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第１章 豊かな心と健やかな体を育む生涯学習のまちづくり  

 

森町に住むすべての人々が、様々な学びや活動、交流などを通じて、

自己を成長させ、豊かな心と健やかな体を育むことができるまちをめ

ざします。  

 

 

対応する  

まちづくり項目  

１-１  幼児教育  

１-２  学校教育  

１-３  青少年育成  

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・国際化  
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１-１ 幼児教育  

【現状】  

・町内には、森幼稚園とさわら幼稚園の２つの町立幼稚園があり、幼児に対して生

活習慣や集団生活の基礎を養う教育を行っています。  

・さわら幼稚園については、施設の老朽化に伴い幼稚園の整備が予定されています。

森幼稚園においても、今後施設整備の検討を予定しています。  

【基本目標】  

幼稚園を通して、幼児期にふさわしい生活の中で、自発的な遊びを通して学ぶ幼

児教育の実践を充実させるとともに、家庭・地域社会・関係機関等に発信します。  

【施策に取り組む背景・課題】  

・保護者が子育てについて意見交換をしたり、リフレッシュできる機会が必要です。

また、いろいろな家庭に対応できる子育て支援も重要です。 

・特別な支援を要する子の数が増えており、療育を進めていくための職員の人数や

職員研修の充実が必要です。 

・小学校とは日常的に、中学校とは定期的に交流ができる環境づくりが必要です。 

・子どもの立場に立って地域住民との交流や地域見学を考え実施することが必要で

す。 

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)幼稚園を通して保護者
への幼児教育に関する
情報提供や意識啓発を
図ります。  

・ＰＴＡ活動を通じた保護者との交流や話し合いの場づくり  

・保護者向けの研修会の実施  

・保育参観やクラス懇談会の実施  

・保育参加の実施 

(2)幼稚園における教育内
容、受入の体制や環境
の充実に努めます。  

・基本的な生活習慣や集団生活の確立を促す取り組みの充実
（幼稚園だより、幼稚園行事、学級懇談会など）  

・町内の幼・保・小・中連携による生活習慣に関する提示物の
作成 

・特別な支援を要する子どもたちの受け入れ  

・教育相談の充実 

・預かり保育の実施 

・早朝・延長保育の実施（さわら幼稚園）  

・施設の点検及び整備の実施  

(3)幼稚園児が地域の人と
交流する機会をつくり
ます。  

・小学生や中学生との交流  

・高齢者との交流（さわら幼稚園と実年大学とのふれあい運動
会の合同開催） 

・森幼稚園と町内会の交流  

・地域の方との交流や地域見学の実施  

(4)各幼稚園の環境整備を
進めます。  

・さわら幼稚園の施設整備 

・森幼稚園の施設整備検討 

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

第３次社会教育振興中期計画  平成３０年度～平成３４年度  

子ども・子育て支援事業計画  平成２７年度～平成３１年度  
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１-２ 学校教育  

【現状】  

・町内には小学校８校（うち２校休校）、中学校２校、森高等学校があり、児童・生

徒数は、平成 29 年５月１日現在、小学生 685 名、中学生 440 名です。 

・地震への対応については、中学校は耐震診断を行い、改修を行いました。小学校

においても、今後耐震診断や耐震化を計画しています。  

・全国学力・学習状況調査や全国標準学力テスト（ＮＲＴ学力検査）等により、児

童生徒一人一人が抱えている課題を明確にし、その課題解決に取り組んでいます。  

・栄養教諭を森小学校へ配置し、各学校へ食育指導の派遣を行っています。  

【施策に取り組む背景・課題】  

・義務教育の機会均等とその水準の維持向上を図り、基礎的・基本的な知識・技能

を身につけ、自ら学び考える力を育成することが必要であり、一人一人の学力や

学習状況等を把握し、指導方法等の改善につなげていくことが求められています。  

・積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成し、コミュニケーション

能力の素地を養い、相手の立場を尊重しつつ、自分の考えや意見を表現し、相互

理解を深められる力を育成する必要があります。また、グローバル化に対応した

英語教育の環境づくりを整える必要があります。 

・いじめは、子どもの心身の健やかな成長を妨げるばかりか、その後の生き方にも

深刻な影響を及ぼします。いじめや不登校についての相談・支援体制を充実する

とともに、いじめ防止について、学校と家庭はもとより、町ぐるみで推進する必

要があります。 

・給食を通して、食事を大切にし、食物の生産等に関わる人々へ感謝の心を持てる

子どもを育てることが重要です。 

・読書を通して、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものに

育むため読書活動の推進が求められています。 

・学校、家庭、地域がともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させる「コミ

ュニティ・スクール（学校運営協議会制度）」の確立が求められています。  

・本町の自然、歴史、文化、伝統行事、産業など地域の特色ある教育資源を活用し

たふるさと教育を行い、ふるさとへの愛着や誇りを育んでいくことが必要です。  

・障がいのある子どもの一人一人のニーズを正確に把握し、教育的支援を行うこと

が必要です。 

・学校施設・設備等の老朽化に伴い、学校施設・設備等の改修が必要です。  

・生きる力を育むという教育理念の実現のため、社会情勢の変化や教育における今

日的な課題を踏まえた指導面等での具体的な手立てを確立することが必要です。 

・森高等学校については、地域に根ざした魅力のある学校づくりが求められていま

す。 

【基本目標】  

明日の町を担う心豊かで創造性あふれる子どもを育成していくため、学校・家

庭・地域が連携し学ぶ意欲を高め、基礎学力の向上を図ります。また、人材も含め

本町の地域資源をいかし、環境・福祉・国際化・情報化などの課題に主体的に対応

できる力や、豊かな心と健康な体を育む教育を推進します。  
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【施策】  

施策 施策の内容 

(1)個々が抱えている課題
を解決し、基礎学力を
向上させます。  

・学習指導要領に基づいたきめ細やかな指導  

・全国学力・学習状況調査等の実施  

・ＮＲＴ学力検査（標準学力検査）の実施、経年分析による課
題改善 

(2)国際化に対応した教育
を行います。  

・各学校等への外国語指導助手の派遣  

(3)いじめや不登校をなく
す取り組みを進めま
す。  

・教育相談員の配置 

・いじめ防止基本方針によるいじめのない学校づくりの推進  

(4)学校給食の充実や食育
指導を通して、生活習
慣の改善や体力向上を
図ります。  

・各学校への栄養教諭の派遣  

・家庭と連携した生活習慣の改善  

・クラブ活動や部活動への支援  

・栄養教諭と連携した食育指導の実施  

・バイキング給食、親子給食の実施  

・献立とともにお知らせや食文化の理解を促す配布物の提供  

(5)読書を通じた教育の充
実に努めます。  

・図書館と連携した読書活動の推進  

・各学校での読書週間、朝読書の実施  

(6)地域性をいかした地域
とともにある学校づく
りを進めます。  

・ＰＴＡ連合会と地域、学校の連携協力による活動の活性化  

・コミュニティ・スクールの導入による、学校と地域が連携・
協働した学校づくりの推進  

・地域と連携した登下校時の見守りの実施  

・地域の教育資源を活用した「ふるさと教育」の推進  

(7)特別支援教育の充実に
努めます。  

・教育相談員や特別支援教育支援員の配置  

・個別の教育支援計画活用の推進  

(8)保育園・幼稚園から中
学生まで、切れ目のな
い支援に努めます。  

・就学前の体験入学の実施  

・幼・保・小・中の連携部会での小１プロブレム・中 1 ギャッ
プ※問題への対策強化 

(9)各学校の施設・設備の
充実に努めます。  

・小学校の耐震診断・耐震化事業の実施  

・パソコン・校内ＬＡＮ（情報網）の整備  

・スクールバスの更新 

・教育施設・機器の計画的な整備・改善  

・「学校施設長寿命化計画」の策定 

・学校施設長寿命化対策の実施  

・学校施設の老朽化対策・大規模改造の実施  

・学校施設非構造部材の落下防止対策の実施  

・高効率型照明の導入 

・屋外教育環境施設の整備  

(10)教職員の資質向上を
図ります。  

・北海道教育委員会等が開催する各種研修会への参加  

(11)森高等学校の振興に
向けた支援を行いま
す。  

・森高等学校の特色ある活動の促進（森高等学校振興会への補
助金の交付） 

・森高等学校での海外短期留学の支援（補助金の交付）  

・森高等学校部活下校バス（砂原地区・鹿部地区）の運行  

※小１プロブレムとは、小学校に入学したばかりの 1 年生が、集団での行動や授業など学校
生活になじめない状況のことです。中１ギャップとは、小学生が中学１年生となったとき
に、学校生活や授業のやり方が違うため、学校生活になじめない状況のことです。  

