産業である本市おいて、特に昭和30年代後半におけるエネルギー事情の変化に伴

う石炭産業の構造調整以降、炭鉱の閉山が相次ぎ、炭鉱離職者の多くが市外転出したこと

が大きな要因である。

その後も人口の減少は続き、昭和50年から平成２年までに3,499人、29.7％減少してい

る。昭和55年から60年までの減少率が5.6％と、一時、鈍化傾向となったものの、昭和62

年度から実施された国の第８次石炭政策下における炭鉱の合理化及びＪＲ歌志内線の廃止

等により、再び減少率が上昇傾向となった。

さらに、平成２年から17年までが3,058人、36.9％、平成17年から平成27年までが1,636

人、31.3％の減と、引き続き、高い人口減少率が続いている。これは、平成７年３月に本

市最後の炭鉱であった空知炭鉱の閉山による人口の流出が大きく影響するとともに、近年

は、少子高齢化の進行による影響が増しているものと考えられる。
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高齢者比率は昭和50年に10.2％であったが、平成２年には19.5％、平成17年には36.8％

と超高齢化社会に突入し、平成27年には46.6％と著しく増加となっており、急速な少子高

齢化が続いている。

次に、産業別就業人口については、総体人口の減少に伴い、昭和35年から平成27年まで

の間に、就業人口総数が89.4％減少している。特に鉱業の就業者数については、炭鉱閉山

の影響により、昭和35年の7,921人から平成27年には16人と99.8％減少しほぼ皆無に等し

くなっている。本市においては、基幹産業の衰退に伴い産業構造が急激に変化するという

典型的な「企業城下町」としての変遷をたどってきている。

このような状況の下、本市においては企業誘致や地場産業の育成・創出、観光産業の振

興等、地域経済の活性化や雇用の場の拡大を図ることが、緊急かつ重要な課題である。

また、地域経済の柱となる産業に乏しい本市において、雇用の場の維持・創出のために

は多角的な産業構造を生み出す必要があり、企業誘致活動の展開はもとより、テレワーク

やワーケーションの受け入れ環境の整備等により本市の魅力を高め、関係人口の創出を図

るとともに、地元事業者への支援強化により、地域経済の活力を取り戻し、民間との連携

による地域の再生に努める。

表1－1（1）　人口の推移（国勢調査）

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

2,450人 △82.5% 1,291人 △47.3% 446人 △65.5% 217人 △51.3%

8,130人 △64.6% 5,370人 △33.9% 2,854人 △46.9% 1,696人 △40.6%

うち

15歳～29歳(a)

1,198人 10.7% 1,618人 35.1% 1,921人 18.7% 1,672人 △13.0%

(a)/総数

高齢者比率

(b)/総数
36.8% －10.2% － 19.5%2.8% － 46.6%

平成27年
(2015年)

実数

△58.4%

6.8% －

5,221人 △36.9%

－

△80.2% 1,102人

11.3% －

3,585人 △31.3%

平成２年
(1990年)

平成17年
(2005年)

昭和50年
(1975年)

△29.7%

245人

11,778人

13,977人

9,749人 1,935人 △46.6%

38,002人

22,943人

△43.0% 589人

－

区　　分

15歳～64歳

65歳以上(b)

若年者比率

総　　数

０歳～14歳

昭和35年
(1960年)

16.4%25.7% － 13.3%

1,082人

△69.0% 8,279人

表1－1（2）　人口の見通し（歌志内市人口ビジョン）

平成27年
(2015年)

令和２年
(2020年)

令和７年
(2025年)

令和12年
(2030年)

令和17年
(2035年)

令和22年
(2040年)

217人 146人 98人 72人 46人 30人
1,696人 1,232人 929人 680人 509人 349人

うち
15歳～29歳(a)

1,672人 1,506人 1,270人 1,059人 853人 701人

60.6% 64.9%

3,585人

245人 46人

58.5%

2,884人 2,296人 1,811人 1,408人 1,080人

5.2%

199人 142人 95人 66人

4.7% 4.3%

区　　分

15歳～64歳

65歳以上(b)
若年者比率

総　　数

０歳～14歳

6.8% 6.9% 6.2%
(a)/総数

高齢者比率
(b)/総数

46.6% 52.2% 55.3%
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（３）行財政の状況

本市は、石炭産業を基幹産業として発展してきたが、国のエネルギー政策の転換により

相次ぐ合理化が行われ、平成７年３月に唯一の基幹産業であった空知炭鉱が閉山となり、

地域経済が崩壊の危機にさらされ、今なお長期間にわたり深刻な状態が続いている。

炭鉱の閉山による急激な人口の流出、地元購買力の大幅な減少等は、本市の財政にも著

しい影響を及ぼしており、現在も自主財源である市税の大幅な落ち込みにより、財政運営

は地方交付税に依存せざるを得ない状況となっている。

このため、限られた財源を効率的に活用し、計画的で効果的な事業の取捨選択を行いな

がら、住民ニーズに対応する行財政運営を進めていく必要がある。

また、地方分権の進展に伴い、著しく変化する社会経済状況や多種多様化する行政需要

に対して、自治体は自らの判断と責任による対処が求められており、そのためには、時代

の要請や住民ニーズに対応した施策や事業を実施することができる行政組織の構築が必要

である。また、高度・専門化する行政事務に的確に対応できるよう、職員の職務能力向上

も図らなければならない。

事務事業を進めるに当たっては、歌志内市総合計画をはじめ、各種計画に基づき効率化

を図るとともに、ＰＤＣＡや成果指標の設定による進行管理を行う必要がある。

広域行政については、これまでに、中空知圏域全体の活性化を目的とする中空知広域市

町村圏組合、介護保険及び国民健康保険事業の共同事務処理を行う空知中部広域連合を

はじめ、中空知広域水道企業団、石狩川流域下水道組合、砂川地区保健衛生組合等、行

政の幅広い分野で事務事業の広域化が進められている。さらには、ごみ焼却施設の設置

と運営・管理事務を行う中・北空知廃棄物処理広域連合、平成26年度には、広域行政の

新たな取り組みである定住自立圏構想が始まっている。

今後ますます地域課題が多様化、高度化していく中においては、自治体同士の連携と協

力による広域連携は重要である。

表1－1（3）　産業別人口の動向（国勢調査）

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

総 数 4,604人 △62.6% 3,163人 △31.3% 1,894人 △40.1% 1,303人 △31.2%

第一次産業
就業人口比率

0.9% － 1.0% － 1.4% － 2.6% －

第二次産業
就業人口比率

54.4% － 45.3% － 25.6% － 25.3% －

第三次産業
就業人口比率

44.6% － 53.7% － 73.0% － 72.1% －

区分

12,298人

1.0%

28.1%

70.9%

平成27年
(2015年)

実数

昭和50年
(1975年)

平成２年
(1990年)

平成17年
(2005年)

昭和35年
(1960年)
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表1－2（2）　主要公共施設等の整備状況

昭和55年度末 平成２年度末 平成12年度末 平成22年度末 令和元年度末

市町村道
　　改　良　率（％） 78.6 42.6 49.9 65.6 66.8
　　舗　装　率（％） 75.4 72.0 74.0 78.9 79.3
農　　道
　　延　　　長（ｍ） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
耕地１ha当たり農道延長（ｍ） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
林　　道
　　延　　　長（ｍ） 2,700.0 2,700.0 2,360.0 2,360.0 2,360.0
林野１ha当たり林道延長（ｍ） 1.5 0.7 0.6 2.7 2.7
水 道 普 及 率（％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
水　洗　化　率（％） 0.0 0.0 95.9 99.0 95.6
人口千人当たり病院、
診療所の病床数（床） 13.7 14.5 14.8 13.6 19.4

区 分

表1－2（1）　市財政の状況 （単位：千円）

平成22年度 平成27年度 令和元年度

歳入総額　A 4,819,773 4,654,021 4,148,418
一般財源 2,993,863 3,075,838 2,767,395
国庫支出金 725,473 512,199 383,121
都道府県支出金 163,843 157,136 154,014
地方債 274,014 320,273 177,140
（うち過疎対策事業債） 7,100 124,700 107,700
その他 662,580 588,575 666,748

歳出総額　B 4,568,510 4,517,704 3,955,059
義務的経費 2,451,006 2,066,099 1,994,616
投資的経費 567,787 381,145 289,353
　うち普通建設事業 (567,787) (378,353) (288,089)
その他 825,342 1,554,260 1,006,483
過疎対策事業費 724,375 516,200 664,607

歳入歳出差引額　C（A－B） 251,263 136,317 193,359
翌年度へ繰越すべき財源　D 87,525 22 4,975

実質収支　C－D 163,738 136,295 188,384
財 政 力 指 数 0.12 0.11 0.11
公 債 費 負 担 比 率 17.5％ 9.7％ 11.4％
実 質 公 債 費 比 率 18.4％ 10.7％ 13.9％
起 債 制 限 比 率 11.3％ 4.3％ 8.0％
経 常 収 支 比 率 84.2％ 82.6％ 96.3％
将 来 負 担 比 率 115.6％ - -
地 方 債 現 在 高 4,940,690 4,109,698 3,620,975

区　　　分
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（４）地域の持続的発展の基本方針

本計画においては、平成28年度から令和７年度までの10年間を計画期間とする歌志内市

総合計画にある「みんなで創る笑顔あふれるまち」を目指し、本市の自然及び社会、経済

の諸条件を考慮しながら、市民生活の向上と地域経済の振興を図ることを基本方針とする。

本市の地域経済を支えてきた基幹産業が喪失して以来、新たに柱となる産業の誘致、創

出に向け鋭意努力してきたが、その実現には至っておらず、雇用の場が少ない現状から人

口の減少が続いている。

このため、産業の創出なくして本市の将来展望は拓けないとの認識に立ち、第一次産業

の基盤づくりを進めるとともに、すでに地域に根ざした企業の経営安定化や新産業の創出、

事業の多角化等による第二次産業の振興等、地域経済の活性化と雇用の場の拡大を図るこ

とが緊急かつ重要な課題となっている。

また、工業団地や遊休施設等の地域資源を活用した企業誘致を推進するため、北海道等

関係機関と連携を図りながら、誘致活動に取り組むこととしているが、停滞し続けている

経済や本市の地勢上のハンディキャップ等により、期待どおり進捗していない現状にある

ことから、製造業にこだわらず、広く産業全般を対象とした誘致活動を展開することとす

る。

一方、本市の地理的特性である山間の地勢を活かしながら事業を推進する観光産業の振

興は、産業の多様化を進める上で大きな役割を担っており、これまで、かもい岳スキー場

を中心とした基盤整備を行うとともに、同スキー場に指定管理者制度を導入し、地元民間

活力により民間の持つノウハウを活かした事業展開を進めてきたが、指定管理者の事業廃

止により平成31年３月末をもって休止となった。その後、令和２年度にスキー場運営を目

的とする民間企業へかもい岳スキー場及び温泉施設を譲渡し、スキー場が再開されること

となった。

今後、事業者及び関係機関との連携を図りながら地域資源であるスキー場を中心とする

観光産業の振興を進めることとする。

「チロルの湯」については、株式会社歌志内振興公社による運営が行われているが、利

用者の増減が経営状況に大きく影響することから、道の駅等、他の観光資源との連携を強

化しながら、近隣の類似施設との差別化を図る等、魅力ある施設づくりに期待するととも

に、集客面等経営安定に結びつく事業支援を継続していく必要がある。

加えて、炭鉱遺産をはじめとする産業遺産として、旧空知炭鉱倶楽部「こもれびの杜記

念館」と郷土館「ゆめつむぎ」の観光資源があり、施設の有効活用やＰＲに努め、市内観

光に誘導し交流人口の拡大を図ることとする。

次に、商業の活性化については、本市の中心市街地である本町地区において平成10年度

に第３セクターにより「歌志内ショッピングセンター」をオープンさせて、市、商工会議

所、既存商店街との連携により魅力ある商業ゾーンの整備を進めたものの、人口の減少や

消費購買力の流出等により核となるテナントのスーパーマーケット事業者が平成16年度末

に撤退するに至った。

現在、市内にスーパーマーケットがない状況にあるが、地域の高齢化が進む中、市民の

日常生活において商店の果たす役割は重要なことから、商工会議所との連携等、新たな施

策について検討する必要がある。

また、これからの高齢化社会に対応するため、平成12年度から施行された介護保険制度

にあわせ、介護保険事業を広域事業として空知中部広域連合を組織し、スケールメリット

を活かして取り組んでいる。
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本市における高齢者福祉では、「歌志内市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」や

