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第１章 学習・文化 こころゆたかなまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－１ 幼児教育 

 

【現況と課題】 

核家族化や地域コミュニティの弱体化、子どもの減少などにより、子育てに不

安を持つ保護者が増加するとともに、子ども同士の遊びや自然・人々とのふれあ

いの機会などが減少してきています。 

本町では、保護者に対する講座など、家庭教育の充実を図るとともに、森幼稚

園（園児数77人、平成18年度現在）、さわら幼稚園（園児数88人、前同）の２園

と６つの保育所においても、基礎的生活習慣や集団生活の基礎を養う教育を行っ

ています。 

今後は、家庭や地域の教育力の向上を支援し、遊びをはじめ様々な体験機会の

充実を図るとともに、幼稚園・保育所の教育内容の向上と障がいのある幼児の受

入体制の整備、施設・機器などの充実、幼保一元化の検討、小学校との連携など

が課題です。 

 

【2017年 まちのイメージ】 

子どもたちは、昔のように地域で元気に遊び、様々な体験をして評価され、

自信を深めています。学校では、一人ひとりの子どものいいところを伸ばす教

育が進められ、子育てのために森町に移住した家族も見られます。 

大人たちは、まちづくりに向けて様々な開発研究グループを誕生させ、ヒッ

ト商品も生まれました。趣味やボランティアのいろんなクラブが生まれ、冬の

生活にも楽しみが増えてきました。生活習慣病の予防・改善のための運動を行

うグループ活動も活発です。 

道内ではちょっと知られた若者のバンドも生まれ、森町鷲ノ木ストーンサー

クルをはじめ、渡島半島の縄文遺跡は、全国から注目されるようになりました。 

第１章 学習・文化 

こころゆたかなまちづくり 

１－１ 幼児教育 

１－２ 学校教育 

１－３ 青少年活動 

１－４ 生涯学習  

１－５ 生涯スポーツ 

１－６ 地域文化 

１－７ 地域間交流・国際交流 
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【基本目標】 

子どもたちが基礎的な生活習慣や社会性を身につけ、豊かな幼児期を過ごせる

よう、家庭や地域、幼稚園・保育所、小学校、行政が連携し、幼児教育の充実を

図ります。 

 

【主要施策】 

(1) 家庭・地域の幼児教育の充実 

① 広報紙やパンフレット、町ホームページなどを通じて、家庭や地域での幼

児教育のあり方など、子育て情報の提供を充実します。 

② 親や子どもが地域で孤立することがないよう、遊びなどを通して、保護者

同士や親子の交流機会の充実を図り、自主的な子育てサークルの育成を支援

します。 

③ 地域での子育て交流や教育の場として、幼稚園や保育所の機能の充実を図

ります。 

(2) 就学前教育の充実 

① 子ども同士が遊ぶ機会の充実とともに、様々な体験活動や世代間交流など

の充実を図ります。 

② 小学校１年生のつまずき、いわゆる「小１問題」をなくすため、小学校と

家庭、幼稚園・保育所との連携を強化し、早寝早起き・朝ご飯の習慣、生活

習慣病を防ぐ食育や運動習慣など基本的な生活習慣や集団生活の確立を促進

します。 

③ さわら幼稚園での「預かり保育」の継続と森幼稚園での検討を行うととも

に、保育乳幼児の一貫教育の推進に向けて、保育所・幼稚園の統廃合と幼保

一元化施設（認定子ども園）整備の検討を進めます。 

④ 幼稚園や保育所の教育内容と施設・遊具設備などの充実を図ります。 

⑤ 施設の整備など、障がいのある幼児の受け入れ体制を整備します。 

 

【住民活動】 

(1) 保護者の取り組み 

① 子育てサークルをつくり、保護者の自主的な交流や子どもの集団遊びの機

会を増やしましょう。 

(2) 住民の取り組み 

① 子どもたちが地域で安全に遊べる環境をつくりましょう。 

② 子育てサークルの遊びや体験活動を支援しましょう。 
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１－２ 学校教育 

 

【現況と課題】 

社会の２極化と核家族化の進行、子どもの遊びや社会体験の機会の減少など、

子どもたちを取り巻く環境は大きく変化する中で、森町の中高生も自分自身への

満足度が低い状況にあり、勉強や将来の進路などに悩みを抱えています。 

本町には小学校９校（うち１校休校）、中学校２校、森高等学校があり、平成

18年度現在、小学生は994人、中学生は508人で、いずれも減少傾向です。 

基礎学力の充実や豊かな人間性を育てる教育を進めるとともに、校舎の改修な

ど教育環境の整備、森町教育水準向上対策協議会と連携した体験教育の充実、教

育相談員の配置、森高等学校振興会の支援などを行ってきました。 

今後も、学校・家庭・地域が連携し、子どもたちの満足度の向上に向け、教育

内容の充実に取り組むとともに、小中学校の耐震診断や老朽化した校舎の改築、

防犯・安全管理対策の強化、情報機器の整備、スクールバスの更新など、教育施

設・機器の計画的な整備・改善を図ることが必要です。 

 

【基本目標】 

子どもたちが将来に対して夢と希望を持ち、生涯にわたり自ら学ぶことができ

るよう、学ぶ意欲を高め、基礎学力の向上を図るとともに、地域に根ざした特色

ある教育、不登校やいじめなどのない学校づくり、特別支援教育の充実、国際化

や情報化など時代の動きに対応できる力や豊かな心と健康な体を育む教育など、

学力・創造力・社会性・人間性・体力の向上に向けた教育の充実を図ります。そ

のため、学校施設・設備の整備とともに、教師の実践指導力の向上を促進します。 

 

【主要施策】 

(1) 教育内容の充実 

① 子どもが自分に自信を持ち、満足度や自立性を高められるよう、一人ひと

りの子どもの多様な能力を正しく評価し、ほめて伸ばす楽観志向・積極志向

の教育を促進します。 

② 子どもたちの学ぶ意欲を高める授業の実現に努め、自ら学ぶ意欲と創造力、

基礎学力の向上を図ります。 

③ 自然体験やボランティア体験、郷土への理解を深める教育、道徳や総合的

な学習の時間の活用、福祉教育や人権教育、いじめや不登校のない学校づく

り、特別支援教育の推進など、豊かな人間性と社会性を育てる教育を推進し

ます。 

④ 国際化・情報化の進展、地球環境の悪化などに対し、国際理解教育と語学

学習の充実、国際交流活動の推進、森高等学校での海外短期留学･派遣、情報

編集・発信・コミュニケーション教育、環境教育などの充実を図ります。 

⑤ 食育の推進、運動習慣の確立、早寝早起きの生活習慣の確立、外遊びを通
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した運動習慣など、家庭と連携し、健康・体力の向上を図ります。 

⑥ 図書館と連携し、読み聞かせ会や読書活動の充実など、読書を通じた教育

の充実を図ります。 

⑦ 「小１問題」「中１問題」など入学時のつまずきをなくすため、体験入学な

ど、幼稚園・保育所と小学校、小学校と中学校の連携を進めるとともに、中

学校と森高等学校との連携を促進します。 

⑧ 森高等学校の振興を図るための支援を行います。 

(2) 学校と家庭、地域社会との連携 

① 学校・家庭・地域が連携し、ＰＴＡ活動の活性化を促進するとともに、森

町教育水準向上対策協議会を支援し、多様な体験学習機会の充実を図ります。 

② 学校評議員制度の活用を図り、地域に開かれた学校づくりを推進します。 

③ 放課後の子どもの居場所として、また町民の生涯学習拠点として、学校を積極

的に地域に開放します。 

④ 地域と学校・行政が連携し、食を大切にする教育や安全に遊べる環境づく

りなど、子どもが健康で安全に活動できる環境の確保を図ります。 

(3) 教育環境の充実 

① 耐震診断の実施、老朽校舎や危険校舎の改築・耐震補強、パソコン・校内

ＬＡＮ（情報網）の整備、スクールバスの更新など、教育施設・機器の計画

的な整備･改善を進めます。 

② 移転・改築した学校給食センターを活用し、食育の一環としての給食の充

実を図ります。 

③ 教職員の授業力と指導力の向上に向けて、教職員研修の充実や自主研究活

動の促進などを図ります。 

④ 外国人英語教師を引き続き招へいするとともに、いじめや不登校などに対

応するため、教育相談員を引き続き配置します。 

 

【住民活動】 

(1) 保護者の取り組み 

① 子どもが自分に自信を持てるよう、家庭で役割分担を行い、ほめて伸ばす

教育や、自立に向けて自ら困難を克服する教育機会を増やしましょう。 

② 早寝早起き・朝ご飯、家事手伝い、挨拶などの生活習慣や自主学習習慣の

確立、屋外での集団遊び機会の充実、家庭での職業体験などに向けて、ＰＴ

Ａを中心に保護者の学習を進めましょう。 

③ 子どもに対する犯罪の予防に向けて、登下校や遊び場の見守り体制の整備

に取り組みましょう。 

(2) 住民の取り組み 

① 森町教育水準向上対策協議会を中心に、校外体験学習や住民講師、スポー

ツ指導者や読書活動ボランティアとして、学校の教育活動を支援しましょう。 

② 子どもの交通事故や子どもに対する犯罪、児童虐待の防止に向けて、登下

校や遊び場の見守り体制づくりや虐待防止に取り組みましょう。 
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１－３ 青少年活動 

 

【現況と課題】 

少子化、核家族化、共働き家庭の増大、地域社会の連帯感の希薄化などによる

家庭や地域社会の教育機能の低下、情報化の進展、生活圏の広域化、職業・ライ

フスタイルの多様化など、青少年を取り巻く状況は大きく変わってきています。 

本町では、青少年団体やスポーツ少年団活動に加えて、道立森少年自然の家（ネ

イパル森）での体験活動、もりっこまつりなどのイベント、リーダー育成、森高

生のボランティア活動などの支援を図ってきました。 

今後とも、家庭・学校・地域との連携を強めながら世代間交流事業、体験学習

をさらに充実するとともに自主的な青少年活動の支援を進めていくことが必要で

す。 

 

【基本目標】 

青少年が地域への関心と誇りを持ち、地域で遊び、互いに交流しながら様々な

活動を行い、人間性や社会性、自立性を身につけ、将来のまちづくりを担えるよ

う、家庭･地域・行政が連携して青少年活動の支援を図ります。 

 

【主要施策】 

(1) 青少年の自立支援 

① 家庭・地域・行政が連携し、子どもの遊び場や居場所の確保、スポーツや

文化活動、自立性や社会性を育てる体験活動の充実などを図ります。 

② 保護者や生涯学習ボランティア、町内会などと協働し、自然体験や職業体

験、世代間交流や地域間交流・国際交流、イベントや祭りなど、青少年の自

立に向けた自主的な活動を支援します。 

③ スポーツ活動や文化活動など、青少年の地域グループ活動への支援を充実

するとともに、活動への参加を促進します。 

④ 青年が集まり、交流を深めるための自主的な活動を支援します。 

⑤ 子どもの遊びやスポーツ・文化活動、交流活動などを支援する高校生ボラ

ンティアや青年ボランティア、青少年リーダーの育成を図り、世代間の交流

を促進します。 

⑥ 町の各種委員会やまちづくり活動、ボランティア活動などへの青少年の参

加を促進します。 

(2) 支援体制の整備 

① 子どもの成長段階に応じ、親の学習機会や教育相談の窓口を充実します。 

② 家庭・ＰＴＡ・町内会・学校・行政が連携し、青少年が集う機会や居場所

づくり、地域でのスポーツ活動や文化活動、自立体験機会などの充実に向け

た支援・応援体制の整備を図ります。 

③ 高校生や青年が、子どもの遊びや体験活動、世代間交流活動や文化芸術活

動などでリーダーとなれるよう、研修機会や体験機会の充実を図ります。 



 6 

④ 公民館やスポーツ・レクリエーション施設など、青少年の活動や交流の拠

点となる場の確保を図るとともに、ネイパル森などの活用を促進します。 

⑤ 有害図書・広告の排除など、地域ぐるみの社会環境の浄化活動を進めます。 

 

【住民活動】 

(1) 青少年の取り組み 

① 青少年団体や趣味・スポーツなどの地域グループ活動、ボランティア活動

や交流活動、伝統芸能や祭りなど、青少年による自主的な活動機会を増やし

ましょう。 

② 集団遊びや様々なイベント・パーティなど、青少年による自主的な交流機

会を増やしましょう。 

(2) 住民の取り組み 

① 礼儀作法や家庭行事、遊びや仕事、生活の経験、地域活動への参加など、

家庭内で親から子どもへの家庭文化の継承を図りましょう。 

② 青少年の自立力を高めるため、ＰＴＡや子ども会、学校や町内会、ネイパ

ル森と連携し､青少年の自主的な活動を支援・応援しましょう。 

③ 地域で青少年が活躍できる機会や場づくりを進め、青少年がその多様な能

力や努力を評価され、地域で信頼され、ほめられる機会を増やすなど、青少

年の社会性や自主性を高めましょう。 
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１－４ 生涯学習 

 

【現況と課題】 

生活を楽しむ成熟社会に向けて、趣味やスポーツ活動、学習・研究活動などを

充実させたいと思う人々が増加しています。さらに、子どもの集団遊びや体験活

動、若者や女性、退職者の技能・能力の活用、若者の交流機会の充実、まちづく

りやボランティア活動に必要な学習や研究など、新たなニーズもでてきています。 

本町では、これまで「まちづくりは人づくり」の理念のもとに、「社会教育振

興中期計画」に基づき、公民館・図書館を拠点に、子どもから高齢者に至るまで

の各種講座や交流活動などを実施してきました。 

今後は、多様化する学習ニーズに対応し、青少年から高齢者まであらゆる人々

が自発的に参加するクラブ・サークル活動の活発化とともに、まちづくりの一翼

を担う生涯学習の推進が求められます。 

 

【基本目標】 

幼児から高齢者まで、すべての住民が生涯にわたって主体的に学習し、心豊か

な生活が実現できるよう、総合的な生涯学習推進体制や施設の整備を進め、住民

の自主的なクラブ・サークル活動の促進を図るとともに、住民の情報・知識・技

術・文化のパワーアップを支援し、まちづくり活動の活性化につなげます。 

 

【主要施策】 

(1) 生涯学習活動の充実 

① 趣味やスポーツなど、住民の自主的なクラブ・サークル活動を支援すると

ともに、活動のＰＲと交流、発表機会の充実、まちづくり活動との連携など

を促進します。  

② 森町教育水準向上対策協議会を中心に、各担当課や関係機関、生涯学習ボ

ランティアと連携を図りながら、住民生活やまちづくりに関わる多様な学

習・研究機会の充実を図ります。 

③ 子どもの自立性、社会性、創造力の向上に向け、保護者や地域、学校、青

少年施設と連携を図りながら様々な体験ができる機会や場の充実を図ります。 

④ 若者の自立性、社会性、技能・能力の向上、女性の社会参加、退職者の職

業知識や技術の活用、さらには一人ひとりの能力や技能の向上に向けて関係

課やボランティアが連携し、学習・研究機会の充実を図ります。 

⑤ 生涯学習ボランティアの協力を得て、高齢者や障がい者の学習活動を支援

します。 

⑥ 図書館を中心に、町内24カ所に設置した移動図書及び団体貸出サービスの

充実を図るとともに、ブックスタート事業など、子どもの時から本に親しむ

取り組みの充実を図ります。 

⑦ 地域ぐるみの学習活動を推進するために、各団体やサークル等の活動の成
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果を発表する場の提供と広報活動の充実を図ります。 

 (2) 生涯学習推進体制の整備 

① 「森町生涯学習計画（社会教育振興中期計画）」（平成20～24年度）を策定

し、関係各課や生涯学習ボランティアと連携し、生涯学習の推進体制の整備

を図ります。 

② ホームページや掲示板、パンフレットなどにより、生涯学習情報提供の充

実に努めるとともに、関係団体・グループ相互の交流を促進します。 

③ ボランティア講座などにより、体験活動や講座などの講師や指導員、図書

館ボランティアやイベント・ボランティア、学校ボランティアなど、生涯学

習ボランティアの育成を図ります。 

④ 青少年・女性・高齢者団体の育成などの支援を行います。 

(3) 生涯学習環境の整備 

① 既存の社会教育施設の計画的な修繕や整備・充実を進めるとともに、学校

などの有効活用を図ります。また、子どもや高齢者・障がい者が利用しやす

いよう、施設の管理運営を工夫するとともに、バリアフリー化を推進します。 

② 公民館の施設整備・設備機能の充実を図りながら適切な維持管理に努める

とともに、住民の文化・教育・交流活動の拠点となる文化センターの整備を

検討します。 

③ 図書館施設の整備・充実を図りながら、関連施設との連携を強化するとと

もに、蔵書と移動図書館事業の充実、ブックスタート事業やボランティア活

動の推進、図書館情報ネットワークシステムの導入などを検討します。 

④ 小学生から高齢者までの交流を通した郷土学習や文化遺産の継承ができる

よう郷土資料館の整備・充実を推進します。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 自主的な地域クラブ・サークル活動を推進するとともに、まちづくり活動

との連携を図りましょう。 

② 趣味や専門知識・技術などを活かし、生涯学習ボランティアとして、住民

の生涯学習活動を支援しましょう。 

③ 放課後の学校などを活用し、ＰＴＡや地域住民を中心に子どもの遊び場・

居場所づくりを進めるとともに、子どもたちの自然体験や創作活動、職業体

験やボランティア体験、スポーツや祭り、地域行事などの場と機会の充実を

図りましょう。 

④ 図書館ボランティアや学校ボランティア講師としての活動など、地域の社

会教育活動に参加しましょう。 
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１－５ 生涯スポーツ 

 

【現況と課題】 

健康づくりや体力の向上、ストレス解消や仲間づくりなど、生活の充実を求め

てスポーツ活動に参加する人々がさらに増えることが予想されます。 

町内には、ファミリーヘルスプラザやふるさと交流館のアリーナなど、森地区

に７、砂原地区に４つのスポーツ施設があり、学校教育施設も利用して、体育協

会、スポーツ少年団などを中心に、各種スポーツ活動が行われています。また、ス

ポーツ教室やイベントなどを通して、子どもや若者、女性や高齢者など、幅広く

住民が参加できるように努めてきました。 

今後もスポーツ活動に関する情報提供や講習機会の充実、指導体制の確立など、

住民のスポーツ活動を支援していく条件整備を進めることが必要です。また、既

存施設の有効利用もさることながら、老朽化している施設改善を行うとともに、

各種スポーツ教室、大会等を通じて、スポーツ人口の増加やスポーツ団体の活動

を促進していくことが求められています。 

生活習慣病の予防や充実したクラブライフの実現に向けて、広報や体験機会、

指導体制の充実、クラブ・サークル活動や大会などの支援が課題です。 

 

【基本目標】 

より多くの住民が、生涯を通じてスポーツ・レクリエーシヨン活動を楽しみ、

交流を深め、生活習慣病予防・改善や体力の向上ができるよう、スポーツ団体・

クラブ・サークル活動の支援、指導者の育成・確保、体験機会の充実、スポーツ

施設や環境の整備・維持管理運営体制の充実などを進めます。 

 

【主要施策】 

(1) 生涯スポーツの振興 

① 各種競技クラブやサークル活動など、住民の自主的なスポーツ活動を支援

します。 

② 保健・福祉・学校教育・体育が連携し、子どもの時からの生活習慣病予防

に向けて、体を動かす遊びや軽スポーツ、ウォーキングやサイクリング、健

康体操などの有酸素運動などの普及を図ります。 

③ 住民が楽しめ、スポーツの普及や交流につながる各種スポーツ大会やイベ

ントを支援します。 

④ 本町の恵まれた自然環境を活かし、子どもの教育にもつながる登山、スキ

ーやソリなどのアウトドアスポーツの普及を図ります。 

⑤ 地域での親睦や異年齢の交流につながる「総合型地域スポーツクラブ」な

ど、地域スポーツ活動を支援します。 

⑥ 生涯スポーツの普及･定着のため、スポーツ教室の開催、情報の提供、体育

協会と傘下団体の育成･強化、指導者の確保･育成を図ります。 
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(2) スポーツ環境の整備・充実 