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

学校施設長寿命化計画  平成３２年度～ 
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１-３ 青少年育成  

【現状】  

・本町では、青少年団体やスポーツ少年団活動に加えて、町内にある「道立青少年

体験活動支援施設（ネイパル森）」での体験活動、「もりっこまつり」や「子ども

のひろば」などのイベント、リーダー育成、森高等学校生によるボランティア活

動の支援などを行っています。また、図書館における行事の開催や「どろんこ塾」

など異学年との各種体験学習を実施しています。 

・森、砂原両地域に子育てに伴う相談窓口を開設しています。  

・小学生を対象にした子どもの遊びやスポーツ・文化活動、交流活動などを行う

「ふれあい体験教室」を開催しており、森高等学校生がボランティアとして支援

しています。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・少子化により参加児童数が減少するなか、地域や関係機関と連携し、事業内容や

開催数を検討するとともに、合同で事業を実施することが必要です。また、地域

資源をいかした体験活動や異世代交流の場も充実させることが必要です。  

・森高等学校生以外にもボランティアに参加する人が増えるよう、ボランティアへ

の関心や参加を促すことが必要です。 

・子育てに不安を持つ保護者とその子どもが、地域で孤立することがないよう学習

機会と相談の場を提供することが必要です。 

・青少年の活動と利用ニーズを把握し、青少年が集い充実した活動拠点となる場を

提供、整備することが必要です。 

【基本目標】  

自立期にある青少年が地域活動を通じて健やかに育つよう、家庭・学校・地域・

行政が連携し、イベントやボランティア活動、体験・交流活動などへの参加機会を

拡充させるとともに、青少年の遊び場や居場所の確保を進めます。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)青少年を対象とした学
習・体験プログラムの
充実に努めます。  

・森町教育水準向上対策協議会の支援 

・子どもを対象とした体験学習の実施（「子どものひろば」の
開催） 

・異学年との各種体験学習の実施（「どろんこ塾」の開催）  

(2)青少年の活動や交流を
促す環境づくり、体制
づくりに努めます。  

・青少年体験活動支援施設（ネイパル森）の活用  

・青少年の活動や交流の拠点となる場の確保  

・有害図書・広告の排除など、社会環境の浄化  

・ボランティアセミナーの実施の検討  

(3)青少年育成に関する保
護者の学習や相談の機
会を提供します。  

・北海道教育委員会（渡島教育局）と連携した子育てに伴う
相談窓口の整備 

・「母親学級」の開催（子育てに関する学習の場、母子が共に
活動・体験する機会の提供）  

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

第３次社会教育振興中期計画  平成３０年度～平成３４年度  
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１-４ 生涯学習  

【現状】  

・本町では「まちづくりは人づくり」という理念のもとに、「社会教育振興中期計画」

に基づき、５年に１度計画を見直しながら、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います。  

・本町公式サイトに「まなびネットもりまち」を掲載し、住民の自主的なクラブ・

サークル・団体活動の紹介を行っています。また、高齢者を対象とした実年大学

やオニウシ学園なども開催しています。 

・公民館では、退職された方が持つ職業知識や技術をいかし、森高等学校生ボラン

ティアと連携しながら、夏・冬休みに小学生を対象とした「もりの寺子屋」を開

催しています。 

・町内には移動図書配本所が 15 か所あり、図書の貸出を行っているほか、各小学

校・幼稚園・保育所へ施設名の利用者カードを発行する団体貸出サービスを実施

し、利用を促進しています。 

・３か月健診時に絵本２冊とおすすめ絵本のリーフレットをコットンバックに入れ

て配付するブックスタートを行っています。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・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づくりをより一

層進めることが必要です。 

・自発的なクラブ・サークル活動への支援と人材の発掘・育成が必要です。  

・地域で活動する個人・団体の把握をするとともに、公民館をはじめ町内で活動す

るサークル団体の様子などを住民に広く紹介することが必要です。  

・退職者など様々な知識・技能・能力を持つ住民の協力を得て、生涯学習を充実さ

せていくことが必要です。 

・既存施設については、耐用年数と利用者ニーズをふまえ、小規模なうちに修繕を

進めていくことが必要です。また、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することが必要です。 

・図書館については、施設が賃貸のため整備がなかなか行えない状況ですが、すべ

ての年代で利用しやすい環境づくりが必要です。また、北海道内の多くの公共図

書館に図書館システムが導入されており、本町でも誰もが情報を享受できるよう

導入が必要です。 

【基本目標】  

いつでも、どこでも、自らの興味や関心、目的などに応じて学びの場を求められ

ること、学習活動がまちづくり・ひとづくりにつながることをふまえ、生涯学習プ

ログラムづくりを進めます。また、生涯学習を推進するうえで必要な人材の確保や

関連施設の整備、情報提供などに努めるとともに、学習成果がまちづくりにつなが

る取り組みを促進します。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)生涯学習の推進体制の
充実に努めます。  

・「第３次社会教育振興中期計画」の策定  

・女性・高齢者団体の育成、支援  

・事業運営に係る研修会の開催など生涯学習の一助となる事
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施策 施策の内容 

業の展開 

・各種講座の講師として対応できる人材の確保  

(2)住民ニーズに沿った生
涯学習プログラムをつ
くり、参加を呼びかけ
ます。  

・社会教育カレンダーの作成  

・森町公式サイト「まなびネットもりまち」でのクラブ・サ
ークル・団体活動の紹介  

・町内で活動するサークルの把握、団体登録の促進  

・オニウシ学園や女性学級、実年大学の開催  

(3)まちづくり・ひとづく
りにつながる活動を支
援します。  

・「もりの寺子屋」の開催  

・絵本の読み聞かせ教室の開催（森幼稚園・さわら幼稚園で
毎年交代で開催） 

(4)活動成果を発表する場
の提供、広報活動の充
実に努めます。  

・文化祭での展示、発表 

・文化祭での活動報告の場づくり  

(5)生涯学習の場となる施
設・設備の充実に努め
ます。  

・既存施設の耐震診断の実施  

・「社会教育施設長寿命化計画」の策定  

・「社会教育施設長寿命化計画」に基づいた社会教育施設の長
寿命化（計画的な修繕や整備）  

・子どもや高齢者・障がい者が利用しやすいよう施設の改
修、管理運営の工夫 

・公民館の施設整備・設備機能の充実、適切な維持管理  

・文化センターの整備の検討（図書館、郷土資料室も含めた検
討）  

(6)図書館の施設や設備等
の充実に努めるととも
に、子どもの時から本
に親しむ取り組みの充
実に努めます。  

・「第３次子どもの読書活動推進計画」の推進  

・図書館システムの導入  

・利用者にやさしい図書館づくり（読書用拡大鏡や老眼鏡の
設置、大活字本やＣＤブックの受入など）  

・利用者ニーズに応じた移動図書配本所の設置 

・団体貸出サービスの実施（貸出団体の増加促進）  

・ブックスタートの実施  

・ホームページ、広報、チラシ、お便り等を通じた図書館行
事や新着本の情報提供  

・図書館行事の開催（押し花教室、図書館まつり、あそびの
広場など） 

・読書サークルの活動支援（図書の手配、扱う著作者の経歴
文の作成等） 

・住民の協力による読み聞かせの実施（読み聞かせボランテ
ィア、森高等学校生） 

・「もり新聞（新聞６紙に掲載された森町に関する記事をスク
ラップしたもの）」の作成  

・電子書籍化に向けた郷土資料の収集  

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

第３次社会教育振興中期計画  平成３０年度～平成３４年度  

第３次子どもの読書活動推進計画  平成３０年度～平成３４年度  

社会教育施設長寿命化計画  平成３２年度～ 

  