「空知中部広域連合介護保険事業計画」に基づき、高齢者の自立支援、生きがい対策、介

護サービスの基盤整備や充実に努めている。

さらに、市民が快適な生活を送ることができるよう、道路、住宅、上・下水道等の都市

基盤整備、医療や教育の面でも充実した施策を進めることが必要である。

医療については、市立病院の建て替えとともに、全床療養型病院としており、周辺の医

療機関や介護施設等と密接な連携を図り、広域医療体制の一翼を担うとともに地域に根ざ

した医療サービスの提供を目指している。

また、教育については、児童・生徒数の減少により学校整備計画に基づく統廃合を進め

た結果、平成22年度時点で小学校、中学校各１校となり、少子化等による減少傾向は今後

も続くことが見込まれることから学校教育の将来の在り方を考え、当該小学校及び中学校

を統合し、令和３年４月に小学校から中学校までの９年間を一貫した教育課程により行う

義務教育学校を設置、開校した。

今後、認定こども園及び義務教育学校が設置されている地区に文教施設を集約する等、

子育て・教育環境の一層の充実を図り、本市のセールスポイントとなるような、特色ある、

オンリーワンの子育て環境の形成を目指した取り組みを推進することとする。

なお、これからの地域の発展に向けては、市民と行政が同じ目線で物事を考えながら、

ともに取り組んでいく姿勢が大切である。今後は市民自らが参画する領域が拡大されるこ

とから、これらに係る各種情報の提供に努めることとする。

本市における持続的発展を可能とする地域社会の形成には、多くの行政課題を抱えてい

るものの、これらを推進するためには、持続可能な行財政基盤の確立が大前提であること

から、徹底した事務・事業のコストの縮減はもとより、市民との協働による各種施策を推

進する必要がある。

また、今後も予想しない社会経済の急激な変化や新型コロナウイルス感染症対策への対

応に伴い、ますます地域課題が多様化、高度化していく中においては、中空知定住自立圏

を中心とした広域連携は地域の持続的発展に重要である。

（５）地域の持続的発展のための基本目標

地域の活性化と持続的発展を果たしていくためには、人口減少に歯止めをかけるととも

に、市民が健康で幸せな生活を送れる「健幸寿命」についても延伸を図り、誰もが住みた

いまちの実現のため、効率的・効果的な行財政運営を推進するとともに、ＳＤＧｓの取り

組みを踏まえ、様々な観点での持続的発展のためのまちづくりを進めることが必要不可欠

である。

国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計によると、本市の将来人口は令和７年に

2,296人（平成27年比36.0％減）、令和12年には1,811人（平成27年比49.5％減）、令和22

年には1,080人（平成27年比69.9％減）になるとされている。

令和２年３月に策定した「第２期歌志内市まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、人

口減少の抑止のための効果的な政策・施策に積極的に取り組むことにより、令和22年時点

の目指すべき将来人口として1,560人を目標としている。この推計に基づき、本計画の最

終年である令和７年度の目標人口は2,487人と定める。
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（６）計画の達成状況の評価に関する事項

本計画を着実に推進していくためには、ＰＤＣＡサイクルによる事業の進捗や効果につ

いて検証を行うことが重要である。

そのため、毎年度実施する総合計画における事務事業評価や総合戦略による進捗管理を

通じて、市民の代表や学識経験者により評価を行う。

（７）計画期間

計画期間は、令和３年４月１日から令和８年３月31日までの５か年間とする。

（８）公共施設等総合管理計画等との整合

歌志内市公共施設等総合管理計画（平成29年３月策定）においては、近年の傾向から「①

公共施設等の維持管理・更新等」、「②人口減少」、「③逼迫する財政状況」の３点の課題

と、過去の統廃合により市内唯一となっている施設が多い本市の現状等を踏まえ、施設総

量の適正化及び機能の複合化等による効率的な施設配置を目指すこととしている。

今後は、長寿命化又は建て替えによる市民サービスの維持を原則としつつ、新規施設に

ついては人口や財政状況を踏まえ、適正な供給を図るものとする。既存施設については、

老朽化の状況や利用実態及び今後の需要見通しを踏まえ、将来的に保持していく必要があ

ると認められた施設は、長寿命化を柱としながら、建て替え、民間等への譲渡、複合化又

は広域化のいずれかを選択し、建て替える場合にはさらに、減築や他の施設との複合化を

検討することとしている。また、道路等のインフラ資産に関しては、社会構造の変化に対

応した適正な供給と長寿命化の推進を基本とするほか、建物の長寿命化及び改修コスト等

の縮減を推進するため、計画的に修繕、改修等を行う予防保全への転換を図ることとして

いる。

本計画においても、上記の考え方に沿った公共施設等総合管理計画の基本方針と整合性

を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。
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２．移住・定住・地域間交流の促進、人材育成

（１） 現況と問題点

１）移住・定住の促進

本市の人口構成をみると、若年層が少なく、人口減少が続く原因にもなっている。この

改善のためには若年層・子育て世代の転出抑制・転入促進が必要である。

本市においては公営住宅を多く確保しているが、公営住宅は若く収入が少ない世帯にと

って安価な家賃のため歌志内での定住に寄与している一方、共働き等を含め世帯の収入が

増えると家賃も高くなる仕組みになっている。このため、家賃の高さを指摘する声が多く

聞かれ、これが子育て世帯の転出理由の一つとなっている。

このため、これら若年層・子育て世代向けのパッケージ型の移住対策の仕組みづくりや

子育て支援・教育の充実、住環境の整備等により、人口減少の抑制を図るための最大の努

力が必要である。

２）地域間交流の促進

特定の地域と継続的に多様な形で関わる「関係人口」を創出・拡大することは、将来の

移住につながる可能性もある。本市における交流施設は、かもい岳スキー場、チロルの湯、

道の駅等の観光施設のほか、歌志内市の炭鉱の歴史や生活文化等を学ぶことのできる施設

として、郷土館「ゆめつむぎ」、さらには、旧空知炭鉱倶楽部を修復し「こもれびの杜記

念館」として一般公開する等、市民はもとより近隣市町の児童・生徒の学習の場として活

用されている。

また、新型コロナウイルス感染症の流行を契機に、テレワークをはじめとしたリモート

化が急激に進展しており、場所にとらわれない就業を可能とするテレワーク環境の整備や

都市部からのワーケーションプログラムの開発に取り組む必要がある。

３）人材の育成・確保

本市においては、人口減少と少子高齢化の進行により、地域における担い手不足等から、

コミュニティ活動の維持・存続が困難となってきており、地域の活力の低下が懸念されて

いる。

地方分権が進む中、「自分たちのまちは自分たちでつくっていく」という意識のもと、

市民が単なる行政サービスの受け手から、地域づくりの一方の主役としての役割を担うこ

とがますます必要となっている。

本市では、平成28年に策定した基本構想において、市民、行政が共に知恵を出し合い、

行動し、まちづくりに取り組むことを通して、すべての市民がしあわせを実感できるまち
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づくりを目指すことを掲げ、基本理念として「みんなで創る笑顔あふれるまち」の実現を

目指してきた。まちづくりに関する情報は、広報紙やホームページ等を活用してわかりや

すく市民に提供するよう努めてきたほか、「町内会連合会との情報交換会」や「小中学生

と市長が語る会」等により意見反映の場を設けてきた。また、各種計画づくりに当たって

は、公募による市民参画を進めてきたところである。今後は、こうした「市民が主体的に

まちづくりに関わる仕組み」を拡充し、まちづくりの将来の担い手を育みながら、「協働

のまちづくり」を進める必要がある。

また、市民のライフスタイルや価値観の多様化で、地域における人と人とのつながりが

希薄になるとともに、過疎化や少子高齢化、核家族化が進む中、担い手不足等の要因が、

地域コミュニティ活動の弱体化を深刻なものとしている現状である。

町内会活動やボランティア活動等各種の地域住民活動は、地域コミュニティを活性化さ

せる重要なものであり、地域団体等が取り組む地域づくり活動を支援する必要がある。

（２）その対策

１）移住・定住の促進

（ア）短期生活体験である「ちょっと暮らし体験推進事業」を推進する。

（イ）住宅取得奨励金の活用による一般住宅の建設促進を図る。

（ウ）一般住宅での耐震改修、住宅改修や除却工事に対する助成等、定住の促進を図

る。

（エ）近隣市町との連携も視野に仕事（雇用）・住宅・子育て支援等を一連の移住対策

としてパッケージ化して、移住者の歌志内での暮らしを見えるようにする。

（オ）国の「地域おこし協力隊制度」を積極的に活用し、地域づくりを担う人材の確保

と育成を図るとともに、任期終了後の定住を促進する。

（カ）子育て世代の移住・定住の促進として、子育て世代向けの定額な公的住宅を提供

する。

２）地域間交流の促進

（ア）民間団体等が実施する各種イベント等への支援を推進する。

（イ）高齢者支援等大学との連携を強化し、地域人材の育成を進めるとともに、大学生

との交流を継続する等の取り組みの充実を推進する。

（ウ）テレワークやワーケーション等の多様な働き方に対応した受け入れ環境の整備に

努める。

３）人材の育成・確保

（ア）まちづくり講演会等を開催し、協働によるまちづくりへの意識の高揚を図る。
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（イ）各種計画策定に当たっては、ワークショップ会議等を活用し、市民参画による計

画づくりを進める。

（ウ）町内会、自治会組織等、市民の主体的な活動を支援する。

（エ）地域コミュニティ活動に必要な各種情報の発信や地域リーダーの育成を図る。

（オ）共に助け合い、安心して暮らせる地域づくりに向け、さまざまなコミュニティ活

動の支援を図る。

（カ）まちづくり活動のけん引役となる、人材・組織を育成する。

（キ）大学との連携により、大学の得意分野を活かしたまちづくりや地域課題の解決に

向けた取り組みを進める。

（ク）広報モニター等の意見を取り入れながら、わかりやすく親しみやすい内容の広報

紙づくりに努める。

（ケ）町内会連合会との情報交換会等により、市民意向の的確な把握に努め、行政課題

の共有化を進める。

（コ）ホームページやＳＮＳ等を有効活用し、迅速かつ的確な情報提供に努める。

（サ）各種団体等との意見交換会等により、幅広い意見聴取や提言の場を設ける。

（シ）市民と協働のまちづくりを推進するため、ＮＰＯ法人に関する調査・研究を進め

る。

（４）公共施設等総合管理計画等との整合

本計画では、歌志内市公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき、整合性を図りなが

ら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。

（３）計　　画

事業計画（令和３年度～令和７年度）
 持 続 的 発 展  事　　業　　名

事　　業　　内　　容 事業主体  備　考
 施　策　区　分 （ 施 設 名 ）

定住促進支援事業
人口減少に歯止めをかけるため、住宅建

設等に対する助成支援や「ちょっと暮らし
体験」、移住等相談会への参加等により、
定住促進を図る。

歌志内市

１　移住・定住・
　地域間交流の促
　進、人材育成

(4)過疎地域持続的発
　 展特別事業
　　 移住・定住
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３．産業の振興