① 既存のスポーツ施設・各種体育器具の維持・管理・運営の効率化と利用手

続きの簡素化などサービス向上を図るとともに、学校体育施設などの有効活

用を図ります。 

② 老朽化してきている各体育施設の整備・充実を図ります。 

③ 公園・広場、ウォーキングコースなど、身近に軽スポーツ活動ができる場

の整備を進めるとともに、弾力的な運用に努めます。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 年齢や体力などに応じて、ウォーキングやサイクリング、健康体操など、

生活習慣病予防のための有酸素運動を日常的に行いましょう。 

② 子どもから高齢者まで、多様なスポーツ・レクリエーションのスポーツク

ラブ・サークル活動を楽しみましょう。 

③ 若い人が中心になり、子どもや高齢者・障がい者、初心者のためのスポー

ツボランティア活動を進めましょう。 

④ 関係クラブ・団体が協力し、各種スポーツ施設の管理運営を利用者主体で

行いましょう。 
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１－６ 地域文化 

 

【現況と課題】 

東京発の都市文化がマスコミを通して全国に流される中で、町に住む誇り意識

を育て、地域の魅力をアピールするためには、地域の自然や産業、歴史に根ざし

た文化の継承と創造、情報発信が求められます。 

本町では、文化協会に加盟しているクラブ・サークルを中心に、各種創作・研

究活動や芸術文化の鑑賞など、個性豊かな文化活動が行われています。また、道

内最大規模の「森町鷲ノ木ストーンサークル」（鷲ノ木遺跡・環状列石）をはじ

め、国指定史跡２件、道指定文化財２件、町指定文化財３件の歴史遺産があり、

調査や保護・保存に取り組んでいます。 

今後も、住民が芸術文化にふれ、創作・研究活動に親しむ機会の充実を図ると

ともに、歴史的文化遺産の調査・保存・継承が求められます。 

 

【基本目標】 

森の自然や産業、歴史文化を活かした個性豊な文化の創造に向けて、多様なク

ラブ・サークル活動や文化・芸術鑑賞機会、文化施設の充実などを図るとともに、

「森町鷲ノ木ストーンサークル」をはじめとする歴史遺産の保存・活用を図りま

す。 

 

【主要施策】 

(1) 文化・芸術活動の促進 

① 講演会や美術展、演劇公演、コンサートなど、住民ボランティア、文化団

体、企業などとの協力により、質の高い芸術・文化にふれる機会の充実を図

ります。 

② 文化・芸術のクラブ・サークルや住民の文化活動に対し、活動の場の提供、

相互の交流や町外に住む芸術家との交流、姉妹都市などとの文化交流、住民

への情報提供、指導者の紹介などの支援を行います。 

③ 町民文化祭や町民ギャラリーなど、文化クラブ・サークルの活動成果を発

表する場の提供を支援します。 

(2) 文化財と伝統文化の保存と継承 

① 北海道の縄文時代を代表する遺跡の１つである「森町鷲ノ木ストーンサー

クル」をはじめとする鷲ノ木遺跡の保存整備事業を促進するとともに、国・

道と連携し有効活用の方法を検討します。 

② 文化財や郷土芸能、史跡などに対する住民の関心と意識を高めるとともに、

ふるさとについての多方面からの調査研究、情報発信に関わるサークルやボ

ランティアなどの育成と支援を図ります。 

③ 「森町鷲ノ木ストーンサークル」をはじめ歴史的文化遺産をまちづくりに

活かすため、調査研究・交流・情報発信の場となる施設の整備を検討します。 
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④ 次世代への文化の継承に向けて、文化財などの学校教育や社会教育での活

用を図ります。 

(3) 文化交流活動拠点の整備・充実 

① 住民が身近に芸術・文化に親しむ文化施設の整備・充実を図るとともに、

拠点となる文化センターの整備を検討します。 

② 各種芸術・文化団体、サークル等の施設利用の促進を図り、活動の活発化

に努めます。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 子どもから高齢者まで優れた芸術・文化にふれる機会を大切にするととも

に自らも創作活動に参加し、ふるさとの文化をまちづくりに活かしていきま

しょう。 

② 文化財の調査・研究や郷土芸能の保存・伝承活動を通してふるさとへの理

解を深め、優れた文化遺産を全道、全国へ発信し、交流を深めましょう。 

③ 町や近隣市町の古くからのイベント・祭りなどに積極的に参加協力し、郷

土の歴史文化を学ぶようにしましょう。 

④ 若者の企画による祭りやイベント、子どもに関わる文化活動など、若い人

が参加しやすい新しい取り組みを進めましょう。 
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１－７ 地域間交流・国際交流 

 

【現況と課題】 

高速通信・交通網の拡大が進む中で、人と人との交流はこれからの地域活性化

にとってますます重要となります。まちづくりの体験交流や大都市圏の消費者と

の交流、増加する在日外国人や外国人観光客との交流、輸出入の拡大など、全国

や世界を視野に入れたまちづくりが求められます。 

本町では、姉妹都市である静岡県森町との交流や、幼稚園・小中学校などと在

日留学生との「国際交流のつどい」の開催などの交流を行ってきました。 

また、砂原地区においても、町の歴史的な背景を基に、青森県外ヶ浜町（旧蟹

田町）との姉妹町としての住民交流がみられました。 

今後も、地域や国境をこえた多様な交流を促進し、全国・世界を対象にした産

業の活性化を進めるとともに、内外の交流・観光客が訪れ、住みやすい多文化共

生のまちづくりが課題です。 

 

【基本目標】 

全国・世界に目を向け、活発な情報発信と人材の育成を進め、豊かな自然や農

林・水産業、観光、歴史文化などの地域資源や火山防災の経験を活かし、開かれ

た地域間交流と国際交流の活発なまちをめざします。 

 

【主要施策】 

(1) 地域間交流の促進 

① 同じ町名の静岡県森町からの女性・少年研修生の受け入れ、本町からの友

好親善訪問など、地域間交流を進めます。 

② 本町の自然や産業、特産品を活かしたグリーンツーリズムやエコツーリズ

ムの推進、大沼・駒ヶ岳観光、火山防災などの地域間交流に取り組み、町の

活性化につなげます。 

③ 渡島地域の文化団体のネットワークづくり、縄文文化交流など、周辺地域

との連携を促進します。 

④ かつて姉妹町としてつながりの深い、青森県外ヶ浜町との交流を深め、地

域の歴史を学ぶ相互交流を促進します。 

(2) 国際交流の促進 

① 学校教育や社会教育での語学学習や国際理解学習、インターネットを活用

した国際交流の推進などにより、国際感覚豊かな人材の育成を図ります。 

② ホームページや案内標識、パンフレットなどへの外国語併記を進め、在住

外国人や外国人観光客にやさしいまちづくりを進めます。 

③ 留学生の受け入れや在住外国人交流の機会づくりを進めるとともに、共通

するテーマによる交流を推進します。 

④ ホームステイなど国際交流ボランティアの育成、国際交流の基盤を整備し
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ます。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 本町の自然や産業、祭りやスポーツ、防災まちづくりなどを通して、他市

町村や在住外国人との交流の充実を図りましょう。 

② 語学学習や国際理解教育、在住外国人との交流などを通して、外国文化を

学び、交流を進めましょう。 
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第２章 健康・福祉・ふれあいのまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－１ 保健・医療 

 

【現況と課題】 

子どもの生活習慣病予備群が増えるとともに、中高年の要介護や身体障がいの

原因の１／３を生活習慣病が占め、健康保険制度や介護保険制度に大きな影響を

与えています。 

町では、保健センターを拠点として、保健・医療・福祉・教育の連携を図りな

がら、健康診査や健康相談・指導、介護予防などの保健事業を行っています。医

療機関は、病院３カ所（合計270床）、診療所８カ所（38床）、歯科診療所９カ所

があり、国保病院が地域医療の要となるとともに、函館圏内の医療機関との救急

転送体制、夜間医療体制が確立されています。 

今後は、さらに高齢化が進む中で、住民が安心して暮らせるよう、生活習慣病

の予防・改善と介護予防の重点的な取り組みを進めます。また、国の三位一体改

革による診療報酬の引き下げなど、厳しい経営環境の中で、国保病院としての役

割を十分に発揮し、住民が安心して生活できる医療体制を構築するために今後、

【2017年 まちのイメージ】 

住民の３人に１人は65歳以上となってきましたが、生活習慣病予防や介護予

防の取り組みも進み、元気に仕事や趣味、ボランティア活動で活躍する高齢者が

増えてきました。地域では住民同士の絆が深まり、互いに助け合って安心して暮

らせる社会になり、障がいを持ち、要介護になっても地域で暮らし続けられるよ

うになってきました。 

少子化にはなかなか歯止めがかかりませんが、若い世代の交流や結婚、子育て

をみんなで応援するようになり、子どもを地域で育てる活動も増えてきました。 

行政では、福祉の専門人材の育成が進み、きめ細やかな相談体制ができるとと

もに、医療・福祉・就労など、ボランティアや企業との連携も強化されています。 

 

2-1 保健・医療 

2-2 地域福祉 

2-3 次世代育成 

2-4 高齢者福祉 

2-5 障がい者福祉 

2-6 低所得者福祉、勤労者福祉 

2-7 社会保険 

２ 健康・福祉 

 ふれあいのあるまちづくり 
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病院のあり方を検討することが大きな課題です。 

 

【基本目標】 

「自分の健康は自分で守る」という住民意識の醸成と実行に向けて、保健・医

療と学校・企業・地域住民が連携し、乳幼児期から高齢期の生涯にわたる健康づ

くりを進めるとともに、特に生活習慣病の予防・改善、高齢者の介護予防に重点

的に取り組みます。 

また、住民の生命と健康を守るため、国保病院については、引き続き地域住民

にとって必要な医療を供給するという大きな使命を前提としながら、役割や機能

を見直し、将来的にも安定した医療サービスを効果的・効率的に提供することに

努めます。 

 

【主要施策】 

(1) 住民の健康づくり活動の促進  

① 住民の健康づくりを総合的に進めていくために、｢(仮称)森町健康増進計

画｣を策定します。また、健康管理システムの充実を図ります。 

② 食生活改善協議会、健康推進委員会などと協力・連携し、住民自らが健康

を管理し、生活習慣病を予防・改善する食生活と運動習慣の確立を促進しま

す。 

③ 食生活改善協議会を中心に、学校教育や社会教育などと連携し、子どもの

時からの食育の推進を図ります。 

④ 生涯スポーツ活動と連携し、生活習慣病の予防・改善に向け、ウォーキン

グや健康体操などの有酸素運動、筋力トレーニング、軽スポーツ･レクリエー

ションなどの普及を図ります。 

⑤ 認知症や寝たきりなどの要介護状態について、介護予防の知識の普及をは

かり、生活習慣の改善をめざします。 

(2) 保健事業の充実 

① 子どもを健康に産み、育てるための健診、予防接種、教室など、母子に対

する保健サービスを推進します。 

② 子育てに困難を感じる親が孤立することのないよう、子育て教室や育児サ

ークル支援、母親を対象とするグループカウンセリングなど、保健・医療・

福祉・教育や地域との連携により子育てを支援します。 

③ 住民一人ひとりが健康を基盤としていきいき暮らせるように、特に生活習

慣病の予防・改善に向けて、特定健康診査・特定保健指導を行い、青壮年や

高齢者の健診、教室などへの参加率の向上を図ります。 

④ 歯と口の健康を保ち、健康な食生活を確保し、会話を楽しむことができる

よう、歯科相談、歯科検診、歯科保健教室などを推進します。 

⑤ 保健師、栄養士などの計画的な人材確保に努めるとともに、研修による資

質の向上を図ります。 
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(3) 介護予防事業の推進 

① 寝たきり、認知症などを予防し、健康寿命を延伸するため、地域包括支援

センター、医療機関などと連携し、特定高齢者の把握に努めます。 

② 特定高齢者に対し、心身活性化教室・運動教室・食生活改善事業・高齢者

歯科指導など、必要に応じた介護予防サービスの提供を図ります。 

(4) 地域医療体制の充実 

① 国保病院が中心となり、保健と医療が連携し、予防に重点を置いた地域医

療の確立に努めるとともに、町内の他の病院やかかりつけ医との連携を強化

します。 

② 厳しい環境の中で、国保病院の経営状況も例外でなく、設置された国保病

院運営委員会において病院の経営体系を協議します。 

③ 人間ドックなどの健診や訪問診療、訪問看護が可能な体制づくりを図りま

す。 

④ 公共施設等への自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置をするとともに、消

防本部による応急手当についての知識や技術の普及啓発を図ります。  

⑤ 国保病院の初期救急医療体制の充実を図るとともに、消防本部と連携し、

函館圏内の医療機関との救急転送体制の充実により、休日･夜間の救急医療体

制の確保を図ります。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 「自分の健康は自分で守る」ため、子どもの時から、生活習慣病（特に、

メタボリックシンドローム）予防・改善の取り組みを進めましょう。 

② 改善者が中心となり、食育や運動、介護予防のボランティア活動に参加し

ましょう。 

(2) 事業者の取り組み 

① 働き盛りの男女の健康意識を高めることから、メタボリックシンドローム

の予防・改善に向けて、職場保健活動の充実を図りましょう。 
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２－２ 地域福祉 

 

【現況と課題】 

保育や介護などの社会的サービスの充実が図られてきましたが、高齢化と核家

族化、職業の多様化、若者の地域離れなどにより、地域コミュニティの弱体化が

進む一方、成熟社会への移行に伴い、多様なコミュニティ生活の充実を図り、助

け合い、互いに尊敬しあえる生きがいのある生活が求められています。 

本町では、合併に伴い、社会福祉協議会や各種福祉団体の統合を果たし、社会

福祉協議会、民生・児童委員、福祉委員、各種福祉団体、町内会などを中心に、

地域で助け合う｢小地域ネットワーク活動｣を推進しています。また、社会福祉協

議会内にボランティアセンターを設置し、住民の理解と関心を深め、組織的な活

動の育成が進められています。 

今後は、社会福祉協議会を中心に、住民の福祉意識の醸成・浸透を図り、地域

福祉活動やボランティア活動のより一層の推進が課題です。 

 

【基本目標】 

すべての住民が住み慣れた地域で安心して暮らせる温かい地域社会をめざし、

社会福祉協議会とボランティアセンターの機能強化を図りながら、地域で困った

時にお互いに支え合う地域福祉活動やボランティア活動の推進と、ユニバーサル

デザイン20の暮らしやすいまちづくりを進めます。 

 

【主要施策】 

(1) 福祉意識の高揚 

① 町広報紙や社協広報紙、ボランティア情報紙、ホームページなどにより、

福祉サービスや地域福祉活動・ボランティア活動の情報提供に努めます。 

② 学校教育や社会教育、社会福祉協議会、町内会などとの連携を図りながら、

体験的な方法を取り入れるなど、あらゆる機会を通じて福祉意識の高揚を図

ります。 

(2) 地域福祉活動の推進 

① 地域で自立した生活を望む高齢者や障がい者が安心して地域で共に支え合

いながら暮らせるよう、社会福祉協議会を中心に「小地域ネットワーク活動」

の拡充を図ります。 

② ボランティアセンター活動の充実を図り、学校教育との連携、ボランティ

ア講座や体験機会の充実、情報提供や異分野のボランティア団体の交流など

により、ボランティア活動の活性化を図ります。 

③ 特別養護老人ホーム｢さくらの園｣などの福祉施設を地域に開放し、高齢者

                             
20 ユニバーサルデザイン：バリア（障壁）がなく、誰もが使いやすいように配慮されたデザイ

ン（設計）のこと。 
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や障がい者・幼児と地域住民との交流やボランティア活動の促進を図ります。 

④ 総合相談窓口の開設など、総合的な地域福祉の推進を図るとともに、地域

福祉活動と地域保健活動、地域防災などの連携を図ります。 

⑤ 交流・研修機会の充実など、福祉に携わる人材の確保･育成を図ります。 

⑥ 高齢者や障がい者及びその家族との交流の場や機会づくりに努めます。 

(3) 福祉のまちづくりの推進  

① ノーマライゼーションやリハビリテーションの理念に立った、高齢者や障

がい者などが暮らしやすい、開かれた社会づくりを促進します。 

② バリアフリーの理念に立った、誰もが使いやすいユニバーサルデザインの

公共施設や店づくり、住まいや事業所づくり、災害時に安全なまちづくりを

促進します。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 安心して助け合いながら暮らせる地域づくりに向けて、地域福祉活動や福

祉ボランティア活動、福祉イベントなどに積極的に参加しましょう。 

(2) 事業者の取り組み 

① 障がい者など誰もが使いやすいユニバーサルデザインのまちづくりを進め

ましょう。 
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２－３ 次世代育成 

 

【現況と課題】 

非婚化、晩婚化、共働き化、ひとり親家庭の増加などにより、今後、少子化が

さらに進むことが予想されるとともに、共働き家庭の増加により、保育サービス

の充実が求められています。また、地域の人間関係の希薄化などにより、育児不

安に陥る母親が増え、地域で子ども同士が遊ぶ機会が減ってきていることも心配

されます。 

本町においては、｢森町次世代育成支援行動計画」を策定し、６つの保育所に255

人（平成19年４月）の児童が入所しています。また、子育て教室や子育てグルー

プの育成、母子・父子家庭（平成17年で149世帯）への支援などを行っています。 

今後は、若者の交流・結婚、定住支援など少子化対策を充実するとともに、保

育の充実と幼保一元化施設の検討、放課後対策の推進、子育てグループ育成、ひ

とり親家庭への支援などが求められます。 

 

【基本目標】 

次世代の育成に向けて、若者の安定的な就業や交流・結婚機会の充実などを図

るとともに、安心して子どもを産み、子育てできるよう、保育内容の充実、職場

における子育て環境づくり、母子・父子家庭への支援などの充実を図ります。ま

た、児童一人ひとりが心身ともに安全で健やかに成長できるよう、家庭・地域環

境づくりを促進します。 

 

【主要施策】 

(1) 少子化対策の推進 

① 学校教育、保健と連携し、乳幼児とのふれあいなどの機会を増やし、結婚

や子育てを肯定的にとらえられるよう、思春期教育の充実を図ります。 

② 若者が安定した仕事に就き、地域で活躍し、交流・結婚できるよう、若者

の地域クラブ・サークル活動やイベントなどを支援します。 

③ 男女が働きながら子育てに参加できるよう、保育サービスの充実を図りま

す。 

(2) 家庭・地域における子育て支援 

① 子どもとふれあう経験がないままに大人になる若者が大多数であることか

ら、保健との連携を図りながら、育児情報の提供、両親学級や父親学級など、

家庭教育機会の充実を図ります。 

② 子育てに困難を感じる親が孤立することのないよう、子育て教室や家庭児

童相談の充実、育児サークル・子ども会活動の支援など、関係各課や地域と

連携し、子育て支援の充実を図ります。 

③ 保護者やボランティアの協力により、児童遊園や保育所・幼稚園・学校の

開放などにより、身近で安全な遊び場の確保に努めるとともに、子ども会活
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動など、体験機会の充実を図ります。 

④ ニーズの把握に努めながら、地域子育て支援センターやファミリーサポー

トセンター、放課後児童クラブ（学童保育）の設置を検討します。 

⑤ 児童虐待防止対策ネットワークを整備し、児童虐待の予防、早期発見・保

護を図ります。 

(3) 保育の充実 

① 保育ニーズの多様化に対応し、保育時間延長、低年齢児・障がい児保育、

一時保育などの特別保育の実施、他町からの広域入所など、保育サービスの

充実を図ります。 

② 幼稚園との連携を図りながら、幼保一元化施設の整備を検討するとともに、

幼稚園・小学校と連携し、保育所における就学前教育の充実を図ります。 

(4) 母子・父子家庭への支援 

① 福祉事務所や児童相談所などとの連絡を密にし、母子相談員及び民生児童

委員による相談活動の充実を図ります。 

② 福祉資金の貸付、医療費助成、就学金助成などの各種助成制度の活用を促

進するとともに、町営住宅の優先利用を検討します。 

③ 母子･父子家庭の経済的･社会的自立を促すため、交流を促進するとともに、

職業安定所と連携し、就労の支援を図ります。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 子育てグループや「親父の会」づくり、子育て学習、子ども会活動の充実