8 

１-５ 生涯スポーツ  

【現状】  

・町内には、町民体育館をはじめ、サンビレッジ森やふるさと交流館など、森地区

に 10、砂原地区に４のスポーツ施設があります。これらのスポーツ施設に加えて

学校教育施設も利用し、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。 

・スポーツ教室やイベントを開催し、子どもや若者、女性や高齢者など幅広い年代

の住民がスポーツ活動に参加しています。 

・多くの参加者を集めるため、競技大会等の内容・時期などについて、関係団体と

協議しながら実施しています。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・体育協会の中心となって活動する人材が少なく、協会員が高齢化している団体も

あります。スポーツ少年団については、指導者の確保や育成が課題となっていま

す。 

・子どもも含め、住民のスポーツニーズは多様ですが、スポーツ教室やスポーツ少

年団の種類は限られています。スポーツニーズを把握し、それらに沿ったスポー

ツの機会を増やしていくことが必要です。 

・各体育施設が老朽化しており、施設の改修や体育器具の修繕が必要です。また、

スポーツニーズが多様化、変化する中で、それらに応じた環境づくりが必要です。  

・関係機関と連携し、子どもから高齢者までを対象としたスポーツ大会の開催やニ

ュースポーツの普及を進めていくことが必要です。 

・雪や駒ヶ岳、海など、本町の地域資源をスポーツイベントにいかしていくことが

必要です。 

【基本目標】  

すべての住民が生涯を通じて、それぞれの年齢や体力に応じたスポーツ・レクリ

エーション活動を楽しみ、住民相互の交流を深めるとともに、体力向上や生活習慣

病の予防・改善ができるよう、「町民皆スポーツ」をめざした取り組みを推進しま

す。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)住民のスポーツ活動を
支援します。  

・体育協会やスポーツ少年団本部の体制強化（体育協会の運
営に関わる人材の確保、指導者の発掘と育成）  

・スポーツ教室の開催 

・新たなスポーツ教室の企画、開催  

・各スポーツ少年団の大会の開催  

・新たなスポーツ少年団の設立  

・スポーツ大会等参加負担金の助成  

(2)スポーツ施設や設備の
充実に努めます。  

・「社会体育施設長寿命化計画」の策定  

・「社会体育施設長寿命化計画」に基づいた体育施設の長寿命
化（大規模改修） 

・各種体育器具の更新 

・屋外施設の新設 
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施策 施策の内容 

・各体育施設の貸館及び体育器具の貸出  

・学校開放事業の実施 

(3)ニュースポーツやスポ
ーツイベントを通じ
て、多くの人がスポー
ツに親しめる機会を増
やします。  

・ニュースポーツの普及（講習会や大会の開催）  

・森町発のニュースポーツの発案、普及  

・町民ハイキングの開催  

・町民玉入れ大会の開催  

・町民グラウンドゴルフ大会の開催  

・マラソン大会の開催、大会規模の拡大  

(4)本町の地域資源をいか
したアウトドアイベン
トを開催します。  

・冬季スポーツフェスティバルの開催、内容の充実  

・町民駒ヶ岳登山会の開催  

・地引網体験会の開催 

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

第２次社会教育振興中期計画  平成２５年度～平成２９年度  

第３次社会教育振興中期計画  平成３０年度～平成３４年度  

社会体育施設長寿命化計画  平成３２年度～ 
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１-６ 地域文化  

【現状】  

・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。活動の場と

しては、公民館が主に利用されています。 

・本町では「御幸町遺跡」や「オニウシ遺跡」など 30 年以上前から発掘調査を行っ

ています。近年は高速道路の建設に伴う遺跡の発見、発掘調査が行われ、現在、

本町の遺跡は 51 か所となり、このうち 44 か所の遺跡から縄文時代の道具や施設

の痕が見つかっています。 

・本町では、歴史・文化的遺産の調査や保存に取り組んでいます。国指定文化財は

道内最大規模の「ストーンサークル」（史跡鷲ノ木遺跡の環状列石）と幕末の北方

警備の要所である「東蝦夷地南部藩陣屋跡砂原陣屋跡」の２件、道指定文化財は

道内有数の自然の豊かさを伝える「茅部の鯡供養塔」と「茅部の栗林」の２件、

町指定文化財は明治天皇行幸を記念した「行幸柳」、冷凍保存食品の発祥を伝える

「冷凍機械」、宗教及び交通史に重要な「三界萬霊塔」、いかめしに似た縄文時代

の土製品「イカ形土製品」の４件があります。また、渡島地方の網元民家の特徴

を伝える「斉藤家住宅（旧盛田家住宅）主屋」は、国の登録有形文化財になって

います。 

・鷲ノ木遺跡は、世界文化遺産登録をめざす「北海道・北東北の縄文遺跡群」の関

連資産（登録をめざす遺跡群に含まれないが同様の価値をもつ遺跡）になってい

ます。 

・神楽・踊り・太鼓を中心とする郷土芸能や歴史的な名所等の有形・無形の様々な

文化財があり、継承されています。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・より多くのサークル・団体等の活動・発表の場となるよう、文化関連施設や文化

祭などを幅広く周知するとともに、地域の要望を反映した文化関連事業を検討す

ることが必要です。 

・町公式ホームページなど広報以外での文化財全般の情報発信が必要です。また、

小・中学校への出前授業や地域総合学習等で文化財を活用していますが、毎年一

部の学校にとどまるため、全校で活用されるよう利便性を図ることが必要です。  

・地域の特徴や魅力が感じられる文化財を探し、次世代に継承していくことが必要

です。 

・鷲ノ木遺跡については、森町遺跡発掘調査事務所で埋蔵文化財を中心とした調査

研究・交流・情報発信の場を提供していますが、住民が縄文文化についての理解

を深める取り組みを行うとともに、より総合的な施設が必要です。  

【基本目標】  

個性豊かな地域文化の創造を促すため、住民の文化・芸術活動を支援するととも

に、文化施設の充実などに努めます。また、道内最大規模の鷲ノ木遺跡の「ストー

ンサークル」をはじめ、町内に存在する有形・無形の貴重な文化財の調査や保存等

の活動を進めるとともに、多くの人が町の歴史・文化に親しめる場や機会の提供に

努めます。  
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【施策】  

施策 施策の内容 

(1)住民の文化活動や作品
展示の場を提供しま
す。  

・文化・芸術のクラブ・サークルなど住民の文化活動への町
民ギャラリーの開放 

・文化活動の場、展示発表の場としての公民館の利用促進  

・町民文化祭の開催 

(2)芸術・文化に触れる機
会の充実に努めます。  

・文化講演会や演劇鑑賞の機会の充実  

・地域の要望を反映した事業開催の検討  

(3)郷土芸能や文化財の保
存、活用に努めます。  

・町広報への記事の掲載  

・小・中学校への出前授業や地域総合学習等による活用の促
進 

・指定・登録文化財の保存・活用  

・郷土資料室の収蔵資料の管理、展示内容の更新  

・郷土芸能や有形・無形文化財の新たな指定及び保存・活用
の検討 

(4)鷲ノ木遺跡の保存整
備、有効活用を進めま
す。  

・鷲ノ木遺跡保存整備事業に関する計画策定の検討  

・国・道と連携した活用方法の検討  

・鷲ノ木遺跡に関する総合的な施設の検討  

・遺跡の情報発信に関わる団体の育成、活動支援（研修や体
験活動の開催など） 

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

第３次社会教育振興中期計画  平成３０年度～平成３４年度  

史跡鷲ノ木遺跡保存管理計画  平成２９年度以降  
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１-７ 地域間交流・国際化  