（１） 現況と問題点

１）農林業の振興

①農業

本市は、狭小な地理的条件によって、農業基盤がほとんど無く、また、耕地面積も僅か

で特異な産業構造にあり、これまで農業振興の整備は進んでこなかったが、民間事業者に

よる葉野菜の水耕栽培や露頭炭採掘跡地を活用した、ワイン用ぶどう栽培事業を営む農業

法人が立ち上がり、農業基盤の乏しい本市に新しい１次産業から６次産業への取り組みが

芽生え始めている。今後は、６次産業化に向け農業法人と連携し、特産品の開発はもとよ

り、安定的な雇用の場として事業の継続と発展を図る取り組みが必要となってくる。

②林業

行政区域の55.95㎢のうち、約75％が森林で、所有者別では一般民有林が58％、道有林

が42％の割合となっており、道有林はほとんどが保安林の指定を受けている。

現在、本市においては林業に係る取り組みはほとんどないが、令和元年度に創設された

森林環境譲与税を財源とした、森林整備に関する施策、森林整備を担う人材育成や確保等

の取り組みと併せて、森林のもつ土砂災害防止機能やレクリエーションの場として等の機

能について、歌志内市森林整備計画に基づき、森林所有者との連携を図りながら森林の保

全に努める必要がある。

２）地場産業の振興

本市地場産業の中核を担う企業であり、雇用の確保という面から重要な位置を占める空

知炭礦株式会社は、火力発電所への原料供給を主として、露頭炭採掘事業を順調に進めて

きたが、2050年に温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す脱炭素社会の実現に向けた流れを

受け、今後の情勢が不透明な状況であることから、雇用を守る上では、新しい事業展開の

模索が本市として大きな課題となっている。このことから、企業の取り組みに対して、地

域経済の振興や雇用の確保を図る観点からできる限り事業継続の支援を行うことはもちろ

んであるが、国際的に避けられない脱炭素社会に対応した事業展開への支援が最も重要で

ある。

３）企業の誘致対策

地域経済が衰退し、生産年齢人口の減少が続く中、企業誘致による雇用の確保は喫緊の

課題となっている。

企業誘致の受け皿となる工業団地については、現在、歌志内文珠団地の４区画を分譲し
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ているものの、土地の広さや水源確保等の課題が多く、経済情勢と相まって企業誘致は厳

しい状況にある。

本市はこれまで製造業を中心とした企業誘致を進め、その受け皿となる工業団地に加え

遊休施設や遊休地への企業立地の可能性調査を行ってきたが、製造業に限らず幅広い産業

分野を対象に実効性のある誘致活動に取り組む必要がある。加えて、雇用の場の維持・創

出のためには、多角的な産業構造を生み出すことも重要である。

４）起業の促進

既存の産業開発促進事業等の支援制度について、見直しを図るとともに、高齢者や子育

て世代の女性等による、コミュニティビジネスを展開する可能性もあることから、国や北

海道等の制度周知に努める等、起業しやすい環境づくりに取り組む必要がある。

また、本市で新たに起業を目指す方への助成制度を創設し、地域経済の活性化に取り組

む必要がある。

５）商業の振興

本市の商業は、事業主の高齢化と人口減少と相まって、事業継承意欲の低下を招き、後

継者不足に拍車を掛けている。そのため、地域経済と雇用を支える中小企業等の事業継続

を下支えする制度を設けて支援している。

また、高齢化の進む本市では、買い物の利便性が悪いことが、若者世代を含め、人口の

市外流出の要因となっているため、商店街のにぎわいが失われた本市にとって、生鮮食品

をはじめ日用品の購入等、買い物の利便性を向上させる取り組みや商業施設誘致等が喫緊

の課題となっている。

６）観光

本市における観光施策としては、かもい岳スキー場及び宿泊施設、チロルの湯等の観光

施設の整備を図ることで新たな産業や雇用の創出に努めてきた。

このうち、かもい岳スキー場及び宿泊施設は、令和２年度に民間譲渡され、民間資本に

よる観光振興が動き出している。また、チロルの湯は、アリーナチロルとともに株式会社

歌志内振興公社により運営されており、市内外から利用されている。

本市の観光入り込み客数は、かもい岳スキー場等の休止や新型コロナウイルス感染症の

影響により、一時的に大きく落ち込んだが、令和２年度にスキー場が民間資本により再開

し持ち直しの傾向が見られる。

さらに近年は、かもい岳山頂から眺める雲海や夕日の景観が、観光情報誌に紹介され来

訪者が増加し、新しい観光資源として注目されはじめており、さらなる観光客増加の対策

を図る必要がある。

また、「なまはげ祭り」や「なんこ鍋」といった地域資源の活用や、新たな本市特産品

開発といった取り組みも必要である。
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こうした市内の観光資源が、札幌市、旭川市、富良野市等有名観光地の中間に位置して

いること、さらに、旭川空港から約１時間の距離にあることや道央道砂川ＩＣから約10分

にある等の優位性を活かすため、国外からのスキー場への観光客誘致に向けた施策、周辺

自治体と連携した広域的観光ルートの開発、民間事業者と連携した観光事業の検討を進め

る。

（２）その対策

１）農林業の振興

①農業

（ア）醸造用ぶどう栽培事業を中心とした観光事業との連携及び６次産業化への取り組

みを推進する。

②林業

（ア）森林整備計画に基づき森林所有者との連携を図りながら森林の保全に努める。

２）地場産業の振興

（ア）空知炭礦株式会社による露頭炭採掘事業の継続支援に向け、雇用確保の観点から

もあらゆる機会を通じて、国、北海道に要望するとともに、脱炭素社会に対応した

新たな事業支援を研究し、事業展開への支援を図る。

（イ）地域資源を活かした新たな産業興しを支援する。

３）企業の誘致対策

（ア）誘致に係る各種情報収集や発信手法について調査・研究し、企業誘致による雇用

創出に努める。

（イ）工業団地や旧小学校等の遊休施設、遊休地への誘致を推進する。

４）起業の促進

（ア）既存の助成制度の見直しや新たな制度創設等、支援の充実を図る。

（イ）国等の制度周知による、起業しやすい環境づくりを推進する。

５）商業の振興

（ア）商工会議所との連携により、商売意欲を高めるため、事業継承の取り組み等を推

進する。

（イ）買い物の利便性を向上させる取り組みとして商業施設誘致等について調査・研究
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し、誘致に努める。

（ウ）近隣市町や中空知定住自立圏市町等との連携による産業・観光振興の推進を図る。

６）観光

（ア）民間事業者との連携強化を図り、一層の観光客誘致に取り組む。

（イ）観光情報の発信を強化するとともに地域資源の活用及び観光等施設間の連携強化

を進める。

（ウ）周辺自治体等との連携により広域的観光を進める。

（エ）外国人観光客誘致に向けた研究に取り組み、観光振興を図る。

（オ）観光施設の適正な維持管理に努める。

（３）計　　画

事業計画（令和３年度～令和７年度）
 持 続 的 発 展  事　　業　　名

事　　業　　内　　容 事業主体 備　考
 施　策　区　分 （ 施 設 名 ）
２　産業の振興 (7)商業

   　その他 中小企業振興保証融資事業 歌志内市

商業施設整備事業 歌志内市

(9)観光又はレクリエ
　 ーション

展望台周辺施設補修（塗装）工

事
(10)過疎地域持続的発 特産品等開発事業
　 展特別事業
   　商工業・６次産業化

新たな特産品等の開発に取り組む事業者
等へ助成を行うことで、地域の活性化と新
たな雇用の創出を図ることができる。

うたしない企業の笑顔応援補助
金

市内事業者が行う設備更新等の費用の一
部を助成することで、地域経済と雇用の安
定を図ることができる。

歌志内市創業支援事業補助金
　事業所数が減少し地域経済が疲弊してい
る中、市内で新たに起業する方を支援する
ことで、地域経済の活性化と新たな雇用の
創出を図る。

観光施設活性化推進事業
第三セクター等が運営する温泉宿泊施設

の活性化に資する集客促進事業等への支援
の充実を図るとともに、魅力ある事業の展
開により交流人口の増加に繋がる。

   　基金積立 住宅改修促進助成事業
市内建設業者等による住宅の改修費等を

助成することにより、快適な住環境の整備
と市内建設産業の振興及び雇用の安定を図
るとともに、市民の定住を促進することが
できる。

   　観光

歌志内市

歌志内市

歌志内市

歌志内市

歌志内市

歌志内市
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（４）産業振興促進事項

（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種

産業振興促進区域 業 種 計画期間 備 考

製造業、情報サービス業等、 令和３年４月１日～

歌志内市全域

農林水産物等販売業、旅館業 令和８年３月３１日

（ⅱ）当該業種の振興を促進するために行う事業の内容

上記（２）（３）のとおり

（５）公共施設等総合管理計画等との整合

本計画では、歌志内市公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき、整合性を図りなが

ら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。

商工会議所が実施するプレミアム付き商
品券発行事業に対し助成することで、市内
商店等での消費による市内経済の活性化を
図ることができる。

プレミアム商品券発行事業（基
金事業）

歌志内市

市内での
利用に限
定し商品
券を発行
すること
で市外へ
の消費流
出を防止
し、地場
消費の持
続的発展
が期待で
きる。
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４．地域における情報化