など、保護者の自主的な取り組みを進めましょう。 

② 子育てや子どもの遊び、体験活動の支援、子どもの見守りなど、子育てを

地域で支えるボランティア活動やファミリーサポートに参加しましょう。 

(2) 事業者の取り組み 

① 少子化の防止に向け、若い男女が働きながら子育てできる職場環境づくり

を進めましょう。 
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２－４ 高齢者福祉 

 

【現況と課題】 

急速に高齢化が進む中で、平成12(2000)年から介護を社会全体で支える介護保

険制度が始まり、介護サービスの利用が進みました。その後、要介護高齢者が増

え、介護費用が増大してきており、平成17年に介護保険法の抜本的な見直しを行

い、「自立支援」に向け、これまで保健・福祉事業として行われていた多くのサ

ービスが介護保険事業に組み込まれました。 

本町の65歳以上の高齢者人口は5,008人、高齢化率は26.2％で、要介護高齢者は

844人、16.9％を占め、高齢者のみの世帯数は全世帯の約25.4％に及んでいます(以

上、平成17(2005)年10月現在)。高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、

介護予防・生活支援、健康、生きがいづくりなどに努めるとともに、在宅福祉サ

ービスや施設サービスなど、介護サービスを充実してきました。 

今後は、介護保険サービス（介護給付と新予防給付）と地域支援事業（従来の

老人保健事業、在宅福祉事業など）、地域包括支援センター事業の推進などを図

るとともに、元気な高齢者のスポーツや学習・文化、交流活動、シルバー人材セ

ンター等による生きがい就労の促進などが課題です。 

 

介護予防・介護給付・地域支援事業の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本目標】 

生活習慣病や介護予防・介護度改善の取り組みを促進し、健康寿命の延伸と健

康保険制度や介護保険制度の安定的運営を図りながら、体が不自由になっても安

心して暮らせるよう、各種介護保険サービスや生活支援の充実を進めます。また、

高齢者が誇りと生きがいを持ち、元気に暮らせるよう、社会参加機会の充実を図

ります。 

元気高齢者 虚弱高齢者 

要介護高齢者 

要支援 要介護 

地域包括支援センター 

（介護予防ケアマネジメント） 

居宅介護支援事

業所(ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ) 

自立高齢者 

地域支援事業 

一般高齢者施策 

（元気高齢者等） 

特定高齢者施策 

（機能低下等） 

介護保険事業 

新予防給付 
（予防教室
等を追加） 

介護給付 

介護予防事業 

任意事業 



 23 

【主要施策】 

(1) 介護予防の推進 

① 保健との連携を図り、食生活の改善と運動習慣の徹底により、メタボリッ

クシンドローム（内臓肥満症候群）の改善を図り、高血糖、高血圧、心疾患、

脳血管疾患などによる要介護の予防を図ります。 

② 寝たきりや認知症の予防に向けて、食事や運動などを中心とする介護予防

のための取り組みを促進します。 

③ 地域包括支援センターによる、介護予防の総合的･継続的ケアマネジメント

と総合相談体制の整備、権利擁護業務の推進を図ります。 

(2) 介護サービスの充実 

① ３年ごとに｢森町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画｣を見直し、総合

的な介護保険事業と関連事業の推進にあたります。 

② 適切な要介護認定を行うとともに、要介護度の維持・改善に向けた適切な

ケアマネジメントの指導を図り、介護給付適正化を図ります。 

③ 要支援１・２の軽度者に対し、介護予防ケアマネジメントを行い、効果的

な新予防給付を充実し、重度化の防止を図ります。 

④ 日常生活圏域ごとにサービス提供体制の整備を図り、地域密着型サービス

の充実を図ります。 

⑤ 通所介護や通所リハビリテーションなどの通所サービス、訪問介護や訪問

看護などの訪問サービスをはじめ短期入所サービスなどの居宅におけるサー

ビスの充実を図ります。 

⑥ 町内には、町立の「さくらの園」と、砂原地区の「シャリテさわら」の２

つの特別養護老人ホーム、介護老人保健施設「道南森ロイヤルケアセンター」

があり、利用者本位のサービス提供を図るとともに、ボランティアの受け入

れなど、福祉教育や地域福祉活動の拠点として開かれた施設運営を促進しま

す。 

⑦ 介護サービス情報の公表を行うとともに、苦情相談窓口の充実、介護保険

事業所の適正な指導と連携、地域密着サービスの展開誘導と適正指導などに

努めます。 

⑧ 認知症ケアの充実を図るとともに、地域福祉権利擁護事業や成年後見制度

の活用により、認知症高齢者のサービス利用や金銭管理、財産管理などを支

援します。 

(3) 自立と社会参加の促進 

① 緊急通報装置の設置と見守りや災害時の安否確認体制の確保、福祉タクシ

ー券の支給など、ひとりぐらし高齢者などの地域生活を支援します。 

② 介護保険サービスの利用とあわせて、介護用品支給事業や家族介護者の交

流など、家族介護者への支援を図ります。 

③ 社会教育や老人クラブ連合会と連携し、スポーツや文化活動、高齢者同士

の交流や世代間交流、ボランティア活動や地域コミュティ活動など、高齢者

の社会参加を促進します。 
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④ シルバー人材センターの充実、退職者の起業・就業支援などにより、高齢

者の就業の場づくりを進めます。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 食生活の改善、ウォーキングなどの有酸素運動、筋力トレーニングなど、

それぞれに合った生活習慣病予防・介護予防の取り組みを進めましょう。 

② 地域の高齢者などが協力し、ひとりぐらし高齢者などに対する見守りなど、

助け合いを進めましょう。 

③ 祭りや伝統行事、産業振興、子どもの遊びなど、高齢者の豊富な経験を子

どもの教育やまちづくりに活かしましょう。 

(2) 事業者の取り組み 

① 介護保険制度の安定に向けて、介護予防や介護度改善に向けた介護サービ

スの提供に努めましょう。 

② 子どもや住民の介護体験やボランティアの受け入れを図り、ボランティア

の育成に取り組みましょう。 
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２－５ 障がい者福祉 

 

【現況と課題】 

障がい者の増加と高齢化が進む中で、平成15年度から支援費制度が開始され障

害福祉サービスは「措置制度」から「契約制度」へと移行しました。さらに、平

成18年度には障害者自立支援法が施行され、「三障がい（身体障がい、知的障が

い、精神障がい）の制度の一元化」「市町村によるサービス提供の一元化」「地

域生活移行と就労支援の強化」など、新制度へと移行することになりました。 

自立支援法の施行を機に、町では障がいのある人の生活全般にわたる施策を総

合的に体系づけるため、平成19年３月に「森町障がい者基本計画」と「障がい者

福祉計画」を一体的に策定し、新たなサービス提供体制の整備を進めています。 

本町の平成18年の身体障がい者（児）数（身体障害者手帳交付数）は1,072人、

知的障がい者（児）数（療育手帳交付数）は124人、精神障がい者（精神障害者保

健福祉手帳交付数）は44人です。町内には障がい児向けの施設として、児童デイ

サービスセンター21「あいあいクラブ」が設置されています。また、障がい者用の

通所サービス事業として「森町地域活動支援センター」を、平成19年４月に開設

しました。 

今後は、障がいの早期発見と早期治療、新制度の啓発と各種サービス供給体制

の整備、公共的な施設のバリアフリー化や地域でのノーマライゼーション22理念の

啓発、交流機会の拡充、就業の場の確保などが課題です。 

 

【基本目標】 

障がい者（児）が保健・福祉サービスを適切に利用し、地域で自立して生活し、

自分らしい生き方ができる社会づくりに向け、障害者自立支援法に基づく総合的

な実態把握と障害福祉サービスの推進に努めるとともに、障がい者が暮らしやす

い地域社会づくりを進めます。 

 

【主要施策】 

(1) 障がいの予防・早期治療・相談体制の充実 

① 妊婦・乳幼児健診や保健・福祉などに関する相談体制の充実、保健・医療・

教育などとの連携により、心身の健康増進、障がいの予防･早期発見・早期治

療、機能回復訓練などの充実を図ります。 

② 心身障がい児の早期療育のため、発達支援センターの役割も兼ねた児童デ

イサービスセンターの充実を図ります。 

 
                             
21 児童デイサービスセンター：障がいを持つ子どもに対し、日常生活における基本的な動作の

指導、集団生活への適応訓練などのサービスを提供する施設。 
22 ノーマライゼーション: 障がい者や高齢者など社会的に不利を受けやすい人々が、社会の中

で他の人々と同じように生活できる社会にしていこうという考え方。 
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 (2) 保健・福祉・生活支援サービスの充実 

① 障害者基本法に基づく「障がい者基本計画」（６年計画：森町障がい者基

本計画）に基づき、サービスの整備目標を定め、保健、医療、福祉、教育、

雇用、生活環境などの各分野が連携し、総合的に障がい者施策を進めます。 

② 障害者自立支援法に基づく「障がい福祉計画」（３年計画：「森町障がい福

祉計画」）に基づき、新サービス体系への移行に向けて、介護サービス（ホ

ームヘルプ、ショートステイ、施設入所など）などのサービス提供体制の確

保に努めます。 

③ 難病患者の生活の質的向上や自立と社会参加を促進するため、保健・福祉

の連携を強化し、在宅介護サービスの充実を図ります。 

 

(3) 自立と社会参加の促進 

① 保育所・幼稚園や学校などと連携し、療育や障がい児保育、発達障がい児

などの特別支援教育の充実、進路指導の充実などを図ります。 

② 地域で障がい者が働けるよう、福祉部門から一般就労への移行や就労継続

を支援するとともに、多様な雇用・就労の場の確保に努めます。 

③ 地域で自立した生活ができるよう、自立訓練やグループホームの設置など

を支援するとともに、相談や地域活動支援センターなど地域生活支援事業23の

サービス提供体制の整備を促進します。 

④ 障がい者が外出しやすいよう、ユニバーサルデザインのまちづくりを進め

るとともに、関係課等と連携して災害時の情報提供や支援体制づくり等に取

り組みます。また、視覚・聴覚障がい者や手などの不自由な障がい者の情報

の受発信に向けて、情報バリアフリーの支援を図ります。 

⑤ 障がい者団体の活動を支援し、各種事業への参加の促進、障がい者や家族

の相互交流、会員相互の連帯を促進します。 

⑥ 広報の充実、福祉教育の推進、障がい者が参加する趣味活動やイベント、

ボランティア活動等を通した交流などにより、障がい者に対する理解を深め、

共に暮らすまちづくりを進めます。 

⑦ 障がい者の社会参加や介護･介助を支えるボランティア活動を支援します。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 障がい者や家族相互の交流を図りましょう。 

② 障がい者（児）が地域活動や趣味・スポーツ、イベントなどに参加できる

よう、受け入れ体制を整備し、交流を図りましょう。 

(2) 事業者の取り組み 

① 商業施設や工場などのユニバーサルデザイン化を推進しましょう。 

② 「障がい者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障がい者の積極的な

雇用に努めましょう。 
                             
23 地域生活支援事業:道や市町村が障害者自立支援法に基づき実施する相談支援、コミュニケ

ーション支援、日常生活用具の給付・貸与、移動支援などの事業のこと。 
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２－６ 低所得者福祉、勤労者福祉 

 

【現況と課題】 

長引く不況と社会の２極化、高齢化などを反映して、被保護世帯は増加傾向に

あり、加えて無年金者、高齢者世帯、障がい・傷病世帯など、社会的に弱い立場

の人々の占める割合は増加しており、保護の内容も多様化してきています。本町

の生活保護率は、2.61％程度で推移していますが、高齢化がさらに進む中で、生

活保護対象世帯が増加することも懸念されます。 

今後は、民生委員や関係機関との連携を密にして、生活相談・指導の充実を図

るとともに、適切な援護と自立生活指導、雇用確保などが課題です。 

また、長引く不況、企業の正規雇用の抑制などにより、若者のパート・アルバ

イトやフリーター、ニートは全国で300万人にものぼり、中高年齢層の再就職も困

難な状況にあります。本町においては、雇用の創出やシルバー人材センターの開

設などの取り組みを進めてきました。 

今後は、若者や女性、退職者や高齢者の職業能力の開発や就労への支援ととも

に、福利厚生などの充実を促進することが課題です。 

 

【基本目標】 

低所得者の生活の安定と自立の促進に向け、相談・指導体制の充実と生活保護

制度などの適正な運用に努めるとともに、勤労者の労働相談や就労環境の改善、

福利厚生対策の充実などを促進します。 

 

【主要施策】 

(1) 低所得者世帯への支援 

① ハローワーク函館などとの連携を図りながら、就業の相談・指導・能力開

発に努めます。 

② 民生委員や関係機関との連携を強化し、援護を必要とする世帯の的確な把

握を行い、生活保護制度の適正な運用に努めます。 

③ 生活福祉資金貸付など、各種制度資金の周知徹底を図り、更生･就学･住宅

などにおける有効活用を促進します。 

④ 多様化する相談・指導に対応できる専門知識を持った職員の養成を図ると

ともに、民生委員などの協力を得ながら、相談・指導活動の充実を図ります。 

(2) 勤労者福祉の充実 

① ハローワーク函館と連携して、労働相談や雇用相談の充実を図るとともに、

社会教育とも連携し、若者や女性、高齢者や障がい者などの職業知識・能力

の向上を支援します。 

② 事業主に対し、正規雇用の拡大、退職金・年金制度への加入、働きながら

子育てできる職場環境づくり、職場環境の改善、産業保健活動の推進、福利

厚生の充実などを促進します。 
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【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① よりよい労働環境をつくるために、関係法令や各種制度についての知識を

深めましょう。 

(2) 事業者の取り組み 

① 安定的な雇用の確保とともに、労働環境の向上や福利厚生の充実を図りま

しょう。 

② 少子化の解消に向け、若い男女が働きながら子育てできる職場環境づくり

を進めましょう。 
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２－７ 社会保険 

 

【現況と課題】 

国民健康保険制度は、国民の医療確保に重要な役割を果たしてきましたが、高

齢化により医療費が急増する一方、中小企業の社会保険からの脱退や失業者の加

入などで低所得者層が増え、国民健康保険税の収納率低下が進むことが懸念され

ます。平成17(2005)年度末の本町の国民健康保険の加入世帯数は4,382世帯、9,772

人(加入率50.1％)で、平成17年度の医療費は40億円（一人あたり道内114位）で、

国民健康保険税の収納率は87.47％です。今後は、生活習慣病予防・改善を重点的

に進め、医療費の抑制を図るとともに、保険税の収納率の向上などを図る必要が

あります。 

介護保険制度は、高齢者介護を社会全体で支えるために平成12(2000)年に施行

され、利用者と給付費の増大に対応するため平成17(2005)年に大幅な改正がなさ

れました。平成17(2005)年度末の本町の要介護認定者は864人（4.48％）で、平成

17年度の介護給付費は12.7億円です。今後は生活習慣病予防・改善と介護予防事

業との連携強化を図り、高額医療費や介護給付費の適正化を進めることが課題で

す。 

国民年金制度は、老後の生活の安定に大きな役割を果たしてきましたが、少子

化が進むとともに若者の加入率が低下し、国民の不安が高まっています。本町の

平成17(2005)年度末の国民年金の被保険者は5,042人(第１号3,795人、第３号

1,247人)、受給権者数は4,670人、平成17年度の保険料収納済額は３億円、年金受

給総額は27億円です。平成14(2002)年度より、保険料の収納は国に移管されまし

たが、町では保険料免除・納付猶予申請や年金相談などの件数が増加しており、

年金窓口の充実とともに、年金制度の啓発による無年金者の解消が課題です。 

 

【基本目標】 

住民の生活習慣病予防・改善、介護予防などに積極的に取り組み、医療費と介

護費用の適正化を促進し、国民健康保険制度と介護保健制度の財政の健全化と円

滑な運営を図るとともに、国民年金に対する住民の理解と加入・納付を促進し、

国民年金制度の安定化を図ります。 

 

【主要施策】 

(1) 国民健康保険制度の安定化 

① ｢特定健康診査等実施計画｣を策定し、メタボリックシンドローム予防・改

善を中心に、生活習慣病予防・改善の取り組み、病気の早期発見・早期治療

を進め、脳血管障がい・心臓病・ガン・糖尿病・骨折などの高額医療費の抑

制を図り、国民健康保険財政の健全化を図ります。 

② 被保険者に対する保健指導や医療費の通知、重複・頻回受診の抑制、レセ

プト点検の強化などを進め、医療費の適正化を図ります。 
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③ 国民健康保険制度への理解を求め、保険税の賦課総額の確保と収納率の向

上を図ります。 

④ 平成20(2008)年度の後期高齢者医療制度の創設に対応し、制度の周知を図

るとともに、道単位で設置する後期高齢者医療広域連合との連携を密にし、

円滑な高齢者医療制度の運営に努めます。 

(2) 介護保険制度の安定化 

① 要介護の原因の１／３を占める生活習慣病の予防・改善、寝たきり・認知

症などの介護予防の取り組みなどにより、介護保険財政の適正化に努めます。 

② 要介護度の維持・改善に向けた介護サービスの提供など、居宅介護支援事

業者（ケアプラン作成）や介護サービス事業者などとの連携を密にし、介護

費用の適正化を図ります。 

③ 保険料収入を確保するため、収納率の向上を図ります。 

(3) 国民年金制度の安定化 

① 町広報を活用し、年金制度や請求・届出方法、保険料免除・納付猶予制度

の掲載や相談窓口の充実など、年金相談業務のサービス向上を図ります。 

② 函館社会保険事務所による定期的な移動年金相談を実施します。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 特定健診・特定保健指導などにより、生活習慣病予防病気の早期発見・早

期改善・治療に努めるとともに、不必要な重複・頻回受診や薬の多用などを

避け、医療費の適正化に取り組みましょう。 

② 筋力トレーニングなどにより、転倒骨折・寝たきり予防に努めるとともに、

食事や有酸素運動、社会参加などにより認知症の予防を図りましょう。 

③ 国民健康保険制度や介護保険制度、年金制度に対する理解を深めましょう。 

(2) 事業者の取り組み 

① ｢(仮称)森町健康づくり計画｣に基づき、従業者の生活習慣病予防の取り組

みを進めましょう。 

② 医療、介護関係の事業者間で、メタボリックシンドロームの改善や介護度

維持・改善の事例などについて情報を交換し、最適な予防医療と介護サービ

スの提供に努めましょう。 
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第３章 産業・活力 はつらつとしたまちづくり 

 

 

【2017年 まちのイメージ】 

町民協働の森づくりや下水道の整備、稚魚の放流などが進み、噴火湾の魚貝類も豊か

さを増し、「ホタテといかめし」の町に、観光客が立ち寄るようになってきました。また、

ガン予防効果のある野菜が見なおされ、特産の「森のカボチャスープ」や「森のトマト

スープ」も人気がでています。豊富な海と畑の食材を活かして、「健康食品クラスター24」

が形成されてきました。 

駒ヶ岳周辺は、全国的に有名な乗馬トレッキングを中心に、登山やカヌー、農業・漁

業など体験観光で賑わいを見せ、グリーンピア大沼や濁川温泉に泊まる人も増え、退職

して定住する人も増えてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－１ 農林業 

 

【現況と課題】 

安い農林畜産物の輸入が増加し、農林畜産物価格の低迷や農業者の高齢化が進

む一方、健康志向の高まりやスローフードへの関心など、安全で安心な、新鮮で

美味しい農畜産物が求められています。また、環境意識の高まりから森林を守り

育てる気運が高まり、地元材活用の動きも見られます。 

本町は、310戸(うち専業123戸、認定農業者54人：平成17年度)の農家が1,984ha

の農地を活用し、野菜、米、酪農、肉用牛、養豚などの農業を展開しており、平

成16(2004)年度の農業産出額は約79億円で、豚39億円、野菜17億円などです。国

営駒ヶ岳地区畑地帯総合土地改良事業の完了に伴い、本格的な畑地かんがい営農

が開始され、「森の都」かぼちゃは日本一の評価を受けるとともに、地熱水・温泉

熱を活かしたハウストマトは販売高第１位となっています。 

森林法による森林面積は28,231ha で、町面積の76.6％を占め、国有林

11,450ha(人工林率35%)、一般民有林16,781ha（人工林率37％）で、トドマツ、カ

                             
24 クラスター：ブドウの房のように産業の群れが形成される様子を指す。 

第３章 産業・活力 

 はつらつとしたまちづくり 

3－1 農林業 

3－2 水産業 

3－3 工業 

3－4 商業・サービス業 

3－5 観光産業 

3－6 雇用・就労 
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ラマツ、スギなどが植栽されています。林齢40年生以上の森林が57％を占めてい