【現状】  

・本町では、静岡県森町・青森県外ヶ浜町と友好町として協定を締結し、交流を行

っています。 

・幼稚園・小中学校などで、在日留学生との「国際交流のつどい」などを開催して

います。 

・北海道・青森県・秋田県・岩手県と関係市町が共同で「北海道・北東北の縄文遺

跡群」の世界遺産登録をめざしており、その関連町として取り組みを進めていま

す。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・各分野における、友好町交流推進に向けた取り組みが必要です。外ヶ浜町の交流

については参加者が限られており、より多くの人の参加促進が必要です。  

・様々な分野でグローバル化が進むなか、国際的な視野を持ち、国際社会で活躍で

きる人材の育成が必要です。 

・国際交流を通して住民の異文化・多文化共生への理解を促進していくことが必要

です。また、町内企業で外国人実習生が増えており、サポート体制の確立が必要

です。 

【基本目標】  

本町とゆかりのある地域や共通のテーマを持つ地域との交流を推進します。また、

国際感覚豊かな人材を育成するとともに、町内在住の外国人との交流など多文化共

生のまちづくりに努めます。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)本町とゆかりのある自
治体との交流を推進し
ます。  

・静岡県森町との交流 

・青森県外ヶ浜町との交流  

・イベント時以外の交流の促進（各分野における職員間の交
流など） 

(2)共通テーマを通じた関
連自治体との交流を推
進します。  

・縄文文化を通じた関係自治体との交流、連携事業の推進  

(3)本町における国際交流
や国際化対応を推進し
ます。  

・国際交流を推進する体制づくり  

・留学生のホームステイ受け入れ  

・在住外国人との交流機会づくり  

・外国人実習生を対象とした受入企業巡回指導、実習生への
アンケート、交流イベント等  

・ホームページや案内標識への外国語併記の実施  

(4)国際社会で活躍できる
人材を育成します  

・イングリッシュキャンプの開催などＡＥＴ（外国人講師）
との連携による国際感覚豊かな人材の育成  

・国際交流ボランティアの育成  

・高校生の短期留学支援  

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

第３次社会教育振興中期計画  平成３０年度～平成３４年度  



13 

 

 

 

 

 

 

第２章 健康と支え合いを大切にしたあたたかなまちづくり  

 

町民一人一人が自らの健康を大切にし、また、地域での見守りや支

え合いを強めながら、老いや病気、障がい、子育てなどから生じる不

安をみんなで取り除いていくまちをめざします。  

 

 

対応する  

まちづくり項目  

２-１  保健・医療  

２-２  地域福祉  

２-３  子育て支援  

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  
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２-１ 保健・医療  

【現状】  

・本町では、保健センターを拠点に、保健・医療・福祉・教育と連携しながら、健

康診査や健康教育、健康相談、訪問指導、予防接種などの保健事業を行っていま

す。 

・平成 24 年（2012 年）度からの 10 か年計画として「健康づくりアクションプラン」

を策定し、禁煙・適正飲酒・肥満予防など生活習慣の改善に向けて取り組みを推

進しています。 

・食生活改善協議会との協働により幼稚園での食育教室をはじめ、おやこ食育教室

など食育を進め、各種料理教室の開催により食生活の改善に取り組んでいます。  

・高血圧、糖尿病の罹患率が高い傾向にあるため、特定健診や特定保健指導の充実

と受診率の向上に取り組むほか糖尿病予防教室、講演会等を行っています。 

・医療機関は、病院３か所（合計 243 床）、診療所７か所（19 床）、歯科診療所６か

所があります。国保病院が地域医療の拠点となり、函館圏内の医療機関との救急

転送体制、夜間・休日の救急体制を確立しています。  

・平成 27 年（2015 年）より道南ドクターヘリの運用が始まり、医師・看護師がヘ

リコプターで出動し現場で救命治療を行い、救命救急センターなど救急病院へ搬

送する救急システムも確立しており、救命率の向上につながっています。 

・緊急連絡先・持病・かかりつけ医等の情報が記載された「救急医療情報キット」

を住民に配付し、搬送病院の選定や搬送病院医師への患者の情報提供に利用して

います。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・健康寿命の延伸をめざし、健康への関心や食生活など生活習慣を見直す意識を高

め、健康の保持増進を図る必要があります。 

・日常的に運動に取り組む人を増やすとともに、一人一人がこころの健康問題の重

要性を認識し、自ら心の不調に気づき適切に対処できるようにすることが重要で

す。 

・子どもを安心して産み、健やかに育てるために家庭と地域の環境づくりが求めら

れています。 

・生活習慣病の早期発見、重症化予防が重要ですが、各種健診の受診率、保健指導

率は低い状況が続いており、健診に対する住民の関心を高めることが必要です。  

・う歯や歯周病の予防により、歯と口の健康を保つことが大切です。 

・子どもから高齢者まで、各種感染症の発症と蔓延を防ぐ必要があります。  

・国保病院については、国のガイドラインへの対応や北海道の地域医療構想をふま

え、病気にならないための指導、診療も重視するなど地域の医療体制における役

割を果たしていくことが必要です。 

・独居老人が増加するなか、救急搬送病院の選定や患者病態の診断等に役立つ「救

急医療情報キット」の適正管理を促し、より有効に活用していくことが必要です。 
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【基本目標】  

住民誰もが安心して健やかに暮らせるまちづくりをめざし、「自分の健康は自分で

守る」意識の醸成と実行に向けて、乳幼児期から高齢期の生涯にわたる健康づくり

を町ぐるみで進めるとともに、特に生活習慣病の予防・改善に重点的に取り組みま

す。  

地域住民に医療を供給し、生命と健康を守る役割を担う国保病院については、安

定した医療サービスを効果的・効率的に提供するよう努めます。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)「健康づくりアクショ
ンプラン」を推進しま
す。  

・「健康づくりアクションプラン」の推進、更新  

・保育所、幼稚園、学校等での健康教育の実施  

・たばこの害についての啓発、健康教育の実施  

・適正飲酒の啓発（ポスター・展示等）  

・ウォークイベントの開催  

・休甘日の設定、普及、啓発  

(2)住民の健康管理意識の
向上を図ります。  

・食生活改善協議会の育成・増員  

・料理教室等の開催 

・健康推進委員会の活動支援  

・町民研修会、地域別研修会の実施  

(3)子どもや親子を対象に
食育を推進します。  

・幼稚園での食育教室の開催  

・「おやこ食育教室」の開催  

・保育所、幼稚園、学校等での肥満対策の推進（甘味飲料や砂
糖の摂りすぎ等の啓発活動）  

・管理栄養士の確保 

(4)運動を通じた健康づく
りを促進します。  

・ウォークイベント「ちょい歩っきー」の開催  

・動いて減量、体重適正化事業の実施 

(5)妊娠・出産・育児等に
関する母子保健サービ
スの充実を図ります。  

・乳幼児全戸訪問の実施  

・乳幼児健診の実施 

・子育て教室「はいはい教室」「ぽんぽこ教室」の開催  

・５歳児健診の実施 

・妊婦健康診査費用の助成  

・妊産婦健康診査交通費の助成  

・子どもの医療費の助成  

・不妊治療費助成事業 

・子育て世代包括支援センターの設置  

・産後ケア事業の実施 

・産前・産後サポート事業の実施  

・子育てサポーターの養成  

(6)生活習慣病の予防・改
善に向けた健診、指導
を行い、受診率の向上
を図ります。  

・特定健診・特定保健指導の実施  

・各種がん検診の実施及び対象医療機関の拡大 

・糖尿病予防教室の開催  

・健診受診率向上対策の実施  

・生活習慣病の予防・改善に向けた講演会の開催  
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施策 施策の内容 