（１）現況と問題点

情報通信分野における技術の進歩は著しく、世界全体が情報化社会に移行しており、さ

らにデジタル化が進んだ社会像として、ＩｏＴ（Internet of Things）やＡＩ（人工知能）等

により様々な知識や情報が共有される Society5.0を目指している。地域の情報通信インフ

ラは一定の整備がされており、Society5.0で実現する社会でＩｏＴにより人と物がつなが

り、本市における少子高齢化や公共交通等の様々な課題を有効に解決する手段としての可

能性があるが、事業の実施のための人材の確保や、高齢化率が突出して高い地域のため活

用能力が低く、産業においても多くは小規模な事業者で経営者の高齢化が進む等、利活用

に課題がある。

新型コロナウイルス感染症を契機に、教育では児童生徒の学びの保障としてＩＣＴの活

用が進んだことから、今後も環境整備の充実を図る必要がある。

行政分野の情報化については、住民生活の利便性の向上のため、住民記録・各種税及び

料金を中心とする住民情報系システム及び財務会計・条例管理を中心とする内部情報系シ

ステムについて年次的に改修・更新を行い、一定の行政情報化の水準を確保しているとこ

ろである。

今後はさらに行政サービスの利便性の向上とセキュリティの向上が求められるととも

に、防災対応等市民への情報伝達が重要であり、インフラの整備が必要となってくる。

特に防災については、近年の気候状況の変化等により、毎年のように全国各地で自然災

害による甚大な被害が発生しており、高齢化率の高い本市においては、住民の生命を守る

ため、迅速な災害対応が求められている。

住民生活の利便性向上のためには、災害の影響を受けにくいとされる防災行政無線が重

要であり、全国の整備率は約78％（令和元年度）となっており、本市においても整備を検

討しているが、本市の地理的条件により通信設備の整備に多額の費用を要することや発信

拠点となる親局の設置場所の選定という問題があり、現在において整備に至っていない。

このため現時点では、消防本部の有線スピーカーをメインとして、ＳＮＳや登録制メー

ル、固定電話への音声配信サービス等様々な手段を組み合わせながら住民に対し情報を発

信している状況であるが、特に屋内にいる携帯電話を所有していない住民に対する情報提

供の方法については、引き続き課題が残っている。

また、行政情報等の提供手段として、公式ホームページを開設し、観光・イベント情報

や行政情報等を発信し、市民の各種利便性の向上を図るとともに、交流人口の増加へ結び

つけている。

さらに医療についても情報化が求められている。本市では歌志内市立病院が市内の基幹

病院として市民の疾病予防や健康づくりに取り組んでおり、中空知医療圏域内の医療機関

や介護施設等と密接な連携を図り、慢性期医療を担う医療機関として役割を果たしている。

同病院がこうした役割を十分に果たし、地域住民が住み慣れた地域で安心して暮らすこと

ができるよう、遠隔医療等の体制を整える必要がある。



18

（２）その対策

（ア）広域的医療連携による遠隔診療等の機能拡充に向けた検討をする。

（イ）学校教育での新しい時代に対応する情報基礎学習のため、ＩＣＴ教材の拡充や教

職員の研究・研修体制を推進するうえで、ＩＣＴ支援員の派遣等、指導力の向上に

努める。

（ウ）住民情報系・内部情報系システムを計画的に改修・更新するとともに、業務の効

率化や経費削減の検討を行う。

（エ）市町村防災行政無線（同報系）等の整備や個別受信機の導入等について検討を行

う。

（オ）市民や地域社会が、情報化の推進に円滑に対応できるための知識の普及に努め

る。

（カ）ＩＴを活用した情報発信（防災情報、定住促進等）の充実を図る。

（４）公共施設等総合管理計画等との整合

本計画では、歌志内市公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき、整合性を図りなが

ら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。

（３）計　　画

事業計画（令和３年度～令和７年度）
 持 続 的 発 展  事　　業　　名

事　　業　　内　　容 事業主体 備　考
 施　策　区　分 （ 施 設 名 ）
３　地域における
    情報化

行政の情報化推進に伴う電算システムの
更新及び保守を行い、効率的な行財政の運
営とともに、市民サービスの向上が図られ
る。

公式ホームページ更新
観光・イベント情報や行政情報等、各種

情報発信することで、住民サービスの向上
を図るとともに、交流人口の増加が図られ
る。

歌志内市

(2)過疎地域持続的発
　 展特別事業
　 　その他

行財政運営の効率化（電算シス
テム保守委託・借上料）

歌志内市
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５．交通施設の整備、交通手段の確保

（１）現況と問題点

１）交通施設の整備

①道道及び市道

交通体系の整備は、産業、福祉、教育、定住促進等のあらゆる分野にわたり、まちづく

りの根幹をなすものである。特に本市は山間の地勢にあり、まちづくりを推進するうえで、

道路の計画的整備は大変重要である。

本市の広域交通網は、主として東西に縦断する道道赤平奈井江線を幹線として５路線で

形成されている。赤平市とを結ぶ新歌志内トンネルの完成と上砂川町側の文珠峠付近の道

路改良が終了し、国道38号線及び国道12号線のバイパス的役割に十分対応できる交通基盤

となり、本市の観光施設へのアクセス向上はもとより、札幌、旭川、富良野方面への広域

ルートの中継地として、地元産業経済に及ぼす効果が期待できる。

このため、国内外からの観光客の誘致等によって地元産業経済の活性化を行うには、周

辺自治体と相互連携して新たな広域交通網を拡大する必要がある。

また、道道と連結する市道については、地域と向き合った成果重視の展開が必要であり、

生活密着道路については、未改良道路整備や既存道路の延命を図りながら、利用者の安全

性や快適性の確保に努める必要がある。

なお、冬期間の道路空間の確保は、市民生活や社会活動において不可欠であることから、

快適性を重視した除排雪システムの整備が必要である。

また、橋りょうはすべて永久橋であるが、｢歌志内市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、

老朽化した橋りょうの整備を進める必要がある。

道の駅「うたしないチロルの湯」が平成11年にオープンして以来、地域間交流の拠点と

して、札幌や旭川、道東方面へ向かうドライバーの休憩地点として活用されており、今後

においても各地の道の駅とを結ぶ広域情報ネットワーク化を促進する必要がある。

２）交通手段の確保

公共交通の需要は、人口減少、少子高齢化、マイカーの普及等により長年減少が続いて

おり、昭和63年のＪＲ歌志内線廃止後、本市における公共交通機関は、廃止されたＪＲ線

の代替輸送路線である焼山線及び歌志内線の２路線のバス交通のみとなった。

その後、焼山線については、事業収支の不足分をバス事業者へ支援措置して維持・確保

していたが、利用者の減少が続き平成31年３月末に廃止となった。本市のバス交通路線は

歌志内線のみとなり、地域住民の通勤、通学、通院等日常生活の足となっているが、新型

コロナウイルス感染症の感染拡大による利用者の減少が続いた影響もあり、令和２年度に

おいて減便措置が行われた。

今後、バス路線の円滑な運行に向け、利用頻度に応じた運行時間、運行回数等の調整を
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図る必要がある。

一方、住民の移動手段の確保のために、実情に応じた公共交通サービスの維持・確保が

必要である。

（２）その対策

１）交通施設の整備

①道道及び市道

（ア）新たな広域交通網の拡大のため、周辺自治体との相互連携を進める。

（イ）冬期間の安全確保のため、除雪機械の適正な管理や更新整備を進めるとともに、

効率の良い除排雪作業に取り組む。

（ウ）老朽化する橋りょうについては、緊急で優先される施設から延命化や架け替えを

推進する。

（エ）市道の改良舗装の整備を図る。

２）交通手段の確保

（ア）地域の公共交通を維持・継続するための各種対策を図る。

（イ）地域のコミュニティバスやデマンド型交通等について調査を進め、導入について

検討する。

（ウ）市民同士のライドシェアについて研究し、実証実験を検討する。
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合

本計画では、歌志内市公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき、整合性を図りなが

ら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。

（３）計　　画

事業計画（令和３年度～令和７年度）
 持 続 的 発 展  事　　業　　名

事　　業　　内　　容 事業主体 備　考
 施　策　区　分 （ 施 設 名 ）
４　交通施設の整 (1)市町村道
    備、交通手段　 　道路 市道中村８号線改良舗装等工事 歌志内市
    の確保

　 市道ウタシュナイ線改良舗装工
歌志内市

事

市道公園線改良工事 歌志内市

市道工業団地線付帯施設改修工
歌志内市

事

市道花園線道路改良舗装工事 歌志内市

各種市道局部改修工事 歌志内市

　 　橋りょう
橋梁長寿命化対策事業 歌志内市

(8)道路整備機械等
除雪機械更新事業 歌志内市

道路整備車両機器購入事業 歌志内市

(9)過疎地域持続的発 地域公共交通計画等策定事業
　 展特別事業
   　公共交通

既存の地域公共交通機関の維持確保に努
めるとともに、人口減少や高齢化が進展し
ている状況を踏まえ、「子育て世帯の交通
支援」、「高齢者の健康寿命延伸のための
外出支援」により、安心して暮らせるまち
づくりを目指す。

歌志内市
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６．生活環境の整備

（１）現況と問題点

１）水道施設の整備

①上水道

生活様式の向上に伴う水需要の拡大に対応すべく、水道水の確保と施設の効果的な管理

運営体制の強化を目的に、昭和58年に本市と滝川市、砂川市の３市による中空知広域水道

企業団を設立している。

平成18年には奈井江町の水道事業と統合し、さらに平成20年度から水道料金の統一を行

い、３市１町を給水区域とする広域水道事業として運営を開始した。

今後は、有収率向上のため、管路の点検や老朽管の布設替えを進め、良質で安全な水道

水の供給に努める必要がある。

２）下水道処理施設の整備

①公共下水道

公共下水道事業は、昭和49年度事業認可の石狩川流域下水道計画により、主要道道赤平

奈井江線の街路事業と並行し幹線管渠の整備が図られ、平成４年に供用開始した。

本市の下水道普及率は、令和２年度末で98.4％と高い水準にあるものの、建設償還金や

施設の維持管理費等一般会計の財政負担も大きいことから、今後は未水洗化住宅の解消に

努めるとともに、効率的な施設の維持管理と計画的な管渠整備を進める必要がある。

また、公営企業会計導入に向けた取り組みを行い、独立採算の原則を意識した企業経営

を行っていかなければならない。

３）廃棄物処理施設の整備

①ごみ処理施設

住民の快適な生活環境の確保に不可欠なごみ処理は、環境保全、資源保護の観点から、

ごみの排出抑制や再資源化の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の推進が求めら

れている。

本市においては、広域ごみ処理中継施設を本市を含む近隣市町による砂川地区保健衛生

組合により、平成15年４月より供用開始しており、今後も、施設の持続的で安定的稼働が

必要となる。

可燃ごみについては、焼却処理施設を中空知衛生施設組合・北空知衛生センター組合・

砂川地区保健衛生組合の３つの一部事務組合により建設し、平成25年４月より供用開始し

ており、今後も施設の安定的な稼働が必要となる。
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最終処分場においては、上歌地区と東光地区に有し、今後もさらなる環境保全推進のた

め、適切な管理と施設延命に努める必要がある。

②し尿処理施設

し尿等の処理量の減少と施設の老朽化に伴い、歌志内市衛生センターを休止し、平成27

年度から石狩川流域下水道組合により、共同処理が供用開始されている。今後も、同組合

と連携して適正で衛生的な、し尿処理に取り組む必要がある。

４）消防施設の整備

①消防、救急体制

地震や地球温暖化による気候変動での集中豪雨等、予測しがたい自然災害の発生が相次

いでおり、消防を取り巻く環境はますます厳しさを増している。

今後も、多種多様化する災害等に対し、迅速かつ的確に対処していくことがより重要と

されることから、消防車両等の計画的な整備や消防・救助隊員の知識と技術の充実、市民

の防火・防災意識の向上と市民による防火・防災体制の確立を図る必要がある。

防火・防災体制においては、消防団の充実のため消防団員の確保が急務となっている。

救急・救助業務については、迅速かつ適切な応急措置を行いながら、新型コロナウイル

ス感染症の感染対策をはじめとする、各資機材の整備や職員の高度な知識と技術の習得に

努めるとともに、医療機関との連携を強化し、救急・救助体制の充実に努める必要がある。

また、ひとり暮らしの高齢者等の災害、事故、急病等の緊急時に対する不安が増大して

いるため、緊急時における迅速かつ適切な救護体制を確立することで、住民サービスの向

上を目指す必要がある。

５）公営住宅の整備

①住環境の整備

本市では、文珠高台団地公営住宅や歌神一区地区改良住宅、東光三区地区改良住宅等市

営住宅の建設や、援助員の支援のもとでの高齢者住宅として東光、神威シルバーハウジン

グの整備等、市営住宅を中心にこれまで住環境の整備に努めてきた。一方で、人口減少と

少子高齢化の進展、市営住宅や公共施設の老朽化、空き家の増加等、住生活を取り巻く多

くの課題への対応が求められている。

しかし、現在の住宅市街地は、かつて幾つもあった炭鉱時代の集落形成を引き継いでい

ることから東西に分散している。人口が激減した現在にあっては、厳しい財政状況のもと、

以前の人口規模を前提とした住宅市街地の維持は困難であり、今後の住生活に影響を与え

る懸念がある。このため、今後は人口減少に伴い過剰となった市営住宅の再編・集約化を

中心に、住宅や公共施設を地区ごとに集約し、コンパクトな市街地の形成を推進しなけれ

ばならない。

また、危険な空き家の撤去をはじめとする、空き地・空き家対策も喫緊の課題となって
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いる。老朽化した空き家については、所有権や財産権等に関わることから慎重な対応が求

められ、庁内関係各課が連携して所有者への対策要請等に取り組む必要がある。この他、

健全な状態の空き家や土地を有効活用する仕組みづくりについても検討を進める。

市営住宅の整備に当たっては、総合計画・土地利用の方向性を基本とし、「歌志内市都

市計画マスタープラン」や「歌志内市住生活基本計画」並びに「公営住宅等長寿命化計画」

に基づき効率的に推進していくが、定住促進に向けた一層の施策の展開を踏まえながら、

需要に見合った居住環境整備を図っていく必要がある。

６）その他

①環境衛生

道の駅と駐車公園の２か所の公衆トイレで十分需要をまかなえていることから、市営公

衆トイレは平成17年度から休止していたが、令和２年度に当該市営公衆トイレの解体及び

用途変更を行った。

また、市営墓地については、核家族化の進行や価値観の多様化等により、合葬墓等新し

い形態が見られる。このため、多様なニーズを踏まえて墓地の整備を検討するともに、今

後も墓地利用者が利用しやすい環境づくりを推進する。

②公害防止

社会情勢の変化やライフスタイルの多様化等で環境汚染の態様も変化していることか

ら、市民の健康の保持及び生活環境の保全を図る必要がある。

（２）その対策

１）水道施設の整備

①上水道

（ア）水は貴重な資源であるという認識のもとに、市民や事業所等に節水に対する意識

高揚を図る。

（イ）安全で安定した水道水を供給するため、中空知広域水道企業団の事業を推進する。

２）下水処理施設の整備

①公共下水道

（ア）下水道普及率の向上を図るため、一般家庭については住宅改修促進助成事業並び

に水洗便所等改造資金貸付金制度を継続し、両制度の利用を促進する。

（イ）有収水量の向上を図るため、不明水対策等下水道施設の維持管理を進める。

（ウ）汚水管内調査を行い、計画的な維持補修を進める。

（エ）公営企業会計導入に向けた事務作業を進める。
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３）廃棄物処理施設の整備