ます。 

今後は、高付加価値のブランド農産物の生産とともに、加工による付加価値化

やグリーンツーリズム25の推進、国土保全・水源かん養などの機能を持つ森林の保

全と、教育・観光機能などの活用が求められます。 

 

【基本目標】 

意欲のある担い手や生産法人の育成・確保と農地利用の集積を図り、地域特産

物の産地化とクリーン農業や有機農業の確立とともに、消費者の食卓と直結した

「森もりブランド」の魅力的な加工商品の開発とグリーンツーリズムなどを促進

します。また、災害の防止や水源のかん養、栄養分豊かな海づくり、林業体験や

森林レクリエーション利用などの木育をとおして森林の公益的機能の維持増進と

ともに、木材需要の喚起を図りながら、木材や木炭などの振興を促進します。 

 

【主要施策】 

(1) 担い手の育成・確保 

① 食育の推進や農業体験機会の充実を図り、子どもの頃から農業に対する関

心の喚起と誇り意識の熟成を図ります。 

② 意欲的な担い手や新規就農者の確保・育成を図るとともに、認定農業者制

度の展開、営農指導、研修・研究体制の整備、資金制度の拡充・活用、家族

協定の普及などを促進します。 

③ 女性や高齢者、定年退職者などが農業に従事できるような農作業の受委託

体制の整備、新作物の導入、技術指導などを促進します。 

(2) 農地と農村環境の保全・整備 

① 「食料・農業・農村基本計画」に沿った食料自給率の向上に向け、意欲的

な担い手への農地の利用集積と遊休農地の有効活用を促進するとともに、農

業水利施設の適切な維持管理とその更新など、農業基盤の整備を支援します。 

② 地域住民との連携により、国土保全・自然環境保全などの公共的な役割を

果たす農地・水環境の保全・活用を図り、生活改善センターの整備を検討し、

快適で美しい魅力ある農村づくりを促進します。 

(3) 森ブランド農業の促進 

① 消費者ニーズの把握に努めながら、商工業や観光とも連携し、「森もりブラ

ンド」の高付加価値の農畜産物や加工品の開発・生産、販売を支援する「体

験の郷」づくり支援事業を促進します。 

② 消費者の健康志向に対応し、土づくりを基本に、農薬の低減技術の開発･普

及など、クリーン農業や有機農業の促進を図ります。 

③ カボチャやトマト、韃靼そばやブルーベリー、プルーンなどの生活習慣病

                             
25 グリーンツーリズム：都市住民が農山漁村において自然・文化・人々との交流を楽しむ体験

型・滞在型の余暇活動のこと。 
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予防効果や美容効果などの調査・研究を促進するとともに、食育や生活習慣

病予防の取り組みと連携し、ＰＲと消費拡大を図ります。 

 

森町の健康食材 

食材 成分 健康効果 

リノレン酸 血中コレステロールを乳化・排泄（高血圧・脳血管障害予防） 

β-カロチン 細胞の老化・がん化を予防、美肌保持、免疫力強化 

カボチャ 

カリウム 塩分排泄（高血圧予防） 

リコピン 活性酸素の働きを低下させる（がん・老化予防） トマト 

カリウム 塩分排泄（高血圧予防） 

韃靼そば ルチン 心臓病や動脈硬化、高血圧などの生活習慣病を予防 

ブルーベリー アントシアニン 視力回復、視力低下防止、目の疲れを癒す 

カリウム 塩分排泄（高血圧予防） プルーン 

鉄分 貧血予防 

タウリン 血圧の正常化・コレステロール値の低下・動脈硬化の予防・糖尿病

の予防・視力低下の予防・疲労回復・アルコールによる肝臓障害改

善等 

ペプチド 血圧低下作用やコレステロール値を抑え、免疫力を強化 

グルタミン酸 疲労回復 

ビタミン E 老化予防、美肌効果 

ホタテ 

アラニン 肝臓の分解能力を高める 

 

④ クリーン農業や有機農業の展開とあわせて、商工業や観光、水産加工など

と連携し、カボチャやトマト、韃靼そば、ブルーベリー、プルーンなどの名

物料理や菓子などの開発を促進します。さらに、加工体制の充実を図り、「森

もりブランド」の加工特産品の開発・販売を促進します。 

⑤ 農業の情報化を促進するとともに、カボチャなど特産品のイベントやグリ

ーンツーリズム、各地の物産展への参加などを通し、ＰＲと消費者との交流・

提携を図ります。 

(4) 林業の振興と森林の公益的機能の維持増進 

① 災害防止、水源かん養、景観･環境機能、豊かな海づくりなど、森林の公益

的機能の維持増進を図るために、治山施設や保安林の整備を推進します。 

② 建築家や工務店などと連携し、地元材や道産材の家づくりを促進するとと

もに、林道の整備を図りながら効率的な森林施業の促進を図ります。 

③ 木炭など、特用林産物の振興とバイオマスエネルギー利用を促進します。 

④ 教育や保健と連携し、林業体験や森林レクリエーション機会を充実するな

ど、木育をとおして森林文化を育てます。 

 
 
【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 
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① 家庭や地域で食育を進めるとともに、生産者と交流・連携し、地産地消を

進めましょう。 

② 地域で協力し、農林業体験機会の充実を図りましょう。 

③ 森林ボランティアによる森づくりや体験活動に参加しましょう。 

(2) 農林業者の取り組み 

① 意欲のある担い手の確保・育成とともに、女性や高齢者、定年退職者など

が農業に従事できるような仕組みをつくりましょう。 

② 農地利用の高度化を図るとともに、農村環境を保全しましょう。 

③ 新鮮で、安全・安心な「森もりブランド」の農畜産物や加工品の開発を進

めるとともに、消費者への情報発信と販路拡大を図りましょう。 

④ 森林の公益的機能の維持増進とともに、木育、林業体験など森林文化の継

承を図りましょう。 
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３－２ 水産業 

 

【現況と課題】 

健康志向から、世界的に魚食への関心が高まる一方、輸入水産物の増大と漁価

の低迷、国内資源と生産額の減少、燃料の高騰、漁業就業者の減少と高齢化など、

水産業を取り巻く環境は厳しくなっています。 

本町には、森漁業協同組合と砂原漁業協同組合の２つがあり、第１種漁港５港、

第３種漁港１港、港湾１港を拠点にして、ホタテ養殖（41億円：平成17年）と、

すけとうたら(12.5億円)、かれい(3.9億円)などの沖合・沿岸漁業が行われていま

す。 

今後は、後継者と漁業団体の育成、港湾・漁港と関連施設の整備、ホタテ養殖

の安定化に向けた噴火湾海域の漁場環境調査の推進、漁業資源の増大に向けた漁

場の保全・造成、水産加工品のブランド化などが課題です。 

 

【基本目標】 

「ホタテの町」として、後継者の育成、港湾・漁港などの整備、海の環境保全・

回復と漁場の保全・造成、各種中間育成・放流事業の推進、ブランド加工品開発・

生産と販売体制の強化などを推進します。 

 

【主要施策】 

(1) 後継者の育成と漁業経営の安定化 

① 食育や放流など漁業体験学習の推進を通して、子どもの頃から、漁業への

関心と誇り意識の熟成を図ります。 

② 漁業就業希望者への情報提供と研修体制の整備、漁業後継者組織の強化、

研修活動や交流活動などを促進し、後継者の育成を図ります。 

③ 各種融資制度を活用し、漁協と一体的な経営指導を図り、省力合理化、省

エネルギー化など経営基盤の強化を促進します。 

④ 「マリンビジョン２１」へ地域の異業種参画を促進し、仲買人を通した販

売とあわせて、多様な販売チャンネルを確保し、安定価格の構築を促進しま

す。 

⑤ 噴火湾に点在する各漁業協同組合の連携強化と一体化を図ります。 

⑥ 美しい海岸や漁村景観の保全・創造に努めるとともに、下水道など住みや

すい漁村環境の整備を図ります。また、廃船や漁網などの漁業系廃棄物の円

滑な処理を促進します。 

(2) 漁港などの整備 

① 各漁港の整備計画を作成し、港湾・漁港、関連施設の整備を図るとともに、

必要に応じて改修・修築を行います。 
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(3) 資源管理型漁業の推進 

① 噴火湾の水質の保全と回復を図るために、関係機関と連携して環境調査を

実施するとともに、農薬の適正使用、家庭排水の適正処理、公害の防止、広

葉樹の森づくりなどを促進します。 

② 噴火湾海域の特性を把握し、適地に大型魚礁などの設置、藻場造成などを

行い、回遊魚の回帰率を高めるとともに、根付け資源の増大を図ります。 

③ 道の種苗センターから種苗の供給を受け、クロソイ、マツカワ、カレイ、

ナマコ、ウニなどの中間育成・放流事業を促進し、漁業資源の増大を図りま

す。 

④ 関係機関とともに、ホタテ貝の生育調査と、ホタテの養殖技術確立に向け

た調査・研究を実施し、安定生産体制の確立を図ります。 

(4) 水産加工業の振興 

① ホタテをはじめ、水産加工品のブランド化を促進し、観光・商業などとの

連携を図り、消費･販売の拡大を図ります。 

② ホタテ貝殻や付着物など水産系副産物の適正処理・リサイクルを促進する

とともに、利用料による処理施設の運営体制の構築をめざします。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① ホタテの海と海岸の自然環境を守る取り組みを進めましょう。 

② 生活習慣病予防にも繋がる、魚食文化の継承、普及を図りましょう。 

(2) 事業者の取り組み 

① 噴火湾全体での連携を強め、資源管理型漁業の推進を図りましょう。 

② 水産業と加工業・観光・商業の連携を強化し、毎年、数点の新商品・料理

開発を進めましょう。 
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３－３ 工業 

 

【現況と課題】 

わが国の工業は、中国などからの安い輸入品との競争にさらされ、国内では空

洞化が進み、ハイテク製品や品質・デザインなどで優れたブランド製品、地産地

消の加工品製造などへの転換が迫られています。 

本町の工業は食料品11、木材･木製品６、窯業･土石３、金属製品３、一般機械

２などの製造事業所が立地しており、水産加工業は、ホタテ貝とすけとうたらの

一次加工が主体です。平成17年の事業所（従業者４人以上）は85、従業者数は1,981

人、製造品出荷額等は約396億円で、食品加工業が出荷額等の９割を、従業員数で

は９割弱を占めています。 

事業所数は10年間で約24％、従業者は約10％減少し、製造品出荷額等について

は、ホタテ漁獲高の変動の影響を受け、平成13年の467億円から17年には399億円

に減少するなど、不安定です。 

消費者ニーズに合わせた海産物の高次加工への転換とともに、豊富な農畜産物

を活かした健康食品産業の育成、北海道縦貫自動車道の整備に対応した企業誘致、

観光と連携した販売強化などが課題です。 
 

【基本目標】 

｢ホタテの町｣として、「森もりブランド」の魚介類・野菜の健康食品の開発、全

国市場・世界市場へ乗り出す地域中堅企業の育成、若者や退職者の起業化などを

促進するとともに、観光と連携して町のブランド力を高め、北海道縦貫自動車道

の完成に伴い、インターチェンジ近くへの企業誘致に努めます。 

 

【主要施策】 

(1) ｢森もりブランド商品｣の開発 

① 異業種や大学・公的試験機関との交流・連携を図り、ホタテやカボチャ、

トマト、ブルーベリー、プルーンなどの健康食品を活かした「森もり健康ブ

ランド」の特産加工品の開発を促進します。 

② 未利用資源を活用した水産加工品の開発とともに、漁業系廃棄物の適正処

理を促進します。 

③ 国・道と連携し、頑張る企業の新技術・商品開発や雇用創造の取り組みな

どに対して支援を図ります。 

④ 原料の共同購入など、協業化・協同化に向けた取り組みへの支援を図りま

す。 

(2) 流通・販売の強化 

① 消費者ニーズの把握に努め、毎年数点の「森もりブランド商品」の開発を

支援するとともに、流通経路の簡素化、販路の拡大促進を図ります。 

② ホタテの最終商品は約５倍の販売価格となることから、２次・３次加工だ
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けでなく、観光と連携した直販やインターネット販売など、販路の拡大を促

進します。 

③ 「ホタテの町」のブランドイメージの確立に向けて、名物料理の提供や体

験漁業の受け入れなどを一体的に促進します。 

④ ホタテは世界に通用する食材であり、海外への販売の促進を図ります。 

(3) 起業の支援 

① 道や商工会議所などと連携し、若者や退職者、Ｕ・Ｊ・Ｉターン26者の技術･

知識を生かした新企業づくりを支援します。 

② ｢森もりブランド｣商品の開発、異業種交流、イベント支援、市場調査など

を支援する母体として「ＮＰＯ27森産業創造クラブ(仮称)｣の設立を検討しま

す。 

(4) 企業誘致の推進 

① 「森もりブランド」イメージの確立・強化を図り、食品関連産業などの誘

致を図ります。 

② サケの白子などを活用したバイオ産業進出の実績を活かし、水産系副産物

などを活用したバイオ産業の誘致に努めます。 

③ 工場適地や企業立地振興条例の啓発に努め、北海道縦貫自動車道のインタ

ーチェンジ近くへの、物流関係産業など企業誘致に努めます。 

④ 町有地の販売を検討するとともに、工場適地や空き店舗などの調査を行い、

企業誘致の受け皿づくりを進めます。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 「（仮称）森もりブランド研究会」の開催など、専門技術・経験・情報を活

かした起業を進めましょう。 

(2) 事業者の取り組み 

① 異業種の連携による新商品の開発、新規事業の立ち上げ、販売ルートの開

発など、経営革新を図りましょう。 

 

 

 

 

 

                             
26 Ｕターンは出身者の帰郷、Ｊターンは出身地近くの都市などへの帰郷、Ｉターンは他地域か

らの移住。 
27 ＮＰＯ：ＮＰＯとは、「Nonprofit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」

の略で、広義では非営利団体のこと。狭義では、非営利での社会貢献活動や慈善活動を

行う市民団体のこと。最狭義では、特定非営利活動促進法（1998 年 3 月成立）により法

人格を得た団体（NPO 法人）のことを指す。 
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３－４ 商業・サービス業 

 

【現況と課題】 

大規模ショッピングセンターやパワーセンター28、アウトレットモール29など商

業施設の広域化・大規模化や国際化に伴う100円ショップなど低価格化が進む一方、

既存商店街の衰退が進んでおり、地域活性化のためにその再生が大きな課題とな

っています。 

本町の商業は、平成16(2004)年度において、事業所数246、従業員数1,174人、

年間販売額約276億円で、ＪＲ森駅を起点にした大通り商店街を中心に、郊外に立

地するスーパー、国道５号沿いの飲食店、沿道立地型の商店、砂原市街地沿道に

商店などが点在しています。ＪＲ森駅周辺や大通り商店街は新しい街並みに変わ

りましたが、函館圏内の大規模ショッピングセンターなどの吸引力が高まり、商

品販売額の７割ほどが流出していると予想されます。 

｢まちの顔｣となる、魅力的な店で賑わいのある商店街づくりとともに、子ども

や高齢者など住民の日常生活を支える地元商店の維持が課題です。 

 

【基本目標】 

観光客が立ち寄りたくなる魅力のある商業の振興と住民生活を支える身近な店

の確保に向けて、「ホタテとカボチャ、トマト、ブルーベリー、プルーン」などの

特産品を活用した「森もりブランド」の商品・料理を提供する名物店と商店街づ

くりとともに、住民生活に密着した店づくりを促進します。 

 

【主要施策】 

(1) ｢森もりブランド｣店づくり 

① 「ホタテとカボチャ、トマト、ブルーベリー、プルーン」などを活かし、

全国の観光客が立ち寄りたくなり、函館など広域から集客可能な「森もりブ

ランド」の商品・料理・サービスを提供する魅力のある商店・飲食店づくり

を促進します。 

② ２つの道の駅を活用し、「森もりブランド」の商品・料理・サービスの開発

に向けた研究会づくりや商品開発・販売を支援します。 

③ 「地域団体商標制度30」の活用など、「森もりブランド」形成の取り組みを

支援します。 

④ ホームページを活用し、「森もりブランド」商品のＰＲとインターネット販

                             
28 パワーセンター：家電、衣料、玩具等の業種別に専門化された安売り店を集めたショッピン
グセンターのこと。 

29 アウトレットモール：ブランド品などの工場直販や放出品を扱うショップが集まっているシ

ョッピングセンターのこと。 
30 地域団体商標制度：地域ブランド育成に資するため、平成 18 年 4 月に商標法が改正され地

域名と商品名からなる登録が可能となった。 
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売を促進します。 

⑤ 道や関係機関、商工会議所・商工会と連携し、若者や女性、退職者、農業

者や漁業者の店づくりを支援します。 

(2) 個性的なテーマ商店街づくり 

① 全国的に有名な森町名物「いかめし」や「ホタテとカボチャ、トマト、ブ

ルーベリー、プルーン」などを活かし、他にない名物店が集まり、魅力的な

イベントが行われる、テーマ性を持った商店街づくりを促進します。 

② テーマ商店街づくりに向けて、その中心となるＴＭＯ31づくりを支援すると

ともに、中心市街地活性化基本計画とＴＭＯ計画の策定を行います。 

③ イベント会場を兼ねた駐車場の整備を促進するとともに、住民が中心とな

り、町内全体で盛り上げるイベントの実施を促進します。 

④ 魅力のある店づくりと商店街づくりに向けて、商工会議所・商工会の顧客

サービス・経営改善指導、融資、人材育成などの充実を促進します。 

(3) 地域商業の活性化 

① 子どもや高齢者が利用しやすい店づくりや宅配サービスなど、住民生活に密

着した身近な店づくりを促進します。 

② 各種研修会、経営診断、融資制度の利用促進などの支援を図ります。 

 

【住民活動】 

(1) 消費者の取り組み 

① 賑わいのあるまちづくりに向けて、地元商店での購買に努めましょう。 

② 商店街と連携したイベントなど、楽しい交流のある活発なまちづくりを進

めましょう。 

(2) 商業者の取り組み 

① 研究会を組織し、農林漁業と連携し、魅力ある「森もりブランド」商品・

料理・サービスの開発等独自性を持った店づくりを進めましょう。 

② 地域資源を利用し、商店街活性化に向けた独自性や魅力のあるイベント企

画を実施しましょう。 

③ 子どもや高齢者など、消費者に密着した地元商店の維持を図りましょう。 

 

 

 

                             
31 ＴＭＯ：タウン・マネージメント・オーガナイゼーションの略で、商工会や町などでつくる

街づくりを推進する組織のこと 
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３－５ 観光 

 

【現況と課題】 

観光の国際化が進むとともに、大量の団塊世代の退職など観光需要の増大が予

想される一方、３Ｊ（地元・地味・自分磨き）傾向などが見られる中で、自然豊

かな北海道への国内外の観光客はさらに増加することが予想されます。 

本町は、秀峰駒ケ岳などの自然に恵まれ、道の駅や濁川温泉、グリーンピア大

沼などの観光・交流資源があり、函館から大沼を経て洞爺湖方面に至る南北海道

の主要観光ルートに位置していますが、ほとんどの観光客は通過するにとどまっ

ています。 

今後、北海道縦貫自動車道の完成や北海道新幹線の整備により、観光客の通過

にさらに拍車がかかることが予想され、森町固有の地域資源を活かし、他にない

新たな観光資源を創造することが求められます。 

森町ならではの「食と買物、イベント、体験」が楽しめるまちづくりを進め、

滞在・滞留・反復型の観光地へと脱皮を図る必要があります。 

 

【基本目標】 

通過観光客や日帰り観光客の滞留を図る「森もりブランドの食と買物・イベン

ト」の魅力づくりとともに、グリーンピア大沼・濁川温泉や函館・大沼のホテル

と連携した「乗馬と農漁業体験と温泉」のまちづくりを促進します。また、イン

ターネットによる情報提供の充実、案内板や標識などの充実、観光ホスピタリテ

ィ32の向上などを図ります。 

 