・胃がんリスク層別化検査の実施 

・前立腺がん検診の実施  

・禁煙教室の実施 

(7)歯と口の健康を保つ意
識づくりや活動を促進
します。  

・歯科検診の実施（乳幼児、成人）  

・フッ素塗布の実施 

・歯と口の健康に関する学習、指導の実施（歯科相談、歯みが
き学習会、歯周病予防教室、歯科に特化した講演会の開催
等） 

・成人歯科個別健診の実施  （個別の歯周病検診）  

(8)各種感染症の発症予防
と蔓延防止に努めま
す。  

・子どもの定期予防接種の実施  

・高齢者インフルエンザワクチン接種費用の助成  

・高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の助成  

・新型インフルエンザ等対策行動計画の推進 

・エキノコックス症検診の実施  

・肝炎ウィルス検診の実施  

(9)心の健康づくり、自殺
予防対策に取り組みま
す。  

・こころの健康相談の実施  

・こころの健康電話相談の実施  

・自殺予防、うつ関連ポスターの掲示  

・心の健康づくり教室の実施  

・支援者研修会の実施 

(10)国保病院は予防と診
療の一体的提供に努め
ます。  

・各種健診（生活習慣病健診、総合健診、一般健診）の実施  

・各種講演会の実施 

・広報誌等による情報提供  

(11)国保病院の果たすべ
き役割を担いつつ、医
療体制の確保や健全運
営に努めます。  

・医療福祉相談係の設置  

・医療ニーズに応じた適正職員の配置  

・医療従事者の人材確保  

・医療機器等の更新 

・関連施設・設備の改修  

・国保病院運営委員会の運営  

・「国保病院改革プラン」の策定、運用、評価  

(12)広域的な救急医療体
制の充実に努めます。  

・国保病院の初期救急医療体制の確保  

・函館圏内の医療機関との救急転送体制の充実、休日･夜間の
救急医療体制の確保 

・ドクターヘリの緊急離着陸場（ランデブーポイント）管理者
との連絡連携 

・「救急医療情報キット」の配布、適正管理の促進  

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

国民健康保険病院改革プラン 平成２８年度～平成３２年度  

健康づくりアクションプラン 平成２４年度～平成３３年度  

新型インフルエンザ等対策行動計画  平成２７年９月～ 
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２-２ 地域福祉  

【現状】  

・本町では、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。  

・社会福祉協議会では、協議会内にボランティアセンターを設置し、ボランティア

活動希望者とボランティア受入希望者の調整を行っているほか、協議会が発行す

る広報紙を通して、地域福祉の活動やボランティア活動などを紹介し、住民への

理解や参加を促進しています。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・最近は高齢者や家族からの相談件数が増加傾向にあり、内容も多岐にわたります。  

・相談を受ける前に、日頃から福祉に関する基本的な情報を住民に積極的に伝えて

いくことが必要です。 

・公共施設内のバリアフリーは進んでいますが、施設外では十分進んでいない部分

もあり、対応を進めていくことが必要です。 

【基本目標】  

住民が地域の住民とともに住み慣れた地域で安心して過ごせるまちをめざし、地

域福祉活動やボランティア活動を促進するとともに、共生社会の考え方の普及やユ

ニバーサルデザインに沿ったまちづくりを進めます。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)地域福祉に関する情報
提供や相談体制の充実
に努めます。  

・町公式ホームページによる福祉サービスの情報提供  

・社会福祉協議会広報紙の発刊 

・特別養護老人ホームでの入所等に関する相談窓口の開設  

・心配ごと相談窓口の開設  

(2)地域における福祉活動
を支援します。  

・小地域ネットワーク活動への助成  

・施設利用者とその家族、地域住民との交流機会づくり（「さ
くらの園」での夕涼み会・敬老会等の開催など）  

・障がい者の家族の交流会への助成  

(3)地域福祉につながるボ
ランティア活動を促進
します。  

・特別養護老人ホーム等におけるレクリエーションボランテ
ィア活動、作業ボランティア活動の受け入れ  

・小・中学校、高等学校でのボランティア、ふれあい活動
（福祉教育活動）の奨励、助成  

(4)福祉に携わる人材を確
保･育成します。  

・ボランティアに関する研修会の開催（ボランティア連絡協
議会向け、中学生・高等学校生向け） 

(5)公共施設におけるバリ
アフリーやユニバーサ
ルデザインの普及に努
めます。  

・北海道福祉のまちづくり条例、バリアフリー法等を準拠と
したバリアフリーの推進  

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  
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２-３ 子育て支援  

【現状】  

・平成 27 年（2015 年）度に｢子ども・子育て支援事業計画」を策定し、計画に基づ

き子ども・子育ての支援に関する取り組みを進めています。  

・町内には子育て中の保護者が活動するサークルがあり、活動を支援しています。  

・保護者に対しては講座などを通して、家庭教育の充実を図っています。  

・町内には４つの町立保育所と３つの私立認可外保育園、託児所が１つあります。

学童保育については、森地域と砂原地域の２か所で学童保育所を開設し、児童館

については、森川児童館が１つあります。 

・平成 28 年（2016 年）度より、第２子以降は保育所・幼稚園の保育料を無料とし、

経済的負担の軽減に努めています。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・地域における妊娠・出産・育児の切れ目ない支援強化、健やかな子どもを産み育

てるための母子保健の一層の充実が求められており、子育て支援に係る施策を効

果的に進めるための庁内体制の強化が必要です。 

・子育てに不安を持つ保護者が増加する一方、子ども同士の遊ぶ機会が減少してい

ます。また、子育てに対する負担感やストレスを背景に子どもの虐待に関する相

談も増加傾向にあります。親や子どもが地域で孤立することがないよう支援が必

要です。 

・多様な働き方に対応できる保育サービスの充実とともに、出産や保育に係る経済

的負担を軽減し、出産や子育てを支援することが必要です。 

・保育施設、幼稚園施設については今後の動向をふまえ整備・再編の検討が必要で

す。また、これらの整備・再編にあわせて、ニーズの多い保育事業を検討し実施

することが必要です。 

・森川児童館の老朽化が進んでおり、児童館以外にも、子どもの遊び場を増やして

いくことが必要です。 

【基本目標】  

子育てへの不安や経済的負担の軽減に努めるとともに、保育園等を通して保育を

支援します。また、子どもを持つ家庭ばかりではなく、地域の人たちが協力しあえ

る分野で積極的に子育てや親の支援を行えるまちづくりをめざします。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)子育てに関する情報を
提供します。  

・森町教育水準向上対策協議会会報「もりの教育」を通じた
情報提供 

・「もりまち子育てインフォメーション」の更新  

・ホームページなどインターネットを通じた情報提供  

(2)子育てを支援する体制
の充実に努めます。  

・子育てに関する庁内の支援体制の強化（機構改革の検討・
実施） 

・学童保育の実施 

・地域子育て支援センター設置の検討  

・民生児童委員等との連携  

・乳幼児健診等各種母子保健サービスの実施  
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施策 施策の内容 