①ごみ処理施設

（ア）広域による施設の安定的で効率的な運営が確保されるよう事業運営を進める。

（イ）３Ｒのさらなる普及推進を図る。

②し尿処理施設

（ア）広域によるし尿の共同処理を推進する。

（イ）非水洗化地区の効率的な収集体制の充実を図り、迅速で衛生的な処理を推進する。

（ウ）計画的に歌志内市衛生センターの廃止を図る。

４）消防施設の整備

①消防、救急体制

（ア）広報活動を強力に推進するとともに、婦人防火クラブや町内会･自治会との連携

強化及び事業所や地域における自主防災組織の育成に努め、防火意識の高揚を図る。

（イ）消防体制を強化するため、消防職員等の教育訓練の充実と予防業務の高度化・専

門化に対応するための予防体制の充実強化を推進する。

（ウ）各種災害に的確に対応できる警防戦術を整備するとともに、高規格救急自動車、

消防団車両や消防職員の防火装備更新及び消防水利施設の充実強化を図る。

（エ）高規格救急自動車を使用した救急救命士業務の充実強化のため、教育訓練を推進

するとともに、医療機関との連携を密にし、救急体制の充実を図る。

（オ）各種災害、事故における救助活動の迅速化のため、救助隊員の教育訓練及び救助

資機材の整備を図る。

（カ）消防団及び女性消防団への加入促進に努め、消防団の活性化を図り、地域におけ

る広報活動を推進する。

（キ）ひとり暮らしの高齢者等災害弱者の緊急時の救護体制を確立し、有事の際には消

防業務管理システムにより、正確な位置情報等を判別するとともに、ＮＥＴ119緊

急通報システムを導入することで、人命の安全を図る。

（ク）消防の広域化については、｢北海道消防広域化推進計画」に基づき協議する。

５）公営住宅の整備

①住環境の整備

（ア）新規整備に当たっては、高齢者や障がい者等誰もが安心・安全に暮らせる住宅性

能を確保し、単身住宅・子育て住宅・全世帯向け住宅の形成を目指した環境整備を

行う。

（イ）既存住宅の改善に当たっては、道道沿いに位置する状態のよい住宅を優先するこ

とで、良好な住環境の維持を効率的に進める。
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（ウ）公営住宅等長寿命化計画に基づき、適切な管理戸数を設置し、必要な改修を行い

ながら既存住宅の維持管理に努める。

（エ）耐用年数を超過した老朽化住宅は用途廃止し、計画的に解体除却を進める。

（オ）良質な空き地・空き家については、ホームページによる情報提供を促進し、定住

希望者への住み替えの受け皿として活用できる仕組みづくりを検討する。

６）その他

①環境衛生

（ア）多様なニーズを踏まえて墓地の整備を検討するとともに、適正な維持管理に努め

る。

②公害防止

（ア）大気汚染や水質汚濁等について、関係法令に基づき排出基準の遵守を徹底する。

（イ）広報活動等により、公害防止のための住民意識の高揚を図る。
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（３）計　　画

事業計画（令和３年度～令和７年度）
 持 続 的 発 展  事　　業　　名

事　　業　　内　　容 事業主体 備　考
 施　策　区　分 （ 施 設 名 ）
５ 生活環境の整 (1)水道施設 中 空 知
　 備 　 　上水道 中空知広域水道企業団出資金 広域水道

企 業 団
(2)下水道処理施設 石狩川流域下水道中部処理区
　 　公共下水道 北 海 道

建設事業負担金
(3)廃棄物処理施設 可燃ごみ処理施設建設事業負 中・北空知
　 　ごみ処理施設 廃棄物処理

担金 広 域 連 合
　　 し尿処理施設

汚泥等受入施設建設事業負担金 歌志内市

し尿等共同運搬負担金 歌志内市

(5)消防施設 消防車両等更新事業
歌志内市

・高規格救急自動車
消防車両等更新事業

歌志内市
・ポンプ自動車

(6)公営住宅
子育て住宅新築工事 歌志内市

高齢者向け住宅新築工事 歌志内市

市営住宅駐車場造成工事 歌志内市

景観整備機器購入事業

歌志内市

　　 防災・防犯 防犯灯整備事業

歌志内市

　　 その他 下水道企業会計移行支援事業
公営企業会計導入に伴い、下水道企業会

計システム等を整備することで事務の軽減
を図る。導入を１市２町の広域で行うこと
により経費節減を図る。

消防業務管理システム導入
災害時に活用する各種台帳及び情報の共

有化集約を行い、災害活動等の迅速化を図
る。

(7)過疎地域持続的発
　 展特別事業
　　 環境

　各町内会自治会の高齢化や市内業者の技
術者不足に伴い、草刈り作業の軽減を図る
ため、機械化を進め草刈り作業の効率化を
図る。

　製造中止となるナトリウム防犯灯をＬＥ
Ｄ化することで、節電及び生活環境の向上
及び住民の安全・安心な暮らしの確保を図
る。

歌志内市

歌志内市
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合

本計画では、歌志内市公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき、整合性を図りなが

ら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。

NET119緊急通報システム導入
災害・急病などが発生した場合、聴覚・

言語機能障害者による119番通報の円滑化及
び通報者の位置情報を把握し、迅速かつ適
切な出動が可能となる。

空き家対策事業
過疎化により空き家等が増加傾向にあ

り、不適切な管理状況や所有者不明の危険
家屋も点在しており、市民の安全安心な生
活環境を守るため、空き家対策の向上を図
る。

公共施設等解体撤去事業（衛生
センター等）

老朽化等により有効活用が困難となって
いる施設を解体撤去することで、景観の保
全と地域の安全安心な生活環境の向上とと
もに跡地利用の促進を図る。

(8)その他 砂 川 地区
火葬場費負担金 保 健 衛生

組 合
砂 川 地区

ゴミ処理費負担金 保 健 衛生
組 合

歌志内市

歌志内市

歌志内市
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７．子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進

（１）現況と問題点

①子育て環境の確保

急速に進行する少子化は、将来の労働人口の減少や社会保障負担の増加等、社会経済へ

の深刻な影響が懸念されている。

晩婚化や未婚化の進行、夫婦の出生力そのものの低下、子育ての経済的・精神的負担、

仕事と子育ての両立の難しさ等、少子化の要因とされる課題は多岐にわたっており、社会

全体での取り組みが必要となっている。

ひとり親家庭は、経済的・社会的に不安な状態に置かれることも多いため、安心して子

育てすることができる環境整備が必要となっている。

②高齢者保健福祉

令和３年３月末の人口は2,994人で、65歳以上の高齢者は1,580人、高齢化率は52.8％

と超高齢社会となっている。この状況は今後も増長していくと予想される。

現代社会においては介護問題は特別なことではなく、誰の身にも起こりうる身近な問題

となっている。とりわけ、認知症高齢者への対策は、全国的にも重要な課題であり、特に

本市のような高齢化率の高いまちでは、その対策は一層急務となる。

また、このような状況の本市においても、核家族化の進行や共働き世帯の増加等により介

護における家庭の果たす役割が変化し、介護の孤立化が生じやすい環境にある。

既に、従来の介護の担い手であった子どもたちがまちを離れ、高齢者だけが残るという状

況が多く出現したり、あるいは家族がいても日中は勤めに出て不在になるため、心身機能

の低下している高齢者だけが家で留守番をすることになり、緊急時の対応に不安が大きい

状況であり、介護の孤立化が生じているといえる。

本市はこれまで、市民との協働により地域福祉の向上を目指し、「地域福祉計画」を基

本としながら、「歌志内市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」及び「空知中部広域

連合介護保険事業計画」に沿って、高齢者の生きがいや自立を図るために老人クラブの育

成や健康の維持・増進、社会参加の促進等を目的に、高齢者の福祉施設や高齢者住宅の整

備を進めてきた。

今後もこれらの計画に基づきながら、認知症高齢者への支援、サロン等の交流の場や経

験を活かした就労の場の確保による意欲の向上等、要介護状態への予防と、要介護状態と

なっても安心して生活が継続できるようにするための仕組みづくりが必要である。

③障がい者福祉

本市では障がい者施策の基本として「障害者総合支援法」に基づき「歌志内市障がい福

祉計画」を策定し、同計画において『すべての障がい者が、必要な支援を受け、社会参加

とともに地域において安定・充実した自立生活ができるまちづくり』を図ることとしてい

る。
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このため、必要とする障がい福祉サービスや支援を受けつつ、障がい者の自立と社会参

加を促し、地域で安定した生活ができるよう、障がい者福祉制度や医療給付の提供、就労

支援や健常者との交流の場の提供が必要である。

④勤労者福祉

新たな基盤となる産業の創出に思うような成果が上がらず、また、人口減少の進行等に

より就業機会の確保は大きな課題となっている。

このため、本市では企業誘致をはじめとする産業振興を重点施策として取り組むことに

より、雇用の場の確保を図り、産業構造や就業形態の変化に対応した技術者育成のための

能力開発や職業訓練を推進する必要がある。

また、女性や中高年齢者、心身障がい者等の就業ニーズにあわせた就業機会を拡大する

必要があるとともに、各企業において勤労者の労働意欲の向上と、生活の安定向上を図る

ための労働環境及び福利厚生施設の充実を促進する施策が求められている。さらに、季節

労働者の通年雇用の促進を図るため、近隣市町と共同で設置した砂川地域通年雇用促進協

議会との連携が必要である。

⑤その他の保健福祉

本市は高齢者に占める有病者の割合が高く、65歳以上では半数以上が生活習慣病で治療

が行われている。

市民の死亡原因をみると、６割以上が悪性新生物（がん）や心疾患・脳血管疾患等の生

活習慣病が占めているが、これらの疾患は、要介護の原因となることもあるため、介護予

防の観点からも生活習慣病の一次予防に重点を置くとともに、合併症の症状進行等の重症

化予防を重視した取り組みが重要である。

本市では、健康寿命の延伸を中心課題ととらえ、「歌志内市健康増進計画」を策定し、

生活習慣病の発症予防や重症化予防に取り組んでいる。今後も保健サービスの充実を図り、

予防対策事業や健康づくり事業を推進し、若年期から高齢期まで、市民のライフステージ

に応じた健康づくりのため総合的に取り組んでいかなければならない。

母子保健については、少子化や核家族化が進行し、育児知識の継承や地域での子育て機

能の低下が進んでおり、子育てを取り巻く環境が大きく変化し、虐待をはじめとする子育

てに関する深刻な問題が発生しないよう、関係機関が連携を密にして迅速に対応する体制

づくり等、母子保健対策を一層充実させる必要がある。

（２）その対策

①子育て環境の確保

（ア）「第２期歌志内市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、少子化対策や子育て

家庭への支援のため、児童福祉施策を体系的に推進する。

（イ）関係機関との連携により、児童相談や指導体制の充実を図る。

（ウ）相談体制や関係機関・団体との連携を強化し、児童虐待の発生予防、早期発見及

び早期対応の取り組みを進める。
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（エ）ひとり親家族支援施策を、福祉・保健・医療・教育・就労・住宅等の総合的な施