【主要施策】 

(1) ｢森もりブランドの食と買物とイベント」の魅力づくり 

① 函館から洞爺湖・ニセコなどへの途中で必ず立ち寄りたいまちをめざし、

「森もりブランド」の特産品の開発と連携し、「いかめしの町」に加えて、「ホ

タテとカボチャ、トマト、ブルーベリー、プルーン」などを活用した「名物

料理店」と土産品開発の取り組みを促進します。 

② ｢森もりブランド｣の特産品の開発・販売・ＰＲに向け、専門家と連携し、

道の駅「YOU・遊・もり」と「つど～る・プラザ・さわら」の機能強化を図り

ます。 

③ 住民と観光協会を中心に現在の各種イベントを再検討し、個性的な祭りなど

への進化を図ります。 

④ 個性的な「特産品・名物料理・イベント」を全国・世界に情報発信すると

ともに、インターネット販売の促進を図ります。 

⑤ 北海道縦貫自動車道の完成による通過観光地化を食い止めるため、インター

                             
32 ホスピタリティ：暖かくもてなす心、歓待の精神のこと。 
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チェンジ周辺に交通拠点の特性を活かした観光の活性化や企業立地の誘導等

を通じて、観光産業のさらなる発展を図ります。 

(2) 「森もり体験」の郷づくり 

① ｢森もり体験協会(仮称)｣を設立し、体験プログラムづくり、インストラク

ターの養成、情報提供などにより、道内一の乗馬トレッキングを中心に、自

然体験、道内最大規模のストーンサークルのある縄文遺跡発掘体験、農漁業･

食品加工体験、駒ヶ岳火山学習、サイクリングや登山、花と香りの工芸体験

などができるまちづくりを進めます。 

② グリーンピア大沼、道立森少年自然の家(ネイパル森)、ペンション、温泉

旅館、農家民宿、函館・大沼のホテルなどと連携し、体験宿泊旅行の受け入

れ体制を整備するとともに、統一的なサイン計画と景観づくりを進めます。 

③ 七飯町大沼のカヌー･スキー、鹿部町の間歇泉、函館市南茅部町の縄文遺跡

などと連携した「駒ヶ岳体験ネットワーク｣、長万部町のカニなどと連携した

｢噴火湾･味のネットワーク｣の強化を図ります。 

(3) 観光サービスの充実 

① 何度も訪れたくなる観光地をめざし、観光関係者の接遇研修を促進すると

ともに、体験インストラクター資格の獲得を促進します。 

② 「森もり観光ＮＰＯ（仮称）」を立ち上げ、観光資源の発掘、情報発信、観

光ガイド、通訳、景観形成、観光施設の維持・管理などに従事する観光ボラ

ンティアの育成・活用を図ります。 

③ 観光客の視点に立ち、インターネットを活用した観光情報の提供、観光ポ

スターやパンフレットの定期的更新、道の駅や観光協会の観光・物産情報の

提供・発信、観光案内板の充実などを図ります。 

④ 個性的なイベントや料理、特産品、体験メニューの開発などを通して、マ

スコミを通した取材報道の機会の拡大を図るとともに、映画・テレビロケ誘

致を図ります。 

⑤ 平成17年３月に町が取得したグリーンピア大沼の有効活用に向けて、グリ

ーンピア大沼定期運営協議会と連携し、赤井川・駒ケ岳地区の体験観光コー

スの整備、ホース・トレッキングコースの充実、ちゃっぷ林館と連携した温

泉健康観光の推進、福祉施設と連携した利活用の促進などを図ります。 

⑥ 癒しを求める都市住民のニーズに応え、のどかな田園風景の中で心安らぐ濁

川温泉郷の魅力アップの取り組みの支援を図ります。 

⑦ 北海道らしい美しい自然・農村景観の保全・創造、桜の名所の青葉ヶ丘公園

及びオニウシ公園や、さわらフラワーロードなどを観光資源とし、充実を図る

とともに、シーニックバイウェイ33北海道との連携などにより、森町景観のＰ

Ｒを図ります。 

                             
33 シーニックバイウェイ：シーニックバイウェイ(Scenic Byway)とは、景観・シーン(Scene)

の形容詞シーニック(Scenic)と、わき道・より道を意味するバイウェイ(Byway)を組み合

わせた言葉で、地域と行政が連携し、景観や自然環境に配慮し、地域の魅力を道でつな

ぎながら個性的な地域、美しい環境づくりをめざす施策です。 
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【住民活動】 

(1) 住民の取組 

① 地域ぐるみで、美しい花々に彩られた、北海道を代表する魅力のある景観

形成に努めましょう。また、散乱ごみのない美しいまちづくりに取り組みま

しょう。 

② 住民と観光客が楽しめるイベントづくりを進めるとともに、観光ボランテ

ィア活動などへ参加しましょう。 

③ インターネットなどを使って地域の魅力を発信するとともに、国際観光に

対応できるよう、外国語学習などを進めましょう。 

 (2) 事業者の取り組み 

① 農林漁業や商業と連携し、観光客が食事や買物、体験に立ち寄りたくなる

「森もりブランド」の魅力のある店づくりや魅力ある商品開発などを進めま

しょう。 

② 観光関係者は、体験インストラクター資格の獲得や外国語研修に努め、体

験サービスの充実を図るとともに、観光客のリピートに向けて、心のこもっ

たサービスの提供に努めましょう。 
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３－６ 雇用・就労 

 

【現況と課題】 

景気は回復してきているものの、地方圏においては、地域産業の不振や公共投

資の抑制、安価な農林水産物や工業製品の輸入、大型店の進出、消費の低迷など

により、若年層や中高年、障がい者などの雇用不安が続いています。 

このような中で、本町においては、産業振興の取り組みを進めるとともに、相

談への対応や高齢者の就業支援のためにシルバー人材センターを開設しています。 

今後は、さらに、若者や女性などの新たな雇用創造の取り組みを進めるととも

に、これから定年を迎える団塊世代への対応などが求められます。 

 

【基本目標】 

若者や女性、退職者などの雇用の確保に向けて、既存企業の経営革新や起業化

（起業に至るまでの段階）の支援、企業誘致を推進するとともに、関係機関と連

携し、就職に関する情報提供や相談の充実、就職に必要な能力や技能の修得機会

の提供、労働条件や勤労者福利厚生の充実などを図ります。 

 

【主要施策】 

(1) 雇用の創造と安定化 

① 既存産業の振興や起業の促進、企業誘致などにより、若者や女性、中高年、

退職者の雇用機会の拡大、フリーター（ニート）対策に努めます。 

② ハローワーク函館・関係機関などと連携を図りながら、若者や女性、高齢

者や障がい者などの安定的な就業を支援します。 

③ 若者や女性、退職者などの基礎的な職業知識や能力を高めるため関係機関

と連携し、就業に必要な能力・技能の習得機会の提供に努めます。 

(2) 労働環境と福利厚生の充実 

① 関係機関と連携し、男女が家事や育児をしながら、安心して働ける職場環

境づくりを促進します。 

② メタボリックシンドロームの予防・改善や心の健康づくりに向けて、企業

の健康診断、職場での食育や健康教育の充実などを促進します。 

③ 商工会議所・商工会と連携を図りながら、中小企業退職金共済制度など、

国・道の各種福利厚生制度の利用促進に努めます。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 職業知識・能力の向上に向けて、各種講座や職業体験、労働セミナーなど

へ参加しましょう。 

② 社会的サービスの充実に向けて、福祉や教育、環境などのＮＰＯの取り組

みを進めましょう。 
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 (2) 事業者の取り組み 

① 中高生のキャリア教育（職場体験）やフリーターのトライアル雇用（試験

採用）など、職業意識の確立や就業支援に取り組みましょう。 

② 新商品の開発や新規事業への進出、関連会社の誘致など、雇用創造に取り

組みましょう。 

③ 少子化対策として、若者や女性の安定的な就業や子育ての両立支援に取り

組むとともに、就業者の健康の確保と健康保険制度の安定化に向けて、メタ

ボリックシンドロームの予防・改善、心の健康づくりに取り組みましょう。 
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第４章 自然・環境 さわやかなまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－１ 環境共生 

 

【現況と課題】 

地球温暖化やオゾン層の破壊など、地球規模での環境変動により、世界各地で

台風や集中豪雨、干ばつ、寒波などの異常気象が頻発するようになってきました。 

本町は、自然公園特別地域に指定されている駒ヶ岳や大沼、鳥崎川、周囲を一

望できる噴火湾、多くの野鳥が飛来する砂崎海岸など、雄大な美しい自然に恵ま

れていますが、一方ではホタテ生産の変動など、噴火湾の環境変化の影響なども

心配されます。 

地球環境や美しい自然を次代に継承するために、生活や産業活動などあらゆる

面で地球環境への負荷を軽減し、地球温暖化防止の取り組みを進めるとともに、

生活排水･産業排水による河川・海の水質汚濁防止などの取り組みが求められてい

ます。 

 

【基本目標】 

地球温暖化防止の取り組みや地域の自然環境の保全、水質汚濁の防止など、住

民、事業者、行政が連携し、総合的な環境保全の取り組みを推進する、未来に責

任を持って地球環境と地域の自然環境を残すまちをめざします。 

【2017年 まちのイメージ】 

ようやく地球環境保全の世界的な取り組みが本格化するとともに、秀峰駒ケ

岳・大沼や噴火湾の美しい海岸線、砂崎海岸、鳥崎渓谷など、恵まれた自然景観・

環境の保全と再生が図られ、まちを訪れる観光客や移住者も増えてきています。 

公園・広場の整備や上下水道の整備なども進み、生活環境もより充実してきま

した。住民の自主的な活動によって、ごみの排出量の削減や資源化、公害防止活

動がなされ、環境に配慮し循環型のまちづくりが進んでいます。 

4－1 環境共生 

4－2 景観 

4－3 住宅 

4－4 公園・広場・緑地 

4－5 河川・湖沼・海岸 

4－6 環境衛生 

4－7 上・下水道 

第４章 自然・環境 

 さわやかなまちづくり 
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【主要施策】 

(1) 環境保全に向けた総合的な取り組みの推進 

① 住民や民間事業所の参画のもとに環境基本計画の策定を検討し、総合的な

環境保全施策を推進します。 

② 地球温暖化対策実行計画により、町が行う事務や事業に伴って排出される

温室効果ガスの排出量の削減を図ります。 

③ 駒ヶ岳の自然公園地域や鳥獣保護区などの貴重な自然地域の保全を図りま

す。また、開発計画の導入に際しては、環境アセスメントを事前に実施する

など、環境負荷の低減と環境保全を図ります。 

(2) 自然環境を保全する活動の推進 

① 学校や社会教育での環境学習や広報紙での啓発など、自然環境を保全する

意識づくりを推進します。 

② 自然保護団体の活動支援など、住民の自主的な環境保全活動を支援・促進

します。 

③ 砂崎海岸周辺の環境保全やビジターセンターの整備など、自然とのふれあ

いの場や自然を学ぶ場や機会の充実を図ります。 

(3) 公害対策の充実 

① 水質汚濁や大気・土壌などの汚染、騒音・振動・悪臭などの事業所による

公害を防止するため、監視・指導の強化を図るとともに、工場などの進出に

対しては、公害防止協定や公害等未然防止指導要綱などにより公害の未然防

止に努めます。 

② 家庭排水や近隣騒音などによる生活型公害を防止するため、住民に対し、

規制値などの周知を図るとともに、被害を受けた時の苦情処理体制の強化を

図ります。 

③ 農業生産者などに対し、環境負荷のより低い農薬・化学肥料の使用や使用

量の削減、野焼きの防止などを促進します。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 地球環境や身近な自然は、現在と将来の住民の共有財産であるという意識

を育て、環境への負荷の少ない生活を心がけましょう。 

② ボランティア団体や町内会などで、自然とのふれあい活動や環境保全活動

を進めましょう 

③ 小中学校の総合学習や子どもエコクラブなどの環境教育に協力しましょう。 

(2) 事業者の取り組み 

① 植林や間伐など、地域と連携した森づくりを進めましょう。 

② 生産や流通において省資源・省エネルギーの徹底を図るとともに、環境に

やさしい商品の開発・製造・販売を進めましょう。 
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４－２ 景観 

 

【現況と課題】 

国際化が進む中で、景観法が制定されるなど、美しい国づくりは、国民の生活

の質の向上や国際観光を進めるためにも、大きな課題となっています。 

本町は、渡島富士と呼ばれる美しい駒ケ岳と大沼をはじめ、その裾野に広がる

丘陵地帯、対岸に室蘭市の地球岬を望む美しい噴火湾、砂崎海岸、鳥崎渓谷など、

恵まれた景観を有しています。これらの景観や景勝地は、本町の魅力のある暮ら

しを象徴するものであり、貴重な観光資源でもあり、その保全と活用に努めるこ

とが重要です。 

市街地には、青葉ヶ丘公園やオニウシ公園の桜、青葉ヶ丘公園内の茅部の栗林、

国道278号沿いのさわらフラワーロードなど、魅力のある景観づくりが進められて

います。無秩序な看板・広告の規制・排除などを進めるとともに、緑化運動や花

いっぱい運動など住民と協働で美しい景観の形成と保全を図ることが必要です。 

 

【基本目標】 

大沼・駒ケ岳や噴火湾をはじめとする景観の保全や花いっぱい運動による花と

緑の景観づくり、景観に配慮した開発の誘導など、魅力ある美しい景観の次世代

への継承をめざします。 

 

【主要施策】 

(1) 景観の保全・創造 

① 景観形成を総合的に進めるために、住民や事業所と協働による景観条例や

景観形成計画の策定を検討します。 

② 大沼・駒ケ岳や噴火湾、鳥崎渓谷などの自然景勝地の保全を図るとともに、

シーニックバイウェイ北海道の函館・大沼・噴火湾ルート沿いにビューポイ

ントを設け、パンフレットやホームページなどを活用し、広くアピールしま

す。 

③ 「さわらフラワーロード」の花いっぱい運動など、住民主体の緑化運動や

景観づくりを促進します。 

④ 住民と協働し、景観資源調査を行い、景観資源の発掘と保全を図ります。 

(2) 景観に配慮した街づくり 

① 地域の自然や牧場･畑の景観と調和のとれた街並みづくりの促進とともに、

歴史的建造物の保存を図ります。 

② 無秩序な看板など景観阻害物の規制や排除を行うとともに、景観に配慮し

た集合看板の整備や、観光客にわかりやすい説明板の設置を図ります。 

③ 学校教育や生涯学習において景観デザイン学習を進め、看板や建物、家並

みの色や形などについてのデザインセンスの向上を図ります。 

 



 49 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 地域の景観をより魅力的にするためのボランティア活動に積極的に参加し

ましょう。 

(2) 事業者の取り組み 

① 自然や周辺の建物と調和した施設・看板整備、ノボリや立て看板の自粛、

事業所の敷地内の整理整頓、緑化・花壇づくりなど、景観整備に取り組みま

しょう。 

② 景勝地に設置した看板を、集合看板に統合する取り組みに協力しましょう。 

③ ボランティア活動による地域の景観づくりに積極的に参加をし、地域還元

しましょう。 
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４－３ 住宅 

 

【現況と課題】 

若い世代の流出と晩婚化・非婚化により、住宅建設が減少する一方、団塊世代

のＵ・Ｊ・Ｉターンが増える可能性があります。 

本町の平成17年の世帯数は7,363世帯で微増傾向ですが、１世帯あたり人員数は

2.6人で単身化・核家族化が進んでいます。平成16年の新設着工住宅戸数は32戸で、

平成７年の202戸から減少傾向が続いています。 

町内の公営住宅・改良住宅は、平成14年度にみどりケ丘団地（252戸）の建替が、

平成17年度に砂原地区の度杭崎団地（96戸）の建替が完了しました。これによっ

て、管理戸数（571戸）のうちの６割が整備されました。 

住宅地としては、からまつの森を定住対策用地として取得・整備し、現在、短

期移住体験を実施するなど、販売促進に取り組んでいます。 

今後は、北海道移住促進協議会などと連携した移住促進策のさらなる充実、町

全体の住宅マスタープランの策定と民間による宅地開発の適切な誘導、町営住宅

の良質な既存ストック住宅の活用などが課題です。 

 

【基本目標】 

適正な宅地開発の誘導や町有地の活用、良好な住宅環境の形成、安心して暮ら

せる公営住宅の整備など、若者やＵ・Ｊ・Ｉターン者などの定住促進の取り組み

を進めます。 

 

【主要施策】 

(1) 移住促進策の推進 

① からまつの森分譲地における移住体験、首都圏でのプロモーションを実施

するなど、積極的に情報発信をし、Ｕ・Ｊ・Ｉターン者の移住促進に取り組

みます。 

② 北海道移住促進協議会や民間組織、住民と協力し、定住促進協議会を立ち

上げ、移住コンシェルジュ34により、移住の促進と移住後の支援を行います。 

(2) 住宅、宅地整備の促進 

① 住宅マスタープランを策定し、計画的に住宅・住宅地施策を進めます。 

② 町有地を活用した宅地の整備計画を検討するとともに、民間の宅地供給や

賃貸住宅、空き家活用などを促進します。 

③ 北方型の省エネルギー・省資源住宅や道産材を使用した住宅の普及など、

地域の気候風土や景観と調和した住宅の整備を促進します。 

④ 若者やＵ・Ｊ・Ｉターン者などの定住を図るために、出身者を含めた定住

ニーズの把握に努め、住宅・宅地開発の促進を図ります。 

                             
34
 移住コンシェルジュ：移住希望者に町の案内や情報提供、定住の手ほどきなどを行う支援者。 
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⑤ 福祉部門などと密接な連携を図りながら、高齢者や障がい者が生活しやす

い安全な住宅づくりに向けて、情報提供や相談窓口の設置、住宅建築関係者

の研修、住宅改造の融資・助成制度の活用促進、耐震化の支援などを行いま

す。 

⑥ 老朽化した公営住宅の建て替えを視野に入れながら、定期的な修繕・改修

を進め、多様なニーズに対応した公営住宅等の整備に努めます。 

⑦ 空き家の適正な維持管理と有効活用を促進します。 

(3) 住環境の充実 

① 快適で安全な、美しい住宅地づくりに向けて、生活道路や防災道路、遊休

地を利用したポケットパークや地区公園、駐車場などの環境の整備を図ると

ともに、自然と調和した美しい景観の住宅地づくりを促進します。 

② 高齢者・障がい者に配慮した公共交通の確保や公共・公益施設の整備を推

進するとともに、除雪体制の整備などを進めます。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 空き家や空き地の有効活用を行い、若者などの定住に協力しましょう。 

② 周辺の家並みや自然景観、歴史風土と調和のとれた美しい家づくりや庭づ

くりを進めましょう。 

③ 定住促進協議会に参加し、移住者を応援する移住コンシェルジュに登録す

るなど、定住促進活動に協力しましょう。 

(2) 事業者の取り組み 

① 住宅地の開発や住宅の設計・建築にあたっては、周囲の自然環境や景観な

どとの調和を考慮した、良好な住環境と景観の住宅・住宅地づくりを進めま

しょう。 

② 建築家や工務店などが連携し、住宅の耐震性能の向上や寒冷地仕様化、バ

リアフリー化、地元材活用などを進めましょう。 
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４－４ 公園・広場・緑地 

 

【現況と課題】 

本町には、総合公園１カ所、街区公園５カ所の都市計画公園（面積25.58ha）が

あります。市街地の青葉ヶ丘公園・オニウシ公園・ハマナス台場公園や、望洋の

森、鳥崎川上流にある緑とロックの広場などが整備され、茅部の栗林や日本最北

の染井吉野の集植地も保全されており、住民や観光客の憩いの場となっています。

公園の老朽化が進むとともに、砂原地区において公園ひろば整備が要望されてい

ます。 

今後は、老朽化している都市公園の再整備や防災機能を持つ公園の設置、住民

と連携した緑化活動など、幼児から高齢者までが安心して遊びくつろげる公園・

広場・緑地の整備が求められます。 

 