・子育て世代包括支援センターの設置  

(3)保護者同士の交流を促
進します。  

・子育てサークル相互の交流促進  

・子育てサロンの開設 

・育児サークルの支援 

(4)子育てに対する負担感
の軽減を図り、子ども
への虐待を防ぎます。  

・医療機関との支援システムの活用  

・要保護児童対策地域協議会の実施  

・子どもの虐待防止マニュアルの作成  

・産後ケア事業の実施 

・産前・産後サポート事業の実施  

・子育てサポーターの養成  

・子育てに関するアンケートの実施  

・虐待予防の体制強化 

(5)子育てにおける経済的
負担の軽減に努めま
す。  

・ことぶき出産奨励事業の実施  

・認可外保育園保育料の一部助成  

・保育料の完全無償化の検討  

(6)保育所における保育サ
ービスの充実、受入環
境の充実に努めます。  

・通常保育の継続 

・認可外保育所の実施 

・延長保育の実施 

・障害児保育の実施 

・保育所相互の連携による児童の交流  

・保育所施設の適正な維持管理・整備 

・保育参観の実施 

・訪問見学の受入れなど子育てサークルとの交流  

・未入所児童保育体験の実施 

・森中学校生・森高等学校生・お年寄りとの交流、社会見学
の実施（保育所） 

(7)学童保育や児童館を通
じた子育て支援を行い
ます。  

・学童保育の実施 

・児童館の維持管理 

(8)ひとり親家庭を支援し
ます。  

・支援制度に関する相談受け付け（母子寡婦福祉貸付金な
ど） 

・ひとり親等への医療費の助成  

・就学援助の実施 

・母親の就業支援 

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

子ども・子育て支援事業計画  平成２７年度～平成３１年度  
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２-４ 高齢者福祉  

【現状】  

・平成 28 年（2016 年）7 月現在、本町の 65 歳以上の人口は 5,638 人で、高齢化率

は 34.5％です。要介護高齢者は 1,151 人で高齢者人口の 20.4％を占め、高齢者の

みの世帯数は全世帯の 34.8％に及んでいます。 

・65 歳以上の外出機会の少ない方を対象に、心身活性化教室「元気はつらつクラブ」

「上台ふれあいのつどい」を開催しています。 

・平成 27 年（2015 年）度の介護保険の法改正により、高齢者を年齢・心身の状態

で分け隔てることなく広く介護予防を推進することとなり、各部署が相談を受け

た際、随時連携し、支援が必要な高齢者の把握に努めています。 

・地域包括支援センターでは、高齢者の身近な相談窓口となり、適切なサービスや

機関の利用につなげています。また、高齢者を支える介護支援専門員を支援する

ほか、高齢者虐待の早期発見・対応など高齢者の権利を守る取り組みを行ってい

ます。 

・町内には町立の特別養護老人ホーム「さくらの園」があります。  

・平成 21 年（2009 年）度から認知症サポーター養成講座を毎年開催しており、平

成 28 年（2016 年）年度現在、森高等学校生も含め約 1,700 人のサポーターを養

成しています。 

・老人クラブは平成 29 年（2017 年）現在、532 人が加入しています。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・介護に関する人材不足の解消とともに、在宅医療と在宅介護が連携して取り組ん

でいくことが必要です。 

・介護保険法の改正により、平成 29 年（2017 年）度から介護予防・日常生活支援

総合事業が始まり、サービスの提供方法が変わりますが、今までと同様のサービ

ス内容が受けられるよう体制を整え、重症化の予防を図っていくことが必要です。 

・介護保険料は全国的には平均ですが、介護サービスが受けやすい環境やデイサー

ビス利用が多いことを背景に渡島管内では高い状況です。サービスを利用しやす

い環境を保ちつつも介護保険料の軽減に努めていくことが必要です。  

・現在、宅配業者や新聞社などと高齢者の見守りに関する協定を結んでいますが、

今後はより多くの事業者と連携できるよう協定先を増やしていくことが必要です。  

・「さくらの園」は施設の老朽化が進んでおり、修繕、改修を必要に応じて行い入所

者が安心して暮らせる施設運営に努めていくことが必要です。  

・認知症に対する理解を促進し、家庭や地域において、本人や家族が安心して暮ら

せるための支援が求められています。 

・老人クラブは、高齢者相互の支え合い社会の担い手として期待されていますが、

加入人員が減少傾向にあります。シルバー人材センターについても登録者は減少

傾向にあり、加入者や人材の確保が必要です。 

【基本目標】  

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、

ニーズに応じて、医療、介護、予防、住まいなど、自立した日常生活の支援が包括

的に確保される体制づくりを進めます。そのために、後期高齢者が急速に増加する

平成 37 年（2025 年）度までに、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを構築
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することをめざします。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)高齢者福祉に関する体
制の充実に努めます。  

・「高齢者福祉総合計画」の策定（見直し）  

・森高等学校での介護職員初任者研修取得への職員派遣  

(2)高齢者の抱える不安や
悩みに対応できる体制
の充実に努めます。  

・在宅医療、介護連携の推進  

・地域包括支援センターの機能の充実（身近な相談窓口、介
護支援専門員の支援、高齢者虐待の早期発見・対応など）  

・広報やホームページ等での介護に関する情報提供  

(3)介護予防や症状の悪化
を食い止めることにつ
ながる取り組みを進め
ます。  

・生活支援サービスの体制整備  

・心身活性化教室「元気はつらつクラブ」「上台ふれあいのつ
どい」の開催 

・介護予防サービスの提供  

(4)適切な要介護認定を行
うとともに、安定した
介護サービスの提供に
努めます。  

・茅部地区介護認定審査会の適正な運営  

・居宅介護支援事業者への指定、指導の強化  

(5)高齢者が住み慣れた自
宅や地域で安心して過
ごせるよう、日常生活
を見守り、支援しま
す。  

・緊急通報装置の設置 

・日常生活での軽易な作業等への支援  

・生きがい支援通所及び外出への支援  

・高齢者への入浴料金の助成  

・配食サービスの提供 

・民間サービス事業所等と連携した見守り環境  

(6)高齢者福祉に関する施
設・設備の整備と運営
支援に努めます。  

・地域密着型特別養護老人ホームの整備  

・地域密着型サービス事業所の運営支援、指定・指導の強化
（認知症対応型共同生活介護３か所、認知症対応型通所介
護１か所、地域密着型通所介護２か所、地域密着型特別養
護老人ホーム１か所） 

・「さくらの園」の施設、設備の改修  

(7)認知症の理解を促進
し、正しい介護方法の
普及に努めます。  

・認知症に関する講演会等の開催  

・認知症サポーター養成講座の開催  

・認知症家族会活動の支援  

・認知症地域支援推進員の配置  

・認知症カフェ等の開設  

(8)高齢者の社会参加や生
きがいづくりを支援し
ます。  

・老人クラブ連合会の活動支援  

・シルバー人材センターの充実  

・オニウシ学園、実年大学の開催（生涯学習と重複）  

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

高齢者福祉総合計画（高齢者福祉計画・第７期介護保

険事業計画）  
平成 30 年度～平成 32 年度  
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２-５ 障がい者福祉  

【現状】  

・本町の平成 28 年（2016 年）の身体障がい者（児）数（身体障害者手帳交付数）

は 1,078 人、知的障がい者（児）数（療育手帳交付数）は 204 人、精神障がい者

（精神障害者保健福祉手帳交付数）104 人です。 

・町内には障がい児向けの施設として、発達支援事業センター「あいあいクラブ」

が設置されているほか、障がい者用の通所サービス事業として「地域活動支援セ

ンター」を開設しています。 

・平成 26 年（2014 年）度より障害者指定特定相談支援事業所を開設し、障がい者

の相談支援の充実を図っています。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・障がいに対する理解を促進し、障がいの有無に関わらず、誰もが互いに人格と個