策として充実させる。

（オ）安全・安心に出産するために妊婦健康診査の実施を推進する。

（カ）子育ての仲間づくりや地域での育児支援体制づくりを進め、母子の孤立化を防止

する。

（キ）児童館や放課後児童クラブ（学童保育）等子どもの居場所づくりを充実し、子ど

もたちの健全育成活動を推進するため、児童館、児童センター及び学童保育室の一

元化等の取り組みを進める。

②高齢者保健福祉

（ア）地域包括ケアシステムの構築に向け、医療と介護、予防、住まいと福祉等、各分

野の連携が図られるよう、地域包括ケア会議の充実を図る。

（イ）高齢者の生活の安定や退職後の意欲や生きがいの継続を図るため、身につけてき

た技術や特技を活かした就労の場を確保するシルバーセンターの活動を支援する。

（ウ）高齢者に適したスポーツやレクリエーションの普及に努め、運動を通じて積極的

な健康の維持・増進を推進するとともに、交流機会の拡大を図る。

（エ）ひとり暮らし高齢者や要支援・要介護者が住み慣れた地域で安心して生活が続け

られるよう、在宅福祉サービスの充実に努める。

（オ）高齢者一人一人を地域で支えることができるよう、地域介護力の向上を図るため

介護教室や認知症サポーター養成講座、介護教室等、知識や技術の習得の場をより

一層充実させる。

（カ）地域で高齢者を支えるために、見守り委員やサロンの運営等を行うボランティア

等の人材育成事業を継続し、高齢者の閉じこもりや孤独感の解消、心身機能の維持

・向上を図る。

（キ）高齢者講座等を充実させ、高齢者の学習や趣味・娯楽等を通じた交流機会の促進

や社会参加を推進する。

（ク）老人クラブ活動を支援し、市外研修等外出や交流の機会を提供する。

（ケ）「歌志内市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」「空知中部広域連合介護保

険事業計画」に基づき、高齢者の福祉サービスの推進や介護保険事業の計画的な展

開を図る。

（コ）「歌志内市地域福祉計画」に基づき、高齢者一人一人が地域の絆を大切にし、地

域の一員としての繋がりを持ち続けることができるよう支援する。

（サ）多様化する高齢者のニーズに応えるため、専門的で機能性、柔軟性に優れた社会

福祉法人等の民間活力を積極的に活用し、充実したサービスの提供を図る。

③障がい者福祉

（ア）住み慣れた地域社会で、自立し安心して暮らしていけるよう、保健・医療サービ

ス、相談・情報提供等日常生活に必要なサービスを提供する。

（イ）就労に関する相談機能を強化し、就労支援の拡充を図る。

（ウ）保健、医療、福祉の担い手の養成、確保を図り、障がい者同士や地域との交流を
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促進するとともに、地域福祉推進の基盤づくりを進める。

（エ）障がいに関わらず、さまざまな分野での社会参加が可能となるよう、支援体制の

充実に努める。

（オ）障害者福祉施設等に入所する障がい者の社会参加が可能となる地域共生社会の実

現のため、地域生活への移行を推進する。

④勤労者福祉

（ア）企業誘致活動の推進等により、雇用の場の拡大を図る。

（イ）中空知地域職業訓練センターを核として、時代のニーズに応じた職業訓練や能力

開発を推進する。

（ウ）関係機関、企業との連携を図りながら、年間を通じた産業活動の活性化を促進し、

季節労働者の通年就業の場の確保に努める。

（エ）労働災害の防止や就業性疾病の予防対策を強化する。

⑤その他の保健福祉

（ア）市民の自主的な健康管理意識の高揚と保健指導の充実を図る。

（イ）健康教育、健康診査、訪問指導等、母子保健事業を充実し、健やかな妊娠・出

産・育児への支援に取り組む。

（ウ）感染症の予防と早期発見、早期治療を推進する。

（エ）受診しやすい健（検）診の体制づくりを進めるとともに、受診の促進と異常の早

期発見に努める。

（オ）生活習慣病の発症予防や重症化予防、早期発見に努める。

（カ）健康管理システムの充実を図る。

（キ）幼児・学童期から食への関心を深め、正しい知識の習得と健康な食習慣を身につ

けることができるよう取り組む。

（ク）子どもを望む夫婦が安心して子どもを産み育てることができるよう、不妊治療費

と特定不妊治療に係る交通費を助成する。

（ケ）安心して健康的な出産を迎えられるよう、妊婦の歯科健診を実施する。

（コ）成人の歯周病の予防のため、歯科健診を実施する。

（サ）健診や健康づくり事業に参加した方に対し、事業内容に応じてポイントを付与

し、景品と交換することで、健康づくりへの関心を高める。

（シ）安心して子どもを産み育てることができるよう、子育て用品のリース費用を助成

し経済的負担を軽減する。

（ス）安心して小児慢性特定疾病の治療が続けられるよう、小児慢性特定疾病の治療に

係る交通費を助成する。
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合

本計画では、歌志内市公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき、整合性を図りなが

ら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。

（３）計　　画

事業計画（令和３年度～令和７年度）
 持 続 的 発 展  事　　業　　名

事　　業　　内　　容 事業主体 備　考
 施　策　区　分 （ 施 設 名 ）

健康管理システム更新事業
住民の健康維持増進を図るため、住民健

診や予防接種、妊婦健診等の管理システム
を更新し、効率的に住民の健康管理を行う
ことで、住民の健康維持が図られる。

緊急通報体制等整備事業
身体虚弱な方や重度の身体障害等によ

り、機敏に行動することが困難な方の自宅
に、事故や急病等、突発的事態に対処でき
るよう、消防署と利用者宅を直接電話回線
を結ぶ緊急通報装置を設置し、生活不安の
解消と人命の安全性を確保することができ
る。

温泉施設利用優待事業
高齢者等を対象に、市内温泉利用優待券

を交付し、高齢者等の健康の維持増進と閉
じこもりの防止や意欲の向上を図ることが
できる。

公共施設等改修事業（デイサー
ビスセンター他）

老朽化や損傷した公共施設等の維持補
修・改修等を行い、施設等の機能を確保す
ることで、集落の維持及び住民の生活環境
の向上を図ることができる。

　　 基金積立 高齢者等生活支援事業
高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けら

れる環境整備のため、シルバーハウジング
の生活援助員の配置や安否確認、給食宅配
サービス、除雪や外出支援等を行い、高齢
者が安心して暮らせる環境整備を図ること
ができる。

子ども医療費助成事業
１８歳以下の医療費無料化により、子育

て支援の充実を図り子育て世帯の定住化を
図ることができる。

認定こども園無償化事業
認定こども園の園児に係る保育料及び給

食費を無償化することにより、経済的負担
軽減と安心して子育てできる環境を整備す
ることができる。

(9)その他 空知中部
介護保険費負担金

広域連合
北海道後期

後期高齢事業負担金 高齢者医療
広 域 連 合

市民の健
康及び福
祉増進が
図られ健
康寿命に
繋げるこ
とで持続
的発展が
望める。

６　子育て環境の
　確保、高齢者等
　の保健及び福祉
　の向上及び増進

歌志内市

歌志内市

(8)過疎地域持続的発
　 展特別事業
　　 その他

歌志内市

歌志内市

歌志内市

歌志内市

歌志内市
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８．医療の確保

（１）現況と問題点

①医療の確保

本市の医療機関は、市立病院のほか、歯科診療所が１か所あり、市民の健康管理の上で

重要かつ密接な役割を担っている。

市立病院においては、人口減少や診療報酬の改定、消費税負担の増大等により､病院経

営は大変厳しい状況にある。また、近年、多くの公立病院と同様に本市の市立病院におい

ても経営状況が悪化するとともに、医師不足に伴い診療体制の縮小を余儀なくされる等、

経営環境や医療提供体制の維持が極めて厳しい状況になっている。

このような状況の中、平成27年３月、国において策定された「新公立病院改革ガイドラ

イン」を踏まえ、当病院が地域の中で果たすべき役割、目指すべき医療を明らかにした上

で、病院経営の改革を総合的に推し進めるため、「歌志内市立病院経営健全化計画（平成

29年度～令和３年度）」を策定した。

なお、令和３年度は同計画の最終年を迎えるため、現行計画の進捗状況について点検・

評価を行い、国から示される「改定公立病院改革ガイドライン」に基づく新たな計画の策

定に着手することとしている。

また、平成28年12月に策定された「北海道地域医療構想」を踏まえ、当病院においても

今後さらなる高齢化に伴い増加が見込まれる中空知医療圏域内における慢性疾患患者に対

応する病院として、近隣の急性期病院や介護施設等との連携を深め、地域に根ざした医療

サービスの提供を推進しなければならない。

中空知医療圏域内における連携としては、平成28年７月より圏域内の６つの公立病院で

構成する「中空知医療情報連携ネットワークシステム（そらーねっと）」による診療情報

の共有を行うほか、医療材料の地域的な価格偏差の是正や標準化・共通化を目指し、令和

２年４月より「中空知地区医療材料情報連携」を行っており、今後も引き続き各病院との

連携を図りながら、安定した経営に基づく安心できる医療を提供する体制づくりを推進し

ていく必要がある。

（２）その対策

①医療の確保

（ア）年次計画的に施設及び医療機器の整備充実を図る。

（イ）点検・評価結果を踏まえ、「改定公立病院改革ガイドライン」に基づく、次期「歌

志内市立病院経営健全化計画」を策定して、医師の確保を含む健全な病院経営に取

り組む。

（ウ）｢中空知医療圏連携ネットワークシステム」や「中空知地区医療材料情報連携」

により、安定経営に基づく医療体制の充実を図る。
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合

本計画では、歌志内市公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき、整合性を図りなが

ら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。

（３）計　　画

事業計画（令和３年度～令和７年度）
 持 続 的 発 展  事　　業　　名

　　事　　業　　内　　容  事業主体  備　考
 施　策　区　分  （ 施 設 名 ）
７　医療の確保 (1)診療施設

　 　病院 医療機器整備事業 歌志内市

医師確保対策事業
地域医療の核を担う市立病院の医師は、

恒常的に不足が生じているため、病院経費
に充当することで、医師の安定的確保と病
院経営の安定化、地域医療体制の充実等が
図られる。

老朽化や損傷した公共施設等の維持補修
等行い、施設等の機能を確保することで、
集落の維持及び住民の生活環境の向上を図
ることができる。

(3)過疎地域持続的発
　 展特別事業
　　 自治体病院

公共施設等維持補修事業（市立
病院外部改修等）

歌志内市

歌志内市
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９．教育の振興

（１）現況と問題点

①幼児教育

子どもにとって家庭は、基礎的生活習慣の習得や人間形成の基礎を形づくる重要な役割

を担っている。そして、子どもは成長とともに外の世界に踏み出し、いろいろな体験を通

して社会性や自立心、道徳性等を育んでいくことが必要である。

しかし、近年、少子化や核家族化等の社会環境の変化に伴い、子どもの基本的な生活習

慣の欠如や規範意識の不足、コミュニケーション能力や運動能力の低下、保護者の子育て

に対する不安感、負担感が増えてきている等の問題も指摘されている。

このため、子どもの心と体の発達基礎を形成する重要な時期である幼児期は、教育の出

発点となる家庭を取りまく環境を整えることや、家庭と連携して健やかな育成に努めるこ

とが必要である。

②認定こども園

平成30年に幼保連携型の認定こども園「あおぞら」を開設したことに伴い、就学前の幼

児期に対する望ましい教育環境の充実に向け、市（保健福祉課）と教育委員会が連携し、

保護者の学習機会の拡充や幼児教育に関する情報提供の推進、社会教育や保健予防との連

携強化、多様な生活体験を促す教育活動の充実等、幼児教育の環境づくりが求められてい

る。

③義務教育学校

令和３年３月末をもって「歌志内小学校」と「歌志内中学校」を閉校し、同年４月、本

市で唯一の学校、義務教育学校「歌志内学園」としてスタートした。急速な社会状況の変

化とともに教育現場においてもグローバル化と高度情報化の波が押し寄せ、教育改革が進

められる中、学校が取り組まなければならない課題は山積している。

子どもたちの未来を拓くために「自信と誇り」を持たせ、自ら課題を見つけ、自ら学び、

自ら考え、主体的に判断し、変化に対応するための確かな学力、他人を思いやる心や感動

する心等の豊かな人間性と健やかな体を兼ね備え、知・徳・体のバランスのとれた「生き

る力」を育てることが重要である。

そのため、前期・後期課程の連携を重視した学力や体力向上対策を推進するとともに、

放課後や長期休業を活用して個に応じた学習サポートの充実を図る等、基礎学力を向上さ

せる取り組みを推進する。

学校は、幼児や児童生徒、保護者、地域から高い信頼性を求められており、社会の「教

師を見る目」は厳しく、自ら指導方法を学び直す等、教職員自身の意識改革も必要であり、

体系的研修・研究により教職員の資質能力を高め、その使命と責任を自覚し、専門性や指

導力の向上に努めることが重要である。

また、学校、家庭、地域、行政が連携・協力して、信頼に応えられる学校づくりに取り

組むことにより、地域全体で子どもを守り育てていく必要がある。
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放課後児童対策については、子育て中の家庭は核家族や共働き世帯の割合が多くを占め