【基本目標】 

公園・広場・緑地の維持管理や整備などに努め、住民の身近な遊びや憩う場、

防災、観光・レクリエーションの拠点となる公園・緑地・広場の充実をめざしま

す。 

 

【主要施策】 

(1) 公園･広場・緑地の充実 

① 「緑の基本計画」により、公園や広場、緑地の充実を計画的に進めます。 

② 高齢者や障がい者が気軽に利用でき、かつ防災機能を保持した公園となる

よう、既存の公園等の施設の再整備と、適切な維持・管理を図ります。 

③ 市街地において、身近なポケットパークの整備を図るとともに、準工業地

域において、住民が気軽に利用できる住区基幹公園をバランスよく設置しま

す。 

④ 国道５号に面し、道の駅と隣接しているオニウシ公園は、観光施設として

も活用されるよう、利活用の方策を検討し、施設の再整備を図ります。 

⑤ 青葉ヶ丘公園の染井吉野とさわらフラワーロードの八重桜等のさくらと茅

部ぐりなど、町木･町花となっている樹木の保全と普及に努めます。 

⑥ 既存公園を拠点とし、河川や道路を軸とした水と緑のネットワークの形成

を図ります。 

(2) 住民等による公園管理・緑化活動の促進 

① 公園の魅力化と有効活用を図るため、地域住民等による公園管理方法の導

入を検討します。 

② さわらフラワーロードの維持・管理や花いっぱい運動など、住民の道路緑

化や花植えとともに、事業所や各家庭の緑化や花植えを促進します。 
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【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 身近な公園や広場、緑地については、地域や利用者が協力し自主的な維持・

管理や有効利用に取り組みましょう。 

② さわらフラワーロードの形成活動や花いっぱい運動、敷地内緑化などに積

極的に参加しましょう。 

(2) 事業所の取り組み 

① 事業所の敷地内緑化や花植えなどに取り組みましょう。 
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４－５ 河川・湖沼・海岸 

 

【現況と課題】 

平成９（1997）年の河川法、平成11（1999）年の海岸法の改正により、これま

での治水・利水や防災の目的に加えて、環境保護やレクリエーシヨン利用などの

目的が加わりました。 

本町には、二級河川の鳥崎川、宿野辺川、茅部中の川、尾白内川などがあり、

宿野辺川は南東に流れて大沼に注ぎ、その他の河川は北東に流れ噴火湾に注いで

います。噴火湾の砂崎海岸は国内でも有数の渡り鳥の飛来地で、観察ポイントと

しても広く知られています。 

引き続き、河川・湖沼・海岸の環境の保全を図るとともに、河川・湖沼・海岸

の防災機能の向上、親水機能を兼ね備えた治水対策や海岸の護岸整備の充実が課

題です。 

 

【基本目標】 

自然環境の保全や防災機能の向上、親水空間の充実など、自然豊かで安全な、

住民や観光客に親しまれる河川・湖沼・海岸の整備をめざします。 

 

【主要施策】 

(1) 河川・湖沼・海岸の保全・整備 
① 河川や海岸の水質や生態系の保全を図るため、河川や海の水質保全意識の

高揚を図り、公共下水道（合併処理浄化槽を含む）の計画的な整備などの排

水対策に取り組みます。 
② 多自然型工法の採用など自然環境・景観に配慮しながら、河川の改修や護

岸整備などを促進します。 
③ 海岸の防災対策とともに、水辺の自然環境・景観の保全・創造に努めます。 
(2) 親しまれる河川・湖沼・海岸づくり 

① 親水空間の充実を図るとともに、住民や事業者が主体的に河川や海岸の清

掃活動や水辺環境・景観の保全・活用に取り組めるよう、里親制度（アドプ

ト制度）35の導入など、河川・湖沼・海岸ボランティア活動の促進を図ります。 
② 学校教育や社会教育、観光と連携し、自然学習や憩いの場として、河川・

湖沼・海岸などの活用を促進します。 
  

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 自主的な河川や海岸の清掃美化活動や家庭排水の浄化など、美しい川・海

岸づくりを進めましょう。 
                             
35 里親制度（アドプト制度）:河川や海岸の一部の区域や空間を「養子」とみなして、住民や

団体などが「里親」となり、「養子」となった区域などの維持・管理に取り組む制度のこと。 
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② 地区や有志による河川里親制度の導入など、河川愛護の取り組みを検討し

ましょう。 
(2) 事業者の取り組み 

① 工場排水の総量の抑制や排水の徹底した浄化を図り、河川や海への負荷を

少なくしましょう。 
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４－６ 環境衛生 

 

【現況と課題】 

本町では、可燃ごみは渡島廃棄物処理広域連合が運営している広域ごみ処理施

設（リレーポート茅部→クリーン渡島）で、資源ごみは平成18年４月に稼動した

森町リサイクルプラザで処理しています。また、最終処分場は町内２箇所で稼動

しています。使い捨て商品の増大などにより、平成18年度の一人あたりごみ排出

量は682ｇ／日で、微減傾向が続いています。今後は、効率的で経済的なごみ処理

体制の充実に努めるとともに、ごみに関する啓発活動を進め、自主的な３Ｒ（リ

デュース・リユース・リサイクル）36運動によるごみの減量化、産業廃棄物の適正

処理に関する指導の強化、旧ごみ焼却施設の解体などが課題です。 

し尿処理は、老朽化した施設の維持管理に努め、安定した処理水の確保等、適

正処理を推進しています。今後は、下水道と浄化槽の設置促進・適正管理のため

の指導強化が課題です。また、墓地・火葬場の適切な維持管理と環境美化、感染

症対策などが求められます。 

 

【基本目標】 

自主的な３Ｒ運動の促進と分別排出の徹底などによるごみの減量化、効率的で

経済的なごみ処理体制の充実など、環境にやさしい循環型の社会づくりを推進し

ます。また、し尿処理体制の充実、墓地の環境美化に努め、特に火葬場（森町葬

宛・さわら斎場）は維持管理に努めながら将来の一元化に向けた検討、さらに、

感染症対策など、快適な生活環境づくりをめざします。 

 

【主要施策】 

(1) 廃棄物対策の充実 

① 住民や事業者への啓発活動を推進し、ごみの減量化と資源化に向けて、過

剰包装の廃止や家庭での生ごみ処理の推進、分別収集の徹底などとともに、

リサイクル活動を促進します。 

② 渡島廃棄物処理広域連合による処理施設、町のリサイクルプラザや最終処

分場など、ごみ処理施設の体制の強化を図るとともに、適切な処理を推進し

ます。 

③ 施設廃止届けをした旧ごみ焼却施設の早期解体を図ります。 

④ 産業廃棄物の適正な処理を促進するため道と連携し、事業者や回収・処理

業者に対する指導を強化します。 

⑤ 不法投棄の発生箇所などにパトロールを強化するなど、不法投棄防止に努

めるとともに、住民の清掃活動に対する支援など、住民参加による環境美化

活動を促進します。 

                             
36 ３Ｒ：リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生使用）のこと。 
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(2) し尿処理対策の充実 

① 下水道整備事業等との整合性を図りながら老朽化している施設の整備につ

いて検討します。 

② し尿処理体制の充実を図るため、下水道への転換や合併処理浄化槽の設置

を促進するとともに、し尿浄化槽・合併処理浄化槽の適正管理のための指導

強化を図ります。また、下水汚泥の適切な処理を促進します。 

(3) 斎場・墓地の適正管理と環境整備 

① 森葬苑・さわら斎場の改修や補修、適切な維持管理に努めます。 

② 市街地にある森墓地・もりまち霊園・掛澗墓地・さわら墓地の維持管理・

環境整備に努め、町民の憩いの場として公園化を推進します。 

③ 町内９カ所に点在する墓地の維持管理及び周辺環境に配慮した環境整備を

推進します。 

(4) 感染症対策の推進 

① 道や関係機関と連携し、エキノコックスや鳥インフルエンザなどの感染症

の最新の情報収集に努めるとともに、広報紙などを活用し、周知を図ります。 

② 関係機関と連携し、予防対策の推進や相談体制の整備、被害発生時の対応

体制の整備を図ります。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① ゴミの排出抑制や不法投棄防止を図るとともに、地域の清掃活動を進めま

しょう。 

② 家庭排水の浄化に取り組むとともに、公共下水道の整備を進め、区域外で

は合併処理浄化槽を導入するなど、適切な生活排水処理を図りましょう。 

(2) 事業所の取り組み 

① 産業廃棄物の排出抑制に努めるとともに、適正処理に取り組みましょう。 
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４－７ 上・下水道 

 

【現況と課題】 

森地区の水道施設は、市街地の上水道施設と駒ヶ岳・赤井川地区簡易水道施設、

濁川地区簡易水道施設の３施設により給水しています。昭和50(1975)年以降、給

水区域の拡大を図り、森地区の給水普及率は95.38％（平成17年度末）ですが、砂

原地区では、度杭崎団地専用水道（給水人口250人）と森町砂原東地区飲料水供給

施設（同60人）が設置されているのみで、地区人口の９割以上が個人の井戸水利

用者で、森町全体の水道普及率は70.69％（平成17年度末）と極めて低い水道普及

状況です。未普及区域への早期の水道整備と駒ヶ岳･赤井川地区の新たな水源の確

保、既存施設の計画的な維持・更新などが課題です。 

下水道事業は、平成９年度から開始し、平成13年度より一部区域から使用が可

能になりました。平成19年４月現在、公共下水道の全体計画面積675haのうち380ha

で使用が可能になっており、処理人口は9,290人、普及率は49％です。 

今後は、住民の下水道への理解と協力を得ながら、全体計画区域内の整備を引

き続き推進するとともに、区域外の地域については、それぞれの地域の特性に適

した整備手法により生活排水処理を進めます。 

 

【基本目標】 

水道の未普及区域の解消や老朽施設の更新、新規水源確保などを推進し、将来

にわたる安全で良質な水の安定供給をめざします。また、各地域の条件に応じた

整備手法により、生活排水処理を進め、快適な居住環境の確保と河川・湖沼・海

の水質汚濁防止をめざします。 

 

【主要施策】 

(1) 上水道の推進 

① 既給水区域については、将来の需要を的確に見込んだ上で、配水管の延長

を行うなど、さらなる普及を図ります。 

② 水道未普及区域については、上水道の拡張整備や簡易水道の創設・整備を

推進します。 

③ 駒ヶ岳・赤井川地区の将来の水需要に対応するために、新規水源確保の推

進を図ります。 

④ 老朽化した水道基幹施設の更新や修繕整備など、水道施設の適切な維持管

理と有収率の向上を図ります。また、水道施設の耐震性の強化や火山･地震災

害時における給水体制の確保など、災害対策の充実を図ります。 

⑤ 上水道事業の健全経営のため、適正な受益者負担と事務処理の効率化など

経営の合理化に努めます。 

(2) 下水道の整備 

① 特定環境保全公共下水道を含め、公共下水道の整備を引き続き推進します。 
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② 供用開始となった区域の住民に対し、下水道管への接続とトイレの水洗化

を促進します。 

③ 公共下水道の区域外の地域については、合併処理浄化槽など、それぞれの

地域の特性に適した排水処理施設の整備を促進します。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 節水に努めるとともに、水源の保護活動に取り組みましょう。 

② 公共下水道が利用可能な区域では、下水道への接続を推進しましょう。 

③ 公共下水道処理区域外では、合併処理浄化槽の設置を進めるとともに、適

切な維持管理を行いましょう。 
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第５章 基盤・安全 あんぜんなまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－１ 土地利用 

 

【現況と課題】 

総人口減少時代への移行、都市への人口集中、維持更新投資の拡大、中心市街

地の空洞化、厳しい財政状況などに対応し、土地利用は見直しを迫られています。

国では、国土計画を開発型から成熟社会型へと転換し、新たな国土形成計画の策

定とそれに伴う国土利用計画の見直しを進めています。 

本町の総面積は36,827㎢で、田が4.53㎢（1.2％）、畑が28.16㎢（7.7％）、山林

が120.26㎢（32.7％）、宅地が5.09㎢（1.4％）、その他210.23㎢などで、近年は農

地の荒廃化や森林の粗放化などにより、農地・森林面積が減少し、原野等が増加

しています。 

今後は、限られた土地を有効に活用していくため、国土利用計画の見直しや環

境に配慮した土地利用を進めていくことが必要です。また、北海道縦貫自動車道

や北海道新幹線の整備により、新たな産業立地と交流人口の増加が期待されるこ

とから、自然環境・景観などとの調和を図りながら、計画的な土地利用による適

切な開発の誘導が課題です。 

【2017年 まちのイメージ】 

中心市街地では、いかめしやホタテ、カボチャなどの「森もりブランド」の店

づくりが進むとともに、「ホタテまつり」などの食の祭りが定期的に行われ、道

南を訪れる観光客が必ず立ち寄るようになりました。 

若者や退職者を受け入れる住宅地や道路などの整備が進むとともに、高速通信

網利用範囲も広がり、インターネット販売などの活用も増えてきました。また、

北海道縦貫自動車道のインターチェンジ周辺では、企業誘致が図られています。 

一方、駒ヶ岳噴火に備えた火山防災や交通安全・防犯など、生活の安全を守る

住民の活動も活発になされ、安全で安心して住めるまちになっています。 

第５章 基盤・安全 

 あんぜんなまちづくり 

5－1 土地利用 

5－2 市街地 

5－3 道路・交通・港湾 

5－4 地域情報・通信網 

5－5 地域新エネルギー  

5－6 防災・消防・救急 

5－7 交通安全・防犯 

5－8 消費者対策 
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【基本目標】 

美しい豊かな自然や歴史文化、農漁村環境の保全を図りながら、快適で機能的、

安全な市街地の形成と活力ある産業の育成を図るために、適正な土地利用を推進

します。 

 

【主要施策】 

(1) 総合的な土地利用の推進 

① 総合的な土地利用を推進するため、北海道縦貫自動車道の整備など広域的

な地域開発の動向等を踏まえて、国土利用計画の見直しなど、土地利用関連

計画の策定を図ります。 

② 計画的な開発や規制の強化により、自然環境や景観に配慮した土地利用の

誘導を図ります。 

(2) 森林･海岸の保全･活用 

① 土砂災害や水害の防止、水源かん養など、森林の持つ公益的機能を維持･増

進するため、森林整備計画を策定し、長期的な視野に立った森林の保全を推

進します。また、砂崎海岸周辺の自然環境の保全と一部回復に努めます。 

② 駒ヶ岳山麓など、自然景観や火山防災に配慮しながら、体験観光・交流機

能の整備を図ります。 

③ 「からまつの森」への半定住者や退職者などの受け入れを進めます。 

(3) 農地、集落の保全整備 

① 地域の土地利用の動向を見ながら、必要に応じて、農業振興地域整備計画

の見直しを行います。 

② 効率的かつ安定的な農業経営を促進するために、関係機関と連携し、農地

の貸借に関する情報提供体制の整備などを進め、土地の利用集積を図り農地

の確保と有効利用を進めます。 

(4) 市街地の整備と新市街地の開発 

① 町の顔となり、商業・文化・交流などの拠点となる、魅力ある中心市街地

（タウンセンター）づくりを促進するとともに、砂原地区のサブタウンセン

ター（副中心街）の拠点機能の維持・強化を図ります。 

② 若者や退職者などの定住に向けて、町有地などを活用した住宅地の整備を

図ります。 

③ 北海道縦貫自動車道の整備にあわせて、インターチェンジ周辺地域の土地

利用を見直し、企業誘致を進めます。 
 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 周辺環境や景観と調和した、有効な土地利用を図りましょう。 

(2) 事業者の取り組み 

① 地域の活性化を図るために、土地の有効活用を図りましょう。 

② 周辺の自然環境や農漁村景観、地域住民の生活環境と調和を図りながら、

土地利用を進めましょう。 
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５－２ 市街地 

 

【現況と課題】 

成熟社会を迎え、わが国の市街地整備は、郊外開発からコンパクトで高機能な

都市づくり、中心市街地の魅力化、都市災害の予防、既成市街地の計画的な更新

などへの転換が進んでいます。 

本町では、ＪＲ森駅を中心に商店、金融機関、医院、役場などの商業施設や公

共・公益施設が集中し、中心市街地が形成されており、平成4年～平成13年にかけ

て街路整備が進められ、新しい商店街に生まれ変わりました。しかしながら、近

年のモーターリゼーションの進展や郊外へのスーパーの出店などにより購買客が

流出し、住宅地化が進み、かつての賑わいは見られなくなっています。 

今後は、商業者と住民が連携した活性化事業など、住民や観光客が集う活力の

あるタウンセンター（中心市街地）づくりを図るとともに、安全で快適な市街地

整備、若者定住に向けた住宅地の計画的な整備、砂原地区のサブタウンセンター

（副中心市街地）の活性化などが求められます。 

 

【基本目標】 

商業者と住民が連携し、町のシンボルとなる魅力のある中心市街地づくりを進

めるとともに、既成市街地の住環境の向上、若者定住に向けた住宅地の整備、美

しい市街地づくりなどを進めます。 

 

【主要施策】 

(1) 計画的な都市づくり 

① 都市計画マスタープランに基づき、タウンセンター（中心市街地）、サブタ

ウンセンター（副中心市街地）、既成市街地、新市街地の特性にあわせて、計

画的・重点的な都市整備を進めます。 

② 都市型防災に配慮した、安全で活気のある市街地づくりに向けて、都市再

生整備計画を策定し、都市計画道路網や町道網、駐車場や駅前広場、防災公

園などの整備と再整備を図ります。 

(2) 魅力あるタウンセンター（中心市街地）づくり 

① 中心市街地の活性化を図るため、民間事業者や住民と協働し、中心市街地

活性化基本計画の策定を図ります。 

② ＴＭＯを組織し、食のイベントや「森もりブランド」の魅力のある店づく

りを促進するとともに、イベント広場を兼ねた駐車場などの利活用を進めま

す。 

③ 生活道路や歩道の整備、公共公益施設のバリアフリー化など、高齢者や障

がい者にやさしい街づくりを推進します。 

(3) 市街地の整備と再整備 

① 砂原地区のサブタウンセンター（副中心市街地）においては、「森もりブラ
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ンド」の店づくりなど観光商業機能の充実とともに、若者定住に向けた宅地

化を促進します。 

② 既成市街地については、交差点改良など都市計画道路の計画的な整備と住

環境整備、土地の高度利用の促進を図ります。 

③ 度杭崎団地や砂原支所、消防砂原支署、砂原公民館を中心とした地域の市

街地化を促進します。 

④ 花いっぱい運動、建物や看板デザインの誘導など、個性的で美しい街並み

景観の形成を図ります。 

⑤ 生活道路や歩道の整備、公共公益施設のバリアフリー化など、高齢者や障

がい者にやさしい街づくりを推進します。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 賑わいのある中心市街地づくりに向けて、商業者と連携して食のイベント

などに取り組みましょう。 

② 花と緑の美しい街づくりを進めましょう。 

(2) 事業者の取り組み 

① 中心市街の活性化に向けて、「森もりブランド」の魅力的な店づくりを進め

ましょう。 
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５－３ 道路・交通・港湾 

 

【現況と課題】 

環境負荷の軽減、住民との協働による道路空間づくり、過度の車利用の抑制と

公共交通の整備促進、健康づくりにつながる徒歩・自転車利用、災害時の交通確

保、歩行者の安全性確保、既存ストックの計画的な管理など、道路・交通政策は

大きな転換期を迎えています。 

町内の道路は、国道５号と278号を幹線道路として、道道森砂原線、森停車場線、

霞台森停車場線、濁川温泉線、宿野辺保養基地線、大沼インター線、大沼公園鹿

部線及び町道などを支線とし、広域道路網を形成しています。また、大通と清澄

通の２路線が街路事業により整備され、緑豊かな道路景観をつくっています。引

き続き国道、道道の改良整備の要望や町道網の計画的な整備とともに、北海道縦

貫自動車道（仮称）森・大沼インターチェンジとの接続道路の早期整備や冬季の

道路凍結・除雪対策、駒ケ岳噴火に備えた道路整備などが課題です。 

公共交通は、14の駅を有するＪＲ函館本線（本線及び砂原廻り）が住民の重要

な交通手段となるとともに、函館～森～長万部間を結ぶ路線バスが運行していま

す。自家用車の普及と人口の減少などにより、利用客が減少していますが、高齢

者や通勤･通学者の移動手段として維持･確保が求められています。 

町内にある地方港湾の森港は、魚貝類・砂の移入と肥料・火山灰などの移出に

とって必要な施設であり、第10次港湾整備計画（平成15年度～）に基づき工事が

進められています。今後も駒ヶ岳噴火などの際の緊急輸送・緊急避難の港湾とし

て、また、住民・観光客の憩いの場としての機能を含めた整備が求められます。 

 