性を尊重し、支え合って共に生きることができる地域づくりを進める必要があり

ます。 

・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、障がいの予防・早期発見・早期療育が必要です。  

・発達支援センターの老朽化が進んでおり、対応が必要です。  

・障がい者が地域で働けるよう、個別の就労支援を行うとともに、多様な雇用・就

労の場を確保することが必要です。 

【基本目標】  

障がい者の日常生活や就労を支援し、障がいの有無によってわけ隔てられることな

く、個性や多様性を尊重しながら、安全・安心に生活できるまちづくりを進めます。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)共生社会の普及に努め
ます。  

・障がいに関する講演会の開催  

・小・中学校・高等学校でのボランティア、ふれあい活動への支援  

(2)障がいの予防・早期治
療・相談体制の充実に
努めます。  

・発達支援センターにおける障害児の発達支援の推進  

・乳幼児健診の実施 

(3)障がい者の地域での生
活支援や在宅サービス
の充実に努めます。  

・総合的な障がい者施策の推進  

・重度心身障がい者に対する医療費の助成  

・障がい者（児）の一時預かりや日常の活動支援  

・日常生活での軽易な作業等への支援  

・生きがい支援通所及び外出への支援  

・北海道ろうあ連盟と連携した手話通訳の支援  

・障がい者の家族の交流支援（家族会への助成）  

(4)障がい者の就労を支援
します。  

・町広報、ホームページでの就労相談窓口の周知  

・就労希望者への就職や職場定着のための個別支援  

・町内の企業に対する障がい者雇用の啓発（研修会の実施など）  

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

障がい者基本計画（第３期） 平成３０年度～平成３５年度  

障がい福祉計画（第５期） 平成３０年度～平成３２年度  
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２-６ 低所得者福祉、勤労者福祉  

【現状】  

・本町の生活保護率は３％程度で横ばいに推移しています。 

・南渡島通年雇用促進支援協議会の構成メンバーとなり、季節労働者の通年雇用化

を促進しています。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・雇用情勢は以前に比べ改善しましたが、職種間での有効求人倍率の格差が拡大す

るなど厳しい求職状況が続いており、求職者を支援する必要があります。 

・季節労働者は減少傾向にありますが、冬期間に失業を余儀なくされるため不安定

な生活になることが課題であり、通年で働けるよう企業等を促していくことが必

要です。 

・長時間労働、過重労働、パワーハラスメントなどで職場環境が悪化すると労働者

が健康障害を発生するリスクが高まるため、対策をとる必要があります。 

・就労に関する国の制度を理解していない勤労者も多く、周知や理解促進を進める

ことが必要です。 

【基本目標】  

低所得者世帯の生活が安定するよう、相談などを通して自立を促進します。また、

勤労者の就労環境がより改善されるよう、福利厚生対策の充実などを促進します。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)援護を必要とする世帯
を把握し、支援に努め
ます。  

・生活保護に関する受付相談の実施  

・生活福祉資金貸付や生活困窮者自立支援制度等に関する相
談窓口（社会福祉協議会）の紹介  

(2)ハローワークと連携
し、就業の相談・指
導・能力開発に努めま
す。  

・定期的な求人情報、求職者支援制度、高齢者の再就職など
に向けた「生涯現役支援窓口（求人情報、各種技能講習、
各種ガイダンスの実施）」等の紹介  

(3)季節労働者の通年雇用
化を促進します。  

・出稼ぎ労働者向けの就労前検診の実施  

・求人情報、求職者支援制度等の紹介  

・技能講習・セミナーの開催  

・個別求職相談の実施 

・季節移動労働者の通年雇用化に向けた企業訪問  

(4)働く人が活躍しやすい
職場環境づくりを促進
します。  

・職場環境の改善に関する制度の周知  

・国・道の各種福利厚生制度の利用促進（パンフレットや広
報等による周知、関係機関との連絡調整）  

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  
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２-７ 社会保険  

【現状】  

・国民健康保険の加入世帯数は、平成 27 年(2015 年)度末現在、3,011 世帯、5,711

人（加入率 34.8％）です。平成 27 年度の医療費は 23 億円（一人当たり道内 69

位）で、国民健康保険税の収納率は 89.55％です。平成 30 年（2018 年）度から国

民健康保険事業の財政運営の責任主体は都道府県になりますが、市区町村は、引

き続き窓口として資格の管理や国民健康保険税の賦課・収納等の業務を行います。 

・国民年金の被保険者数は、平成 28 年（2016 年）度末現在、3,298 人（第１号

2,476 人（任意加入被保険者含む）、第３号 822 人）、受給権者数は 5,025 人、保

険料収納済額は２億円、年金受給総額は 31 億円です。 

・介護保険第１号被保険者は、平成 28 年(2016 年)度末現在 5,630 人、要介護認定

者(２号含む)は 1,114 人、保険給付額は 16 億円です。 

・後期高齢者医療保険の加入者数は、平成 27 年（2015 年）度末現在、2,769 人で、

医療費は 33 億円です。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・国保財政の赤字の解消が課題です。 

・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。 

・国民年金法などの法律改正により、保険料納付猶予制度の対象者が平成 28 年

(2016 年)７月より 30 歳未満から 50 歳未満に拡大されており、制度の周知と相談

の充実が必要です。 

・地域の特徴や課題等を客観的かつ容易に把握するため、介護等関連情報の共有が

必要です。 

【基本目標】  

生活習慣病予防・改善を重点的に進め、医療費の抑制とともに保険税の収納率の

向上などを図り、国民健康保険制度と介護保険制度の財政の健全化と円滑な運営に

努めます。また、国民年金に対する住民の理解と加入・納付を促進します。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)医療費の抑制と収納率
の向上を図るととも
に、北海道と連携し、
国民健康保険の健全か
つ円滑な運営に努めま
す。  

・資格証明書・短期被保険者証の交付  

・医療費通知の実施 

・レセプト（医療報酬の明細書）点検の強化 

・ジェネリック医薬品差額通知の実施  

(2)国民年金制度に関する
周知と相談の充実に努
めます。  

・町広報を通じた年金制度や請求・届出方法、保険料免除・
納付猶予制度の周知 

・相談窓口の充実など年金相談業務のサービス向上  

・函館年金事務所による定期的な移動年金相談の実施  

(3)介護保険事業の健全か
つ円滑な運営に努めま
す。  

・国から提供された「見える化システム」等を活用した、サ
ービス量の将来推計・事業の検証、保険料の推計の実施  

(4)後期高齢者医療保険事 ・北海道後期高齢者医療広域連合との連携による、収納率向
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施策 施策の内容 

業の健全かつ円滑な運
営に努めます。  

上対策、町広報を活用した制度等の周知  

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

高齢者福祉総合計画（高齢者福祉計画・第７期介護保

険事業計画）  
平成３０年度～平成３２年度  

健康づくりアクションプラン 平成２４年度～平成３３年度  
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※白紙  
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第３章 産業の力を高め魅力を伝えるまちづくり  

 

新幹線の開業や高速道路の延伸、インターネットを活用した情報発

信などをいかして、豊かな自然で育てられた農林水産物の魅力を発信

し、地域産業の発展をめざします。  

 

 

対応する  

まちづくり項目  

３-１  農林業  

３-２  水産業  

３-３  商工業  

３-４  観光産業  

３-５  企業誘致・起業、雇用・就労  
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３-１ 農林業  

【現状】  

・本町の農業は、火山灰の利点を生かした都かぼちゃ、地熱・温泉熱を利用したト

マトをはじめ、野菜、米、乳用牛、肉用牛、養豚など多岐にわたる農畜産業を行

っています。ばれいしょやかぼちゃは道内で最も早く出荷され、「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・温泉熱をいかしたハウストマトは