るため、子どもの居住実態、保護者のニーズ等を踏まえた児童館や児童センター、学童保

育を一元化したサービスが必要である。

その他、青少年センターや子ども会育成者連絡協議会の活動を促進し、青少年の非行防

止と健全育成に努めなければならない。

④成人学習

成人の多くは社会人として、地域社会に参加し、自己研鑽に励みながらその責任を果た

すという重要な役割を担っている。また、子育て世代は、価値観の多様化や情報化、少子

高齢化の中にあって、様々な課題を抱えている状況であり、社会変化と重なって、成人の

学習要求も多様化している。

現在、成人学習はコミュニティセンターでのサークル活動や、子育て世代を対象とした

講演会、婦人会連絡協議会による研修活動が主たるものであるが、この世代は就労や家事

・育児に追われることから、学習要求に反比例して時間の制約等が多くなり、学習活動が

充実しにくい一面がある。

このため、今後においては、多様な学習ニーズや生活スタイルに対応した、学習の場や

機会、仕組みの工夫を図る必要がある。

⑤高齢者学習

高齢化の著しい本市において、多くの高齢者についても、地域のボランティア活動等に

参加し、上述の成人としての役割を担ってる。そうした中で積極的に社会参加や地域交流を

図り、知識や技能等の経験値の高さを活かすことができるよう、その機会拡充を図る必要

がある。

また、健康で生きがいのある生活を支援するため、コミュニティセンターでの教室・講

座やサークル活動への参加を促進するとともに、趣味や教養を発表したり、異なる世代と

の交流を図る等、学習や文化活動の拡大を図る。

⑥社会教育施設

図書館併設のコミュニティセンターや郷土館、旧空知炭鉱倶楽部は、市内の社会教育施

設として、大切に維持管理する必要がある。

昭和62年に設置された公民館を平成27年にコミュニティセンターに変更し、これまで公

民館が担っていた本市の文化・学習活動の拠点とした機能を継承した。今後は、併設して

いる図書館とともに、さらに、幅広い活用を促進していく必要がある。

郷土館と旧空知炭鉱倶楽部は、先人が残した本市の輝かしい歴史を保存・継承する役割

を担い続けるとともに、施設を有効に活用しなければならない。

（２）その対策

①幼児教育

（ア）保護者の学習機会の拡充や幼児教育に関する情報提供に努める。

（イ）家庭での適切な養育を補完できるよう、保育と教育機能の強化を図る。
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②認定こども園

（ア）集団での遊びや自然とのふれあいにより基礎体力の向上を図る。

（イ）ＡＬＴ（外国語指導助手）の指導による、幼児期から英語に親しむことにより、

就学後のスムーズな英語への取り組みとともに、国際理解を進める環境づくりを推

進する。

③義務教育学校

（ア）個性豊かな人格と社会環境に適応できる能力を育成するため、学校と家庭、地域

社会との連携を密にし、児童・生徒の指導を図る。

（イ）新しい時代に対応する情報基礎学習のため、ＩＣＴ教材の拡充や教職員の研究・

研修体制を推進するうえで、ＩＣＴ支援員の派遣等、指導力の向上に努める。

（ウ）小・中一貫教育に柔軟に対応した学力・体力向上対策の推進を図る。

（エ）地域ぐるみで学校を支援するとともに、歌志内学園にコミュニティ・スクール

（学校運営協議会制度）の導入を目指す。

（オ）教材、通学費、給食費、修学旅行費等の助成事業を継続し、教育費に関する保護

者負担軽減を図る。

（カ）放課後や長期休業を活用し、個に応じた学習指導の充実や外部講師による公的学

習塾を開設する等、基礎学力の向上に取り組む。

（キ）人型ロボットを教材に活用し、ＡＩ（人工知能）、スマートロボット、ＩｏＴが

普及する時代に生きる子ども達の育成を図る。

（ク）児童館や児童センター、学童保育は、子どもの居住実態、保護者のニーズや学校

からの移動に係る利便性等を踏まえた一元化した施設を設置する。

④成人学習

（ア）子育て世代に必要な情報や学習機会を提供する。

（イ）女性団体や指導者を育成する等、女性の社会参画を促進する。

（ウ）成人者が参加しやすく、かつ、多様なニーズに応じた学習活動を推進する。

⑤高齢者学習

（ア）芸術、文化、スポーツ事業を充実させ、地域での生きがいや社会参加を促進する。

（イ）趣味や教養の発表の場や異なる世代との交流の場を提供する。

（ウ）豊かな知識や技能等、経験を活かすことができる機会の拡充を図る。

⑥社会教育施設

（ア）コミュニティセンターは、公民館としての機能を継続させながら、市民の憩い等

にも利用を促進する。

（イ）図書館は、図書貸出とともに、高齢者がパソコン操作を学び、また、子どもに学

習の場所を提供する等、保有する情報や設備、器具等の積極活用を図る。

（ウ）郷土館と旧空知炭鉱倶楽部は、施設や展示物を保存・継承するとともに、施設の

活用を促進する。
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合

本計画では、歌志内市公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき、整合性を図りなが

ら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。

（３）計　　画

事業計画（令和３年度～令和７年度）
 持 続 的 発 展  事　　業　　名

    事　　業　　内　　容  事業主体  備　考
 施　策　区　分 （ 施 設 名 ）
８　教育の振興 (1)学校教育関連施設 義務教育学校施設改修事業

 　　その他 歌志内市
・屋根防水改修
義務教育学校施設改修事業

歌志内市
・校舎外壁（全周）改修

義務教育学校整備事業 歌志内市

給食センター施設改修事業
 歌志内市

・冷房機設置
給食センター施設改修事業

 歌志内市
・回転釜取替

(3)集会施設、体育施 コミュニティセンター施設改修
　 設等 事業 歌志内市
　 　その他 ・舞台調光装置機器設備更新

コミュニティセンター施設改修
事業 歌志内市
・舞台音響設備整備
コミュニティセンター施設改修
事業 歌志内市
・ホワイエ床改修
児童センター等複合施設整備事

歌志内市
業

(4)過疎地域持続的発
　 展特別事業
　　 その他 老朽化等により有効活用が困難となって

いる施設を解体撤去することで、景観の保
全と地域の安全安心な生活環境の向上を図
ることができる。

　　 基金積立 学校給食費助成事業
給食食材の高騰等に伴う給食費の値上げ

に対し、給食費を助成することにより、安
全で安心して食べられる給食の提供と教育
費にかかる保護者負担の軽減を図り、教育
の振興を図る。

高等学校等就学支援事業
高等学校等に就学する生徒の通学費等を

支援することにより、保護者の経済的負担
軽減を図り進学奨励と教育振興を図る。

公共施設等解体撤去事業（旧中
学校校舎等）

 歌志内市

歌志内市

歌志内市
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１０．集落の整備

（１）現況と問題点

本市は行政区域のおよそ75％が森林であり、狭小な山あいを東西に貫流するペンケウタ

シュナイ川の両岸の僅かな平坦地に、この河川と並行して道道赤平奈井江線が縦断してお

り、市街地はこれに沿って東西８㎞におよび、自動車等を利用できない交通弱者にとって

は、生活しにくい状況であり、改善が必要とされている。

本市の高齢化率は約52.8％（令和３年３月末）と高く、核家族化の進行等、今後ますま

す地域人口が減少していくことが予想されており、現在の住宅市街地を維持したままでは、

空き家の倒壊等の危険性が増加、商店等の衰退、地域コミュニティの欠如等、さまざまな

問題が懸念される。

このため、将来の人口規模を想定し、市営住宅や生活利便施設、公共施設等を集約した

住生活環境づくりを進めることで、子どもから高齢者、移住者等、誰もが快適に暮らすこ

とができるコンパクトなまちづくりに取り組む必要がある。

本市の行政区域は７区域で構成しており18町内会・自治会が組織されているが、世帯数

が大きく減少し活動の停滞を招いている。今後も集落を維持するために具体的な施策を講

じていく必要がある。

まちのコンパクト化に当たっては、市内を大きく上歌・本町・東光・歌神地区、神威地

区、中村・文珠地区の３つの地区として、既存の公共施設や市営住宅の特長を活かして、

各地域の機能と重点ゾーンを設定し、重点ゾーン内では、老朽化した公共施設の撤去や同

機能の施設再編、老朽市営住宅の撤去や集約を進め、施設再編による跡地は宅地の分譲等

有効活用を図ることが必要である。

（２）その対策

①小さな拠点の整備

（ア）戸建てを中心とした居住地区と文教施設を集約し、子育て応援タウン等、魅力的

な拠点づくりを推進する。

（イ）市民活動やコミュニティ活動の促進を図ることができる、多機能型交流拠点施設

を中心とした拠点づくりを推進する。

②住宅の整備

（ア）人口減少に伴い過剰となった市営住宅の再編・集約化を中心に、住宅や公共施設

を地区ごとに集約し、コンパクトな市街地の形成を推進する。

③集落支援等

（ア）地域自治組織等が行う自主的・自発的な活動に対する支援事業を実施する。
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合

本計画では、歌志内市公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき、整合性を図りなが

ら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。

（３）計　　画

事業計画（令和３年度～令和７年度）
 持 続 的 発 展  事　　業　　名

    事　　業　　内　　容  事業主体  備　考
 施　策　区　分 （ 施 設 名 ）
９　集落の整備 地域活動支援事業

　　 基金事業 歌志内市
町内会・自治会が行う交通安全や防災・

防犯、環境美化等の地域活動に対し、行政
協力費として支援することで、地域に活力
を与え活性化を図ることができる。

(2)過疎地域持続的発
　 展特別事業
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１１．地域文化の振興等

（１）現況と問題点

１）地域文化の振興

①郷土文化

明治30年に戸長役場を設置して以来、開基100年を記念し、平成９年に市郷土館「ゆめ

つむぎ」を建設し、本市の文化や歴史の保存・継承を図ってきた。

平成10年には、北海道空知支庁（現：北海道空知総合振興局）が、産炭地域に残る産業

遺産や文化の活用を図る「炭鉱（ヤマ）の記憶」事業を実施し、炭鉱（ヤマ）の歴史を活

かした地域づくりの道を拓いた。

平成11年には、市民ボランティア団体の歌志内市郷土館支援組織「ゆめつむぎ通信員」

が発足し、同事業に関わりを持ちながら、炭鉱の歴史の発掘を行ったほか、特別展や各種

イベントを開催してきた。現在は通信員の会員数も減少傾向にあるが、まちの歴史や文化

を伝えていくため、施設整備の充実に努めるほか、本市ゆかりの作家である高橋揆一郎を

偲ぶ「氷柱忌（つららき）」の継続や特別展の開催等を通信員とともに計画しながら、利

用促進を図る必要がある。

炭鉱の栄華を伝える旧空知炭鉱倶楽部「こもれびの杜記念館」についても、老朽化が著

しく施設の保全が年々難しいものになっているが、先人が残した本市の輝かしい歴史文化

等を保存・継承しながら、施設の有効活用に努めなければならない。

②芸術文化

本市の文化は炭鉱の歴史とともに歩んできた経緯があるが、現在は担い手不足という状

況に直面している。文化連盟加入サークルは、高齢化に伴い解散が相次いでいることから、

新たなサークルの結成や既存サークルに参加する人材の発掘が、文化活動を活性化させる

うえでの課題となっている。

今後は、市民意識の多様化に伴い、個人、団体による幅広い活動も予想されることから、

活動機会の充実が必要である。また、高齢者の生きがいや障がい者の社会参加を推進する

ためにも、芸術文化面での対応を拡大しなければならない。

２）スポーツ・レクリエーションの振興

①スポーツ振興

平成23年に制定されたスポーツ基本法は、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営む

ことは全ての人々の権利」と明記し、各々の関心や適正等に応じて、安全かつ公正な環境

の下で日常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、スポーツを支える活動に参画する

ことのできる機会を確保することを国や地方公共団体に求めている。

そのため、子どもから高齢者まで、全ての年代の人々が参加することができるスポーツ
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やレクリエーションの機会提供に努める必要がある。