【基本目標】 

北海道縦貫自動車道の早期整備をはじめ国・道道の整備促進、都市計画街路や

町道網などの整備、鉄道・バスなど公共交通機関の維持・確保、港湾の物流・防

災機能等の向上を図るなど、交流の活発な便利で安全なまちをめざします。 

 

【主要施策】 

(1) 道路網の整備 

① 長期的な展望に基づく総合的・計画的な道路整備に向けて、道路マスター

プランを策定し、国道・道道、町道、農道、林道の計画的な整備を図ります。 

② 北海道縦貫自動車道の早期全線開通と（仮称）森・大沼両インターチェン

ジの整備、接続道路の整備を関係機関に要望します。 

③ 国道、道道の整備・改良を要望するとともに、特に、道道霞台森停車場線

の未整備区間の改良整備と道道大沼公園鹿部線の早期整備を要望します。 

④ 幹線町道の拡幅や未改良路線の改良、都市計画道路の整備を計画的に進め

るとともに、農林業生産の基盤となる農林道の整備を進めます。 
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(2) 道路環境の向上 

① 整備済みの町道・都市計画道路などについて、計画的に適切な維持管理に

努めます。 

② 道路の拡幅・舗装、危険箇所の付替え、交通安全施設の整備など、冬期や

災害時にも対応できるような安全で快適な道路づくりに努めます。特に、海

岸部から国道にかけて傾斜している本町の特徴を考慮に入れ、安全な道路づ

くりを進めます。 

③ 市街地、住民利用施設周辺、通学路などを中心に、歩道や小公園（ポケッ

トパーク）の整備、道路のバリアフリー化、交通事故防止に向けた改良など、

快適で安全な道路づくりを進めます。 

④ 中心市街地、観光・レクリエーション拠点を中心に、自然と調和した看板

づくり、景観を阻害する看板広告物の排除など道路景観の向上、道路緑化の

推進、駐車場の整備、駒ヶ岳や噴火湾などの眺望拠点（ビスタポイント）の

整備などを進めます。 

⑤ 身近な道路の維持管理などを近隣住民や企業が行う道路里親制度（アドプ

ト制度）の導入を検討するとともに、道路のフラワーガーデン化など住民の

道路環境向上のための取り組みを促進します。 

(3) 公共交通網などの整備 

① ＪＲ函館本線のダイヤの改善やバス路線の維持など、公共交通の確保と利

便性の向上を促進します。 

② 通学バスや福祉バスの有効活用、乗合タクシーや鉄道・バス・タクシーと

自転車の組み合せなど、コミュニティ交通の検討を行います。 

(4) 港湾の整備と親水港湾空間の形成 

① 港湾と漁港の機能の分離を図るとともに、物流港・防災港としての機能の

整備・充実に向けて、次期港湾整備計画に基づく新川地区の整備などを促進

します。 

② 物流・防災機能だけでなく、住民をはじめ町を訪れる人々の憩いの場とし

て利用される、親水レクリエーション機能を持った港湾の整備を促進します。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① さわらフラワーロードの維持・管理や清掃など、身近な生活道路の景観・

環境の向上を進めましょう。 

(2) 事業者の取り組み 

① 敷地前の道路の環境美化や周囲の景観に配慮した生け垣や看板の整備など

に取り組みましょう。 
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５－４ 地域情報・通信網 

 

【現況と課題】 

光ファイバーなどの高速通信網の整備、携帯電話やインターネットの普及、地

上デジタルテレビ放送の開始など、急速に高度情報化が進んでいます。 

本町においても、高速通信網の整備や公共施設間のネットワーク化など、地域

情報化を進めるとともに、町ホームページによる情報発信や電子申請の導入など

による住民サービスの充実、総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）37や各種情報シ

ステムの導入による行政事務の効率化などを図ってきました。 

今後は、高速情報通信基盤の未整備地区の解消に向けた取り組みやＩＣＴ38社会

に対応した人材の育成、新しい技術を活用した行政サービスの向上、情報セキュ

リティ（安全性・機密性確保）対策の充実や地域産業や住民活動の情報化などが

課題です。 

 

【基本目標】 

高速通信網の整備や活発な情報発信など地域情報化を促進するとともに、行政

情報化を推進し、誰もが情報を享受でき、活発な情報発信・交流ができるまちづ

くりをめざします。 

 

【主要施策】 

(1) 地域情報化の促進 

① 光ファイバーなど高速通信網の整備を促進し、住民の情報通信手段の拡充

を図ります。また、その整備・推進する団体等を支援します。 

② 「森もりブランド」の育成や観光振興、まちづくり活動などにインターネ

ットなどを有効に活用できるよう、講習会や学習会の開催を支援・促進しま

す。 

③ 学校での情報活用・編集・発信に向けた教育を充実するとともに、学校施

設･設備などの開放を図ります。 

(2) 行政情報化の推進 

① 住民の行政情報の入手・活用を促進するために、町ホームページの更新体

制の強化を図ります。また、視覚障がい者や聴覚障がい者などの利用に配慮

したサイト設計・構築をさらに推進します。 

② 住民サービスの向上と地域の活性化を図るために、戸籍電算化、図書館情

報化、電子申請システムに対応した手続きの拡充、インターネットによる施

                             
37 ＬＧＷＡＮ：Local Government Wide Area Network：全国の地方公共団体相互を結ぶ情報通

信網。 
38 ＩＣＴ：Information and Communication Technology の略で、情報通信技術を表す言葉。Ｉ

Ｔに「Communication（コミュニケーション）」を加えたＩＣＴの方が、国際的には定着して

いる。 
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設利用及び各種申し込みなどを推進します。 

③ 行政事務の効率化を図るために、主要公共施設間のネットワーク化を図る

とともに、各種情報システムの導入を図ります。 

④ 地理情報システムを活用し、災害など緊急時の住民への情報提供を推進し

ます。 

⑤ 安全かつ円滑に情報システムを利用・運用するため、情報セキュリティ対

策に努めます。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① パソコン学習を進め、個人やグループなどのホームページ作成と情報発信

を進めましょう。 

② 住民・事業者・町が連携し、町の情報提供の入口となるホームページ（ポ

ータルサイト）の作成を進めましょう。 

(2) 事業者の取り組み 

① 魅力的なホームページを作成し、新商品や観光サービスの紹介など、リア

ルタイムの情報発信を充実しましょう。 

② 顧客情報システムなどＩＣＴを利用した経営合理化や、インターネット販

売やインターネット予約などの活用を図りましょう。 
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５－５ 地域新エネルギー 

 

【現況と課題】 

石油や石炭などの大量消費により、地球温暖化が進み、異常気象が頻発するな

ど、地球規模での対策が必要となっています。温室効果ガスのうち９割を占める

エネルギー利用の効率化と抑制など、新エネルギーの導入・普及がますます求め

られています。 

国では平成９年の「新エネルギー法」制定の後、地球温暖化防止のための京都

会議を受け、平成10年の「地球温暖化対策推進法」、「省エネルギー法」改正など、

温室効果ガス排出の削減に向けた取り組みを進めており、本町では、５万ＫＷ規

模の能力を持つ地熱発電所と地熱水・温泉熱を用いたハウス園芸などの先進的な

取り組みや、木炭生産などが進められています。 

今後も、限りあるエネルギーの効率的な利用の促進と地域資源を活用した地域

新エネルギー39の導入を推進することが求められます。 

 

【基本目標】 

省資源・省エネルギーの取り組みをさらに充実するとともに、地熱・温泉熱利

用や太陽光・太陽熱利用、木炭などのバイオマスエネルギー、風力などの地域新

エネルギーの利用促進を図ります。 

 

【主要施策】 

(1) 省エネルギーの推進 

① 町が率先し、省エネ自動車の導入と自動車使用の抑制、省エネに配慮した

施設づくり、省エネ機器の利用、照明や暖房温度の適正管理などを推進しま

す。 

② 町の省エネルギー推進の成果をＰＲし、住民・事業者の省エネルギーの取

り組みを促進します。 

(2） 新エネルギーの利用促進 

① 公共施設への太陽光発電や風力発電システムの設置など、新エネルギーの

導入を図ります。 

② 濁川地区の地熱水・温泉熱を活用したハウス園芸、バイオマスエネルギー

の活用など、地域に適した新エネルギーの活用を促進します。 

③ 太陽光などを活用した住宅や事業所での熱電併給（コージェネレーション）
40の導入など、環境にやさしい地域エネルギーの利用を促進します。 

                             
39 地域新エネルギー：地域にある太陽光・太陽熱・水力・風力・バイオマス・温度差・廃熱等

のほかに、クリーンエネルギー自動車やコージェネレーション、燃料電池など。 
40 熱電併給（コージェネレーション）:ガスや石油を利用し、高温熱エネルギーを利用して電

気エネルギーを発生し、質の低くなった低温熱エネルギーを給湯、冷暖房に用いるエネルギ

ー有効活用システム。１次エネルギーの 70～85％が利用可能。 
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【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 照明や冷暖房の適正使用、待機電力の削減や省エネ機器の利用、自転車や

バス・公共交通機関の利用とマイカー利用の抑制、高断熱住宅の建設など、

省エネルギーに取り組みましょう。 

② 太陽熱や太陽光発電、燃料電池の利用など、地域新エネルギーの活用を図

りましょう。 

(2) 事業者の取り組み 

① 冷暖房の温度管理の徹底や待機電力の削減、エコ商品の購入などに取り組

みましょう。 

② 太陽光発電や熱電併給（コージェネレーション）、バイオガスの利用など、

地域新エネルギーの活用を進めましょう。 
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５－６ 防災・消防・救急 
 

【現況と課題】 

本町は、火山噴火、地震、豪雨による土砂崩壊・低地帯への浸水などの自然災

害要因を抱えており、特に駒ヶ岳については、平成８年～12年に８回の小噴火が

あり、火山の活動が見られます。自主防災組織の設立の促進や消防防災センター

の整備など、防災体制の整備を進めてきましたが、予防対策の充実、防災教育の

徹底と自主防災組織の育成、ＩＴを用いた災害情報体制の整備、防災行政無線の

次期システム化への更新などが課題です。また、国民保護法の施行に伴い、総合

的な危機管理体制づくりも求められています。 

本町の消防体制は、消防本部・消防署と砂原支署、森町消防団（14分団）から

なり、消防団団員数は平成19年４月現在259名「うち女性22名」（条例定数280名）

で若年層の入団促進が求められます。今後は、北海道縦貫自動車道等の開通によ

る大規模災害など各種災害に迅速に対応できるよう、消防機器の軽量化、消防訓

練や教育、職員・団員の質的向上、自主防災組織の育成、情報ネットワークの構

築などの総合的な強化が課題です。 

平成18年の救急出動件数は、年間784件で、年々増加してきています。各事業所

や住民に対し救命救急講習会への積極的な参加を呼びかけるとともに、救急救命

士の養成など救急体制の充実が求められています。 

 

【基本目標】 

「自助・共助・公助」の精神を大切にし、消防・救急体制の一層の充実と消防

団の活性化、自主防災組織の育成など、災害に強いまちづくりを推進します。 

 

【主要施策】 

(1) 総合的な地域防災体制の確立 

① 地域防災計画・防災マニュアルなどを策定し、町関係部局、防災関係機関、

住民団体・自主防災組織の連携を強化し、総合的な地域防災体制の確立を図

ります。 

② 災害に強いまちづくりや家づくりなどの災害予防対策の推進を図るととも

に、水や非常食、毛布などの備蓄充実や災害資機材の充実を図ります。 

③ 初動期の的確な対策を中心に、職員の連絡・動員体制の確立、住民などか

らの通報連絡体制の強化、防災行政無線システムの充実整備、コミュニティ

ＦＭ放送や防災ラジオ等の調査研究、ＩＴなどを用いた災害情報の収集伝達

連絡体制の充実強化、防災関係地図の作成などを図ります。 

④ 駒ヶ岳火山防災会議協議会など関係機関と広域で連携し、駒ヶ岳火山観測

体制と火山災害に備えた防災体制の強化などを図ります。 

⑤ 救援物資・災害復旧資機材の輸送や住民避難のための港湾・漁港や緊急迂

回道路、広域避難道路として活用可能な高速道路の早期整備促進や避難場所

の整備を図るとともに、道の駅を活用した的確な災害情報の提供など、避難
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体制、救出救助体制、災害復旧体制の充実等を図ります。 

⑥ 大規模な災害に備えて、周辺市町との広域応援協力体制の充実整備を図り

ます。 

(2) 住民の防災能力の向上 

① 消防防災センターなどを有効に活用し、防災講演・研修会の開催、防災イ

ベントの開催、防災訓練の実施、防災ハンドブック等の配布など、防災教育

や啓発活動の充実を図ります。また、将来は火山防災教育のため「（仮称）

大沼・駒ケ岳自然史科学博物館」の整備を検討します。 

② 各町内会や職場等を対象にした自主防災組織の育成、婦人消防クラブの設

置など、自助・共助体制の確立を図ります。 

③ 住民に対しＡＥＤを取り入れた救命救急講習の普及に努めます。 

(3) 消防・救急体制の充実 

① イベントや研修会、消防訓練、防火対象物・危険物施設への防火査察など

を通して、住民や事業所等における防火意識を高めるとともに、火災の早期

発見、焼死者事故防止対策のための住宅用火災警報器などの普及を図ります。 

② 消防資機材や消防車両の計画的な整備と更新や消防水利の効率的な配置を

進めるとともに、職員・団員の資質の向上や消防団員確保のため事業所等に

呼びかけ入団促進に努めます。 

③ 救急高度資器材の整備と救急救命士の充実を図ります。 

(4) 危機管理体制の確立 

① 国民保護協議会の設立により、国民保護計画実施体制の整備を図るととも

に、必要に応じて計画を見直します。 

② 有事の際には、災害対策本部を中心に、警報の伝達、避難・救援の指示・

実施、武力攻撃災害への応急措置、住民生活の安定と応急復旧などを実施し

ます。 

③ 国民保護計画に基づき、住民や職員を対象に有事を想定した訓練・教育を

実施します。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 各家庭では、緊急時の連絡・避難体制の確認、食料や水、生活必需品の常

備、家具の固定などに努めましょう。 

② 「自分たちの地域は自分たちで守る」という連帯意識を持ち、消防団に入

団、自主防災組織や婦人消防クラブ活動に積極的に参加しましょう。 

③ 火災の早期発見や焼死者事故等をなくすため、住宅用火災警報器などを設

置しましよう。 

④ 火災の発生を防ぐとともに、消火訓練や救命講習会などに参加し、初期消

火や応急処置を行えるようにしましょう。 

(2) 事業者の取り組み 

① 施設の耐震化・不燃化など防災対策を充実し、事業活動の安定維持や従業
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員・顧客の安全確保を図りましょう。 

② 職場での火災の発生を防ぎ、自主防災組織を整備し、消防訓練を行い、地

域における自主防災活動に協力しましょう。 
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５－７ 交通安全・防犯 

 

【現況と課題】 

全国的には交通事故や交通事故による死亡者は減少していますが、北海道の平

成17年度の交通死亡事故の発生件数は、ワースト１を返上したものの全国で第４

位と高い状況にあります。 

本町の交通事故は年間約50～90件、死者は２～４人で減少傾向にありますが、

国道５号や国道278号をはじめ交通量が増加していることから、今後も道路の安全

環境の整備と、交通安全指導の充実が求められます。 

犯罪は全体的には減ってきていますが、子どもへの犯罪を心配する親も多く、

子どもや地域が犯罪被害を防ぐ力をつける必要があります。本町では、年間約200 

件の犯罪が発生しており、防犯灯の設置や広報等を活用した防犯情報の提供を行

うとともに、森警察署や自主防犯組織と連携し、防犯活動を推進していますが、

今後とも家庭・学校・地域との協力を強め、地域に密着した活動を展開する必要があ

ります。 

 

【基本目標】 

交通安全に対する住民の意識を高め、交通事故のない安全・安心のまちづくり

を進めます。また、犯罪の未然防止と被害予防のため、関係機関と連携して地域

ぐるみの防犯体制を確立し、安全で、明るく健全なまちづくりを推進します。 

 

【主要施策】 

(1) 交通安全対策の充実 

① 保育所、幼稚園、学校、老人クラブ、職場などを通じて、きめ細やかな交

通安全教育を推進します。また、「交通安全青空教室」「高齢者交通安全教

室」「町民交通安全大会」を開催し、住民の参加を促進します。 

② 町広報紙や広報車などを活用した交通安全の啓発とともに、交通安全推進

員及び交通安全指導員の養成と資質の向上を図り、効果的な啓発活動を行い

ます。 

③ 交通事故分析と住民の要望に基づき、信号機、横断歩道、道路標識、道路

照明灯、ガードレール、カーブミラー等の交通安全施設の整備と、交通の妨

げとなる視野阻害物の撤去を促進します。 

④ 交通傷害保険への加入を促進します。 

(2) 防犯体制の確立と健全な環境づくり 

① 家庭・学校・地域・町・警察などの相互協力により、地域ぐるみの防犯体

制の強化を図り、地域防犯活動を促進します。 

② 子どもの犯罪被害を防ぐため、「自らの安全は自ら守る」意識の高揚や知

識・技術の習得を促進するとともに、防犯相談や防犯指導により、住民の防

犯意識の高揚に努めます。 



 74 

③ 学校や民間団体、地域と連携し、薬物知識の普及と使用防止を図るととも

に、青少年の犯罪や非行の防止に努めます。 

④ 夜間の犯罪防止のため、防犯灯の整備を進めます。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 交通安全青空教室や高齢者交通安全教室などに積極的に参加しましょう。 

② 防犯に関する学習会を開催するなど、防犯知識や技術を身につけましょう。 

(2) 事業者の取り組み 

① 重大事故につながる過積載運行の予防や車両整備の徹底などを図りましょ

う。 

② 安全な地域社会の実現のために、地域の防犯活動に協力しましょう。 
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５－８ 消費者対策 

 

【現況と課題】 

インターネットや携帯電話などを駆使した巧妙な商品取引や架空・不正請求、

若者や高齢者・障がい者などを狙った悪質商法など、販売形態が複雑多様化する

中で消費者トラブルが急増しています。その一方で、特定商取引法の改正、消費

者契約法の制定など、消費者保護の法体制も整備されてきました。 

住民が、安全に消費活動ができるよう情報の提供や消費者教育の推進、相談体

制の充実が求められます。 
 

【基本目標】 

消費者教育・啓発の充実や消費生活相談の充実などにより、消費者被害の未然

防止に努めます。 
 

【主要施策】 

(1) 消費者教育・啓発の推進 

① 賢い消費者の育成に向けて、課題ごとの研修会や、学校教育や生涯学習に

おいて、高齢者や女性、青少年など、年代に合わせた消費者教育の充実を図

ります。 

② 広報紙などを活用し、消費者問題に関する情報や被害時の対処法などにつ

いての情報提供を積極的に行います。 

(2) 消費生活相談体制の充実 

① 北海道立消費生活センターや警察をはじめ関係機関との連携を強化し、迅

速な対応がとれる相談窓口を充実します。 
 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 悪徳商法や振り込め詐欺、架空請求などについての知識を習得するととも

に、住民同士で情報を共有し、被害の防止に努めましょう。 

② 被害にあった時の相談先や解決方法に関する知識を習得し、被害にあって

も速やかに処置できるようにしましょう。 

③ 自ら学び、考える消費者団体などの組織を設立しましょう。 

(2) 事業者の取り組み 

① 製造物責任法（ＰＬ法）や消費者契約法を踏まえ、消費者への情報提供の

充実を図りましょう。 
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第６章 協働・創造 みんなでまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－１ コミュニティ 

 

【現況と課題】 

地域社会（コミュニティ）は、住民生活の基礎となる単位ですが、高齢化が進

むとともに、職業の多様化と就業地の広域化、生活価値観（ライフスタイル）の

多様化・個性化、交流・活動の広域化などにより、地域連帯意識は希薄になり、

従来の地縁組織が弱体化しています。しかし、一方で趣味やスポーツ、環境・景

観保全、高齢者を支える助け合いなど、グループ活動の活発化が見られます。 

本町には、町内会組織があり、様々な地域活動、花いっぱい運動などが行われ

ています。 

今後は、地域福祉や自主防災活動、地域活性化、地域の子育て支援や地域教育

の充実などを図るために、住民の地域連帯意識を高めながら、様々な地域活動を

促進し、住民が主役となった個性的なまちづくりを進めていくことが必要です。 

 

 

【2017年 まちのイメージ】 

各地域では、それぞれの地域に合わせたまちづくりグループができ、子どもか

ら高齢者まで、力をあわせて地域づくりを進めています。様々な課題ごとのグル

ープ活動などでは、地域を越えた住民の活動も活発になっています。 

また、町の積極的な情報発信や支援体制が整ったことにより、町民の町政に対

する関心が高まり、住民と行政が協働し、ともに議論しながら、まちづくりに取

り組んでいます。 

役場内では、徹底した行財政改革が進められ、事務事業が効率的・効果的に行

われるようになり、機動性の高い組織になりつつあります。 

第６章 協働・創造 

 みんなでまちづくり 

6－1 コミュニティ活動 

6－2 男女共同参画・人権尊重 

6－3 住民と行政の 

     パートナーシップ 

6－4 自治体経営 
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【基本目標】 

住民の自主的な活動を促進し、互いに交流し、助け合う住みよい地域づくりを

めざします。 

 

【主要施策】 

(1) 地域連帯意識の高揚 

① 地区ごとにまちづくりの目標を自分たちで設定し、地域連帯意識を高めま

す。 

② まちづくりなど住民の多様なグループ活動、ボランティア活動（保健・福

祉・社会教育のネットワーク化）などの活性化を図るとともに、人材の発掘

やリーダーの養成に努めます。 

(2) コミュニティ活動の促進 

① 町内会連合会に地域部会の新設を図るなど、地域ごとの課題を解決するた

めの体制整備を促進します。そのため、「ボランティア・コミュニティ活動セ

ンター」を設置し、情報提供や交流促進、活動立ち上げ期の援助など、住民

による地域課題の解決を支援します。 

② 町内会、青少年団体、女性団体、老人クラブなどの地域組織の一層の活性

化を図るとともに、地域づくり活動の表彰や交流会の開催などを通じ、世代

や活動領域をこえた相互交流を促進します。 

③ 子育て支援など地域福祉活動や環境活動、生涯学習、文化、スポーツ・レ

クリエーション、祭り・イベント、国際交流、まちづくりなど住民の多様な

グループ活動、ボランティア活動（保健・福祉・社会教育のネットワーク化）

などの活性化を図るとともに、人材の発掘やリーダーの養成に努めます。 

④ 地域の女性や高齢者の活性化に向けて、特産品を活かした収益活動などを

支援します。 

⑤ 各種団体によるまちづくりや産業振興などの活動を支援し、地域づくりに

資する人材の育成に努め、地域活性化のため「わがまち振興事業」による助

成を図ります。 

(3) 活動拠点の確保 

① 地区会館や公民館、生活館、公園・広場、スポーツ施設など、コミュニテ

ィ活動やグループ活動の場となる身近な地域施設の適切な維持管理を図ると

ともに、学校など公共施設の積極的な地域開放を進めるなど、住民とともに

活動拠点の確保を図ります。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 地区ごとに地域づくりの推進組織をつくり、自主的・主体的な地域づくり

活動を進めましょう。 

② 子どもが自信と自尊心、自立力を高められるよう、放課後の遊びや体験、

子ども会の自主的活動などを通して、子どもの仲間（コミュニティ）づくり
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を進めましょう。また、地域で子どもが活躍し、ほめられる機会を増やしま

しょう。 

③ 子どもを通して、若い親世代のコミュニティづくりを進めましょう。また、

若い世代や移住者が参加しやすいよう、子育て中の世代の役割分担を軽くし

ましょう。 

④ 若者の企画によるイベントなどにより、若者の参加と世代や活動領域を越

えた相互交流を図りましょう。 

⑤ ボランティア活動やＮＰＯ活動、様々なグループ活動などの活発なまちづ

くりを進めましょう。 

(2) 事業者の取り組み 

① 地域の一員として、事業者のノウハウを活用し、子どもの体験や環境美化、

地域防災活動などに参加しましょう。 
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６－２ 男女共同参画・人権尊重 

 

【現況と課題】 

社会のあらゆる分野で女性が活躍するようになり、共働き世帯も増加していま

すが、依然として職場や家庭、学校、地域などあらゆる分野で性別による固定的

な役割分担意識が残り、女性の多様な生き方を妨げている現状があります。 

本町の各種委員会などにおける女性比率は7.1％と道平均（7.9％）とほぼ同じ

ですが、審議会などにおける女性比率は16.7％と道平均（21.3％）よりも低くな

っています（いずれも平成18年４月１日現在）。 

男女が、ともに能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向け、今後

は、固定的な役割意識などの解消や社会環境の整備、男女間における暴力や性的

嫌がらせ（セクシュアルハラスメント）への対応などが求められます。 

また、誰もがかけがえのない人間として尊重され、差別のない明るく住みよい

社会を望んでいますが、自信や自尊意識を持てない子どもたち、学校でのいじめ

や家庭内での暴力、近所でのトラブル、増加した自殺など、人権問題は依然とし

てあります。 

本町の、中高生アンケート調査では７％が学校での「いじめや無視」を悩みと

してあげており、学校教育や生涯学習活動などにおいて人権に関する啓発活動や

相談などに努めています。 

今後も、様々な差別や暴力・虐待などをなくすために、住民一人ひとりが自信

と自尊心を持ち、生きる力を身につけ、共に生き、助け合う社会を構築すること

が求められています。 

 

【基本目標】 

男女が性別にとらわれることなく個人として尊重される男女共同社会の実現を

めざします。また、すべての住民が自信と自尊心、生きる力を持ち、互いの人権

が尊重される、差別やいじめ、虐待などのないまちづくりを進めます。 

 

【主要施策】 

(1) 男女共同参画の推進 

① 男女共同参画社会に向けた取り組みを計画的に推進するため、関係機関と

連携・協力を図りながら進めます。 

② 家庭・地域・職場における男女の固定的な性別役割意識を解消し、男女の

自立意識や権利意識を高めるため、『広報もり』や町ホームページ、パンフレ

ットなどによる啓発活動の充実や、講座や講演会の実施など、学校教育や社

会教育の場での学習機会の充実に努めます。 

③ 男女が共に働きながら、様々な活動ができるよう、保育サービスの充実や

要介護者家庭への支援など、出産・育児や高齢者介護への支援を充実します。 

④ 出産や育児・介護のために退職した女性の職業能力向上や再就職支援、女
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性の働く場づくり、女性の起業化支援など、女性が就業できる機会の拡大と

支援を図ります。 

⑤ 各種委員会などにおいて女性委員を積極的に任命し、政策過程への女性の

参画を促進します。 

⑥ 配偶者や恋人からの暴力（ドメスティック・バイオレンス：ＤＶ）や職場

や地域での性的嫌がらせ（セクシュアルハラスメント）などの防止のため、

関係機関と連携し、事業所や住民への啓発活動と相談体制の充実を図ります。 

(2) 人権尊重社会の推進 

① 住民一人ひとりが自分自身の人権意識を高め、自ら守る力を身につけると

ともに、他の人の人権を侵すことがないよう、学校教育や社会教育など、様々

な場や機会を通じて人権教育や啓発活動を推進します。 

② 人権問題に関する相談窓口の設置や電話相談の実施を図ります。 

③ 差別問題やいじめ、児童虐待や家庭内暴力（ＤＶ）などに速やかに対応・

解決できるよう、関係機関及び地域の人権擁護委員と連携し、早期に対応で

きる体制の整備を図ります。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 女性の意見がまちづくりに反映されるよう、各種委員会や協議会など、政

策形成の場へ積極的に出席しましょう。 

② 地域での活動において、女性が決定の場へ積極的に参加し、男女が一緒に

取り組めるボランティアや地域づくりなど、自主的な活動を進めましょう。 

③ 住民一人ひとりが自信と自尊心、生きる力を身につけるとともに、差別や

いじめ、虐待などをしない、させないまちづくりを進めましょう。 

④ 人権問題を考えるセミナー等に積極的に参加しましょう。 

(2) 事業者の取り組み 

① 男女の均等な雇用機会と待遇の確保に努めましょう。 

② 男性を含めた育児休業制度や介護休業制度の利用促進、結婚退職や出産退

職の見直し、育児期間の残業や出張体制の見直しなど、子育てできる職場環

境の整備を図りましょう。 

③ 職場での性的嫌がらせ（セクシュアルハラスメント）など、人権侵害の防

止を徹底しましょう。 
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６－３ 住民と行政のパートナーシップ 

 

【現況と課題】 

少子高齢社会の進行や地域経済の低迷、国の地方交付税削減などが続く中で、

多様化する行政ニーズや地域の課題に的確に対応するためには、住民と行政が力

を合わせてまちづくりに取り組む必要があります。 

本町では、『広報もり』や町ホームページなどでの情報提供など、広報・広聴

活動の充実を図ってきました。また、各種委員会への住民の参加や住民意識調査

など、より多くの住民の声が行政に反映するよう取り組んでいます。 

今後は、住民と行政のパートナーシップを確立し、協働のまちづくりを進める

ため、情報提供・公開の充実や森町ＣＩ事業など住民との協働活動を推進するこ

とが求められます。 

 

【基本目標】 

住民との情報共有や住民参画機会の充実を図るなど、住民と行政のパートナー

シップによるまちづくりを推進します。 

 

【主要施策】 

(1) 情報共有の推進 

① 住民が必要としている情報を、迅速かつわかりやすく提供するために、住

民意見の反映を図りながら、『広報もり』などの充実を図ります。 

② より多くの人が、町ホームページを利用できるよう、新しい技術などを取

り入れ高齢者や障がい者の方にも使い易いサイト構築に努めます。 

③ 生活に有益な情報の提供に努めるとともに、まちづくり活動や産業振興な

どの情報を積極的に提供します。 

④ 個人のプライバシー保護に十分配慮した上で、情報公開制度の充実を図り

ます。また、各種委員会や審議会など、各種会議の内容をできる限り公開し

ます。 

(2) 住民参画機会の充実 

① 広報などを活用し、住民のまちづくりへの参加意識を高めるとともに、意

見箱や電子メールなどによる提案制度の整備やパブリックコメント41制度の

導入などを検討します。 

② 委員の公募や住民懇談会、まちづくりワークショップなど、各種計画づく

りや行政評価などへの住民や事業者の参画を促進します。 

 

                             
41 パブリックコメント：条例や計画など施策を決める過程において、その案を公表し、住民か

ら意見を求め、寄せられた意見を考慮して施策の決定を行うとともに、その意見に対する町

の考え方を公表する一連の手続きのこと。 
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(3) 協働のまちづくり活動の展開 

① 町の魅力を向上させるために、シンボルマークやキャッチフレーズなどの

選定、既存イベントの改善や新規イベントの開発など、住民と協働し森町Ｃ

Ｉ42事業を展開します。 

② 総合開発振興計画の要となるシンボルプロジェクトに住民と協働で取り組

むとともに、わがまち振興事業などを中心に、住民の主体的なまちづくり活

動を支援・促進します。また、まちづくりに関わるボランティア団体やＮＰ

Ｏなどの立ち上げ支援等を行います。 

③ まちづくりに関わる人材の育成を支援するため、学習機会や団体間の交流

機会の提供、研修会への参加の促進などに努めます。 

④ まちづくりを住民と行政が協働で進めていくために、互いの役割分担の見

直しを行うとともに、協働の指針となる自治基本条例の制定を検討します。 

⑤ 公共施設の管理運営などに住民や事業者が参加できるよう、指定管理者制

度など、民間活力の活用を推進します。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 公募委員への応募、ワークショップや懇談会への参加、パブリックコメン

トへの提案など、計画や条例づくりなどに積極的に参画しましょう。 

② 様々な分野のまちづくり活動やイベントなど、住民主体の取り組みを積極

的に進めましょう。 

 

(2) 事業者の取り組み 

① 産業振興や福祉など、専門的な立場からまちづくりに積極的に参画しまし

ょう。 

 

 

                             
42 ＣＩ：コミュニティ・アイディンティティの略で、その地域独自の個性やイメージのこと。 
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６－４ 自治体経営 

 

【現況と課題】 

少子高齢化の進展、価値観の多様化などが進む一方で、地方分権の進展や地方

交付税の削減など、自治体経営を取り巻く環境は大きく変化しています。そうし

た中で、「地域のことは地域で決める」という地方自治の原則に基づいた健全な

自治体経営が求められています。本町では、「森町行政改革推進委員会」を設置

し、行財政の合理化及び効率化を推進しており、平成17年度に「行政改革大綱」

及び「集中改革プラン」を策定し、計画的な取り組みを進めています。 

今後は、地域の特色を活かした魅力あるまちづくりに向けた施策・事業の「選

択と集中」や住民との協働によるまちづくりの推進、行政改革の徹底と人材育成

などが求められます。 

また、国の財政状況の悪化による地方交付税･国庫支出金の削減、地場産業の不

振や長引く不況など、財政を取り巻く環境は厳しくなっています。本町の平成17

年度の歳入は120.4億円で、地方交付税や地方税の削減・減少などの影響で、減収

が続いています。経常収支比率43は94.4％と財政の硬直化が進み、財政力指数44は

0.300、起債制限比率45は12.0％、実質公債費比率46は17.3％、地方債残高は182.1

億円となっています。 

今後は、合併による相乗効果やスケールメリットなどを活かした行財政改革の

徹底や地域経済の活性化、収納率の向上のための取り組みなど、自主財源の確保

と財政の健全化に向けた重点的な取り組みが急務です。 

広域行政については、通勤・通学など住民の日常生活圏が町域を越えて拡大す

る中で、行政ニーズや地域課題も広域化が進んでいます。渡島･桧山･噴火湾地域

２市15町では、平成17(2005)年に半島振興計画を策定し、｢歴史と文化が香り、国

内外にひらかれた渡島半島の発展｣を目標に、交通通信施設の整備や産業・観光の

振興、生活環境の整備などを共同で推進しています。また、渡島地域の２市９町

で構成する渡島広域市町村圏振興協議会では、ごみ処理や介護認定審査、防災な

ど、様々な分野で広域的な連携を進めています。 

今後は、住民活動や観光の広域化などへの対応や、若者定住やＵ・Ｉターンの

受け入れなど、より一層の広域的な連携強化が課題です。 

                             
43 経常収支比率：一般財源に占める人件費、扶助費、公債費などの義務的な経費や準義務的な

経常経費の占める割合で、この比率が 80％を越えると財政が硬直化しているといわれ、財政

運営が厳しくなる。 
44 財政力指数：基準財政収入額（標準的に収入できると考えられる税収入等）を基準財政需要

額（平均的な行政水準を維持するのに必要な一般財源）で除して得た数値の過去３年間の平

均値。この指数が大きいほど財政力が強いとされる。 
45 起債制限比率：定められた算式による比率の過去３年度間の平均が、20％以上の団体につい

ては、原則として、一定の地方債を許可しないとされる。 
46 実質公債費比率：平成 18 年度から、地方債の発行が国の許可制から協議制に移行されたの

に伴い導入された財政指標。18％を超えると許可制となり、25％を超えると単独事業などで

の発行が制限される。 
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【基本目標】 

財政健全化のためには、行財政運営の抜本的な見直しが必要であり、事業をゼ

ロベースで見直すことはもとより、常にコスト意識をもち、経営感覚をもって行

財政運営を行います。特に、財政の健全化が図られるまでの間は、町民生活への

影響を最小限にすることを勘案しながら、事務事業の見直しを積極的に推進しま

す。行財政運営にあたっては、「集中改革プラン」に沿った各種経費削減に向けた

取り組みを強化するとともに重点的地域経営の推進による自主財源の確保、広域

的連携の強化などを進めて、地域経済と財政の自立をめざします。 

 

【主要施策】 

(1) 重点的な行政経営の推進 

① 総合開発振興計画の実現に向けて、施策・事業の重点的な「選択と集中」

とＰＤＣＡ47サイクルに基づいた計画の推進管理の徹底、シンボルプロジェク

トの推進、関係各課の横断的な協力体制の確立、住民参画機会の充実など、

住民の視点に立った成果重視への追求を図ります。 

② 行政改革大綱や集中改革プランに基づき、事務事業の効率化と民間経営手

法の導入、民間委託等の推進、行政組織の合理化など、行政改革の前倒しや、

深堀についても検討を加えます。 

③ 政策調整・決定・推進・評価などの機能を有する「（仮）政策会議」の設置

を検討し、政策誘導型の自治体経営をめざします。 

④ 職員の政策立案能力、問題解決能力、調整能力や専門知識や技術を高める

全庁的な取り組みで職員の意識が変われば、大型の事業に勝るとも劣らない

効果をもたらす可能性があることから、人材育成基本計画を策定し、研修や

自主的な研究活動の促進を図ります。 

⑤ 個人情報保護条例の遵守に努めながら、「電子自治体」化を進め、情報共有

による各課や住民活動との連携強化を図るとともに、戸籍電算化、電子申請

の手続き拡充など住民サービスの向上を図ります。 

⑥ 公共施設の統廃合や指定管理者制度の導入など、公共施設の効果的で効率

的な管理運営を推進します。 

(2) 効果的・計画的な財政運営の推進 

① 長期財政計画を策定し、計画的な財政運営を推進します。 

② 地方公共団体財政健全化法に基づく、公営事業会計も合わせた連結実質赤

字比率や実質的負債に関する将来負担比率の健全度を公表します。 

③ 必要性・緊急度を重視した事業の見直しや予算編成方法の見直しなどによ

り、経常的経費のより一層の削減と財源の重点的・効果的な配分を行います。 

④ 地域産業の振興や｢からまつの森｣分譲、住宅地の開発など、定住促進の取

り組みを重点的に進め、歳入の確保に努めます。 

                             
47 ＰＤＣＡ：ＰＬＡＮ－ＤＯ－ＣＨＥＣＫ－ＡＣＴＩＯＮの略称で、計画策定－実施－検証－

見直しを１サイクルとして業務等の管理を行う手法。 
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⑤ 収納率の向上を推進するため、住民の納税意識の向上を図るとともに、課

税対象者の適切な把握、口座振替納税の促進やコンビニエンスストアなどで

の収納の検討、専門知識を有する職員の養成による滞納整理の処理能力の向

上などを図ります。 

⑥ 町が所有する土地・建物などの財産台帳を整備し、適正な財産の管理と運

用を図ります。 

(3) 広域行政・広域連携の推進 

① ｢半島振興計画｣などに基づき、広域交通網や高度情報通信環境の整備、広

域観光ネットワークの形成、火山防災対策の推進など、広域的な取り組みを

推進します。 

② ごみ処理や消防、福祉など、既存の広域行政の推進と効率化を図るととも

に、若者の定住やＵ･Ⅰターンの促進、起業支援など、新たに共同化が可能な

事務・事業の調査・検討を行います。 

 

【住民活動】 

(1) 住民の取り組み 

① 行政との協働により、住民自らができることは自らが取り組み、質の高い

サービスの実現を図りましょう。 

② 行政の事務事業の達成状況や成果について外部から評価を行い、事業方法

やサービス内容の改善などを提案しましょう。 

③ 自主財源の確保に向けて、地域産業の振興と企業誘致、若者や退職者など

の定住、若者の交流・交際・結婚の応援に取り組みましょう。 

④ ボランティア活動やスポーツ・イベント、ＮＰＯ事業など、市町を越えた

住民活動の連携を図りましょう。 

(2) 事業者の取り組み 

① 新規事業の立ち上げや関連企業の誘致、農林水産物などの高付加価値化な

ど、広域的な連携により地域産業の活性化を図りましょう。 

② 広域観光ネットワークや都市と農村の交流、起業化など、広域的な連携を

図りましょう。 

 

 