また、近隣市町との施設の共同利用を促進するとともに、老朽化が著しい市民体育館に

代わる施設を確保する等、気軽にスポーツに親しむことのできる環境づくりに努める必要

がある。

なお、これまで学校開放事業として小中学校の施設を市民に開放し、スポーツ活動の普

及及び振興を図ってきたが、小中学校の統合により開放できる施設がなくなったことから、

事業を中止している。

（２）その対策

１）地域文化の振興

①郷土文化

（ア）郷土館「ゆめつむぎ」の資料の整備充実に努め、展示内容・方法について創意工

夫し、特別展やイベントの開催による利用促進を図る。

（イ）ゆめつむぎ通信員との施設協働運営ほか郷土愛を育む事業の企画運営を行う。

（ウ）郷土史、昔話等のデジタル化をすすめ、公式ホームページ等で公開する。

（エ）旧空知炭鉱倶楽部「こもれびの杜記念館」は、地域おこし協力隊を活用しながら

クラウドファンディングによる施設整備を計画し有効活用を図る。

②芸術文化

（ア）サークル活動への進展が期待される講座の開設に努める。

（イ）市民の創作活動を奨励し、芸術・文化鑑賞機会の拡大を図る。

（ウ）郷土文化を継承するため、多彩な人材を確保するとともに、ボランティアの協力

を得ながら活動内容の充実に努める。

２）スポーツ・レクリエーションの振興

①スポーツ振興

（ア）近隣市町との施設の共同利用等を促進する。

（イ）子どもから高齢者まで参加することができるスポーツやレクリエーションの機会

を提供する。

（ウ）老朽化が著しい市民体育館については、一元化施設の中に小規模体育館を建設す

る。
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合

本計画では、歌志内市公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき、整合性を図りなが

ら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。

（３）計　　画

事業計画（令和３年度～令和７年度）
 持 続 的 発 展  事　　業　　名

事　　業　　内　　容 事業主体 備　考
 施　策　区　分 （ 施 設 名 ）
10　地域文化の振
　　興等

老朽化等により有効活用が困難となって
いる施設を解体撤去することで、景観の保
全と地域の安全安心な生活環境の向上を図
ることができる。

(2)過疎地域持続的発
　 展特別事業
　　 地域文化振興 歌志内市

公共施設等解体撤去事業（市民
体育館等）
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１２．再生可能エネルギーの利用の推進

（１）現況と問題点

地球温暖化の進行に伴い、その要因とされる温室効果ガスの排出削減が世界的な課題と

なっており、低炭素社会の実現に向けてクリーンなエネルギー源の確保が重要となってい

る。

本市では「歌志内市地球温暖化対策実行計画」を策定し、行政部門における温室効果ガ

ス削減のための措置等に取り組んでいる。

公共施設への太陽光発電の導入を進めること等をはじめとして、地球温暖化の防止に向

けた取り組みを推進する必要がある。

しかし、狭小な山あいに位置し、平坦地もわずかな本市は、太陽光、風力、水力、地熱

等の自然エネルギーを利用した発電については自然的特性を生かせない地理的環境であ

り、また、再生エネルギーに転換できる産業等の地域資源も存在しないため、事業性のあ

る新エネルギーの導入には大きな課題がある。

本市の豊かな自然環境の保護に向けた取り組みや、住民生活や行政活動においても省エ

ネルギー化を促進する等、今後も環境と共生したまちづくりを推進していく必要がある。

（２）その対策

（ア）家庭や事業者への省エネルギーの取り組みについて啓発を図る。

（イ）公共施設への太陽光パネル等の導入について推進する。

（ウ）再生可能エネルギーの利活用に向けた取り組みを推進し、低炭素社会の実現を目

指す。

（３）公共施設等総合管理計画等との整合

本計画では、歌志内市公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき、整合性を図りなが

ら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。
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事業計画（令和３年度～令和７年度）過疎地域持続的発展特別事業分

 持 続 的 発 展  事　　業　　名
事　　業　　内　　容 事業主体  備　考

 施　策　区　分 （ 施 設 名 ）
定住促進支援事業

２　産業の振興 (10)過疎地域持続的発 特産品等開発事業
　 展特別事業
   　商工業・６次産業化

新たな特産品等の開発に取り組む事業者
等へ助成を行うことで、地域の活性化と新
たな雇用の創出を図ることができる。

うたしない企業の笑顔応援補助
金

市内事業者が行う設備更新等の費用の一
部を助成することで、地域経済と雇用の安
定を図ることができる。

歌志内市創業支援事業補助金
　事業所数が減少し地域経済が疲弊してい
る中、市内で新たに起業する方を支援する
ことで、地域経済の活性化と新たな雇用の
創出を図る。

観光施設活性化推進事業
第三セクター等が運営する温泉宿泊施設

の活性化に資する集客促進事業等への支援
の充実を図るとともに、魅力ある事業の展
開により交流人口の増加に繋がる。

   　基金積立 住宅改修促進助成事業
市内建設業者等による住宅の改修費等を

助成することにより、快適な住環境の整備
と市内建設産業の振興及び雇用の安定を図
るとともに、市民の定住を促進することが
できる。

商工会議所が実施するプレミアム付き商
品券発行事業に対し助成することで、市内
商店等での消費による市内経済の活性化を
図ることができる。

３　地域における
    情報化

行政の情報化推進に伴う電算システムの
更新及び保守を行い、効率的な行財政の運
営とともに、市民サービスの向上が図られ
る。

公式ホームページ更新
観光・イベント情報や行政情報等、各種

情報発信することで、住民サービスの向上
を図るとともに、交流人口の増加が図られ
る。

(2)過疎地域持続的発
　 展特別事業
　 　その他

行財政運営の効率化（電算シス
テム保守委託・借上料）

歌志内市

歌志内市

歌志内市

歌志内市

プレミアム商品券発行事業（基
金事業）

歌志内市

市内での
利用に限
定し商品
券を発行
すること
で市外へ
の消費流
出を防止
し、地場
消費の持
続的発展
が期待で
きる。

   　観光

歌志内市

歌志内市

１　移住・定住・
　地域間交流の促
　進、人材育成

(4)過疎地域持続的発
　 展特別事業
　　 移住・定住

歌志内市
人口減少に歯止めをかけるため、住宅建

設等に対する助成支援や「ちょっと暮らし
体験」、移住等相談会への参加等により、
定住促進を図る。

歌志内市
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 持 続 的 発 展  事　　業　　名
事　　業　　内　　容 事業主体  備　考

 施　策　区　分 （ 施 設 名 ）
４　交通施設の整 (9)過疎地域持続的発 地域公共交通計画等策定事業
    備、交通手段 　 展特別事業
    の確保    　公共交通

５ 生活環境の整 景観整備機器購入事業
　 備

歌志内市

　　 防災・防犯 防犯灯整備事業

歌志内市

　　 その他 下水道企業会計移行支援事業
公営企業会計導入に伴い、下水道企業会

計システム等を整備することで事務の軽減
を図る。導入を１市２町の広域で行うこと
により経費節減を図る。

消防業務管理システム導入
災害時に活用する各種台帳及び情報の共

有化集約を行い、災害活動等の迅速化を図
る。

NET119緊急通報システム導入
災害・急病などが発生した場合、聴覚・

言語機能障害者による119番通報の円滑化及
び通報者の位置情報を把握し、迅速かつ適
切な出動が可能となる。

空き家対策事業
過疎化により空き家等が増加傾向にあ

り、不適切な管理状況や所有者不明の危険
家屋も点在しており、市民の安全安心な生
活環境を守るため、空き家対策の向上を図
る。

公共施設等解体撤去事業（衛生
センター等）

老朽化等により有効活用が困難となって
いる施設を解体撤去することで、景観の保
全と地域の安全安心な生活環境の向上とと
もに跡地利用の促進を図る。

健康管理システム更新事業
住民の健康維持増進を図るため、住民健

診や予防接種、妊婦健診等の管理システム
を更新し、効率的に住民の健康管理を行う
ことで、住民の健康維持が図られる。

緊急通報体制等整備事業
身体虚弱な方や重度の身体障害等によ

り、機敏に行動することが困難な方の自宅
に、事故や急病等、突発的事態に対処でき
るよう、消防署と利用者宅を直接電話回線
を結ぶ緊急通報装置を設置し、生活不安の
解消と人命の安全性を確保することができ
る。

温泉施設利用優待事業
高齢者等を対象に、市内温泉利用優待券

を交付し、高齢者等の健康の維持増進と閉
じこもりの防止や意欲の向上を図ることが
できる。

(7)過疎地域持続的発
　 展特別事業
　　 環境

　各町内会自治会の高齢化や市内業者の技
術者不足に伴い、草刈り作業の軽減を図る
ため、機械化を進め草刈り作業の効率化を
図る。

６　子育て環境の
　確保、高齢者等
　の保健及び福祉
　の向上及び増進

(8)過疎地域持続的発
　 展特別事業
　　 その他

歌志内市

歌志内市

歌志内市

市民の健
康及び福
祉増進が
図られ健
康寿命に
繋げるこ
とで持続
的発展が
望める。

歌志内市

既存の地域公共交通機関の維持確保に努
めるとともに、人口減少や高齢化が進展し
ている状況を踏まえ、「子育て世帯の交通
支援」、「高齢者の健康寿命延伸のための
外出支援」により、安心して暮らせるまち
づくりを目指す。

歌志内市

歌志内市

歌志内市

歌志内市

歌志内市

　老朽化等により機能低下した防犯灯をＬ
ＥＤ化することで、節電及び生活環境の向
上及び住民の安全・安心な暮らしの確保を
図る。
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 持 続 的 発 展  事　　業　　名
事　　業　　内　　容 事業主体  備　考

 施　策　区　分 （ 施 設 名 ）
公共施設等改修事業（デイサー
ビスセンター他）

老朽化や損傷した公共施設等の維持補
修・改修等を行い、施設等の機能を確保す
ることで、集落の維持及び住民の生活環境
の向上を図ることができる。

　　 基金積立 高齢者等生活支援事業
高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けら

れる環境整備のため、シルバーハウジング
の生活援助員の配置や安否確認、給食宅配
サービス、除雪や外出支援等を行い、高齢
者が安心して暮らせる環境整備を図ること
ができる。

子ども医療費助成事業
１８歳以下の医療費無料化により、子育

て支援の充実を図り子育て世帯の定住化を
図ることができる。

認定こども園無償化事業
認定こども園の園児に係る保育料及び給

食費を無償化することにより、経済的負担
軽減と安心して子育てできる環境を整備す
ることができる。

７　医療の確保 医師確保対策事業
地域医療の核を担う市立病院の医師は、

恒常的に不足が生じているため、病院経費
に充当することで、医師の安定的確保と病
院経営の安定化、地域医療体制の充実等が
図られる。

老朽化や損傷した公共施設等の維持補修
等行い、施設等の機能を確保することで、
集落の維持及び住民の生活環境の向上を図
ることができる。

８　教育の振興 (4)過疎地域持続的発
　 展特別事業
　　 その他 老朽化等により有効活用が困難となって

いる施設を解体撤去することで、景観の保
全と地域の安全安心な生活環境の向上を図
ることができる。

　　 基金積立 学校給食費助成事業
給食食材の高騰等に伴う給食費の値上げ

に対し、給食費を助成することにより、安
全で安心して食べられる給食の提供と教育
費にかかる保護者負担の軽減を図り、教育
の振興を図る。

高等学校等就学支援事業
高等学校等に就学する生徒の通学費等を

支援することにより、保護者の経済的負担
軽減を図り進学奨励と教育振興を図る。

９　集落の整備 地域活動支援事業

　　 基金事業

10　地域文化の振
　　興等

老朽化等により有効活用が困難となって
いる施設を解体撤去することで、景観の保
全と地域の安全安心な生活環境の向上を図
ることができる。

歌志内市

歌志内市

歌志内市

歌志内市

(3)過疎地域持続的発
　 展特別事業
　　 自治体病院 歌志内市

公共施設等維持補修事業（市立
病院外部改修等）

歌志内市

(2)過疎地域持続的発
　 展特別事業
　　 地域文化振興

公共施設等解体撤去事業（市民
体育館等）

歌志内市

公共施設等解体撤去事業（旧中
学校校舎等）

 歌志内市

歌志内市

歌志内市

(2)過疎地域持続的発
　 展特別事業

歌志内市
町内会・自治会が行う交通安全や防災・

防犯、環境美化等の地域活動に対し、行政
協力費として支援することで、地域に活力
を与え活性化を図ることができる。