町内における販売高第１位となっています。ＳＰＦ豚※の普及など新たな取り組

みも行われており、豚飼育頭数は全道１位です。 

・平成 27 年(2015 年)度現在、町内には農地は 2,138ha あり、238 戸の農家が農業を

行っています。農家のうち専業農家は 109 戸、認定農業者は 115 人（うち法人 8

社）です。農業産出額（農協森支店取扱分）は約 26 億９千万円で、野菜 12 億７

千万円、いも類３億４千万円などです。 

・町内には畑地のかんがいのためにつくられた駒ヶ岳ダムと、災害から農業を守る

ためにつくられた濁川防災ダムの２つのダムがあります。  

・町内の森林面積は 27,952ha で、町面積の 75.8％を占めています。国有林

11,393ha(人工林率 35%)、一般民有林 16,559ha（人工林率 35％）で、トドマツ、

カラマツ、スギなどが植栽されています。 

・駒ヶ岳地区では本町の特産品の一つである木炭生産が盛んであり、品質の高い

「駒ケ岳木炭」が生産されています。 

※ＳＰＦ（Specific Pathogen Free）とは、「特定病原体不在」という意味で、「ＳＰＦ豚」
とは豚の健康に悪影響を与える指定された特定の病気が存在しない豚のことをいい、安
心・安全の豚肉です。  

【施策に取り組む背景・課題】  

・農業者の高齢化や若年層の都市部流出などにより、後継者や労働力が不足してい

ます。意欲のある担い手や農業法人・農地所有適格法人を育成・確保するととも

に、新規就農者が本町での農業従事に定着するよう支援していくことが必要です。

また、労働力を確保するために、女性や高齢者の参加も促進していくことが必要

です。 

・ハンターの減少、高齢化が進むなか、猟友会をはじめ関係機関と連携し、有害鳥

獣の駆除体制を維持することが必要です。 

・耕作条件が不利な山間地において徐々に耕作放棄地が増加しています。また、ダ

ムをはじめ農林業関連施設の老朽化が進んでおり、維持管理や更新が必要です。 

・農業者の高齢化により水田地域の水路の泥上げ、耕作道の草刈が行き届かない状

況が見られます。 

・安心・安全な畜産物の生産を行う上で、家畜の伝染病を未然に防ぐ取り組みが必

要です。 

・地元産農産物を町内で買う機会や場の充実が求められており、また、様々な角度

から農産物の付加価値を高めていくためにも関係機関との連携が重要です。  

・林齢 40 年生以上の森林が 80％を占めており、偏った齢級構成の平準化を図る取

り組みを進めることが課題です。また、除間伐等により生まれる未利用材につい

ては有効に活用することが必要です。 

・「駒ケ岳木炭」の生産を継続させるため原木の安定供給が必要です。  

・小さな頃から、食や木に対する知識を学び、ふれあう機会が必要です。 
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【基本目標】  

意欲のある農業生産者を増やし、農業を基幹産業として次代に継承できるよう、

生産者や農地を取り巻く環境とともに、生産や売上の向上、地元産食材を使用した

地産地消の拡大などを促進します。  

林業生産活動を通して適切な森林整備を進めるとともに、森林が持つ多面的機能

を総合的かつ高度に発揮させるため、発揮が期待される機能に応じて森林施業を推

進し、林業の持続的な発展を図ります。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)既存農業者の生産意欲
が向上するよう支援し
ます。  

・農業経営に関する相談受付、情報提供  

・認定農業者の支援（低金利融資制度等利用促進等）  

・家族経営協定の制度普及、推進活動の実施  

・婚活イベントへの支援  

・農業法人・農地所有適格法人の育成  

(2)新規就農者をはじめ新
たな労働力の確保と機
械化による省力化を促
進します。  

・新規就農者受入のための助成制度の確立  

・営農対策指導協議会での営農指導及び営農に関する問合せ
対応の実施 

・大学生ボランティアによる農作業の実施  

・労働力減少に伴うスマート農業※１の推進と、持続可能な次
世代型営農スタイルの構築  

(3)子どもの頃から農業に
関心を持ってもらえる
よう農業体験や食育を
推進します。  

・各小中学校及び食育推進団体による食育活動の推進  

・小学生を対象とした社会科副読本「わたしたちの森町」を
通じた農業への関心・理解の促進  

・小学生を対象とした農業体験の実施  

(4)有害鳥獣への対策を進
めます。  

・有害鳥獣の駆除、若手ハンターの募集と育成  

(5)農地の利用集積を進め
るとともに、農林業関
連施設の適切な維持管
理に努めます。  

・農地の利用集積の推進  

・遊休農地の有効活用の推進  

・農林道の維持管理 

・林道橋の耐震調査の実施、長寿命化の推進  

・国営地域整備方向検討調査の実施後かんがい施設の更新  

・駒ヶ岳ダムの適切な維持管理  

・濁川防災ダムの適切な維持管理  

・ダムの維持費軽減を目的とした小水力発電の導入の検討  

(6)地域住民と連携し、農
地・水環境の保全・活
用を図ります。  

・地域の共同作業による用排水路の草刈り、泥上げ作業の実
施 

(7)安全・安心な畜産物の
生産を支援します。  

・家畜自衛防疫組合と連携した家畜伝染病に係る防疫対策の
推進 

・酪農業、畜産業の生産環境の向上促進  

(8)クリーン農業やブラン
ド化、積極的な販売・
ＰＲなどにより、農産
物の付加価値を高めま
す。  

・有機農業をはじめとした環境保全型農業の普及・促進  

・地場農産物ブランド化に向けた産官学民の連携による取り
組みの推進 

・町外での農産物のＰＲ、販売（各農産物生産部会と連携強
化、町外イベント時でのＰＲ、販売など）  
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施策 施策の内容 

(9)町内で地元農林産物や
特産品の購入、ご当地
グルメなどが楽しめる
場を増やします。  

・ご当地グルメの開発、普及の促進  

・地元産食材を使用したご当地グルメ試食会等の実施による
地産地消の推進 

・町民還元を目的とした農林産物直売会の実施、地元農林産
物のＰＲ 

(10)森林の効率的な施業
と適切な保育及び管理
水準の向上を促進しま
す。  

・保安林の保育、部分補植の実施  

・森林認証の取得 

(11)地域材の利用拡大を
促進します。  

・住宅建材としての利用促進  

・「駒ヶ岳木炭」に適した樹木のある森林の調査  

・町有林間伐木のバイオマス発電利用  

・未利用材のペレット（固形燃料）化 

・町内産木材の販路拡大  

(12)子どもを対象とした
木育を推進します。  

・幼稚園年長を対象とした「森の学校」の開催  

・ウッドスタート※２の実施 

 

※１：ロボット技術や情報通信技術を活用して、さらなる省力化や高品質生産を実現する、
新たな農業の取り組みです。  

※２：ウッドスタート：生まれた赤ちゃんに地元の木でできた玩具を誕生祝い品としてプレ
ゼントする取り組みです。  

 

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

農業振興地域整備計画  平成２６年度～平成３０年度  

森林整備計画  平成２７年度～平成３６年度  
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３-２ 水産業  

【現状】  

・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、ホタテ養殖（62.9 億円）と、すけとうたら

（2.6 億円）、かれい（3.4 億円）などの沖合・沿岸漁業が行われています。（平成

28 年現在の漁獲高） 

・最近ではホタテを中心とした輸出（量・金額）が好況な半面、為替の変動など世

界経済の動向によって魚価が変動する状況が見られます。  

・「北海道砂原地域マリンビジョン」を平成 26 年（2014 年）３月に改訂し、地域の

児童・生徒が基幹産業に興味を持つきっかけとなるよう、若手漁業者が中心とな

って出前授業などに取り組んでいます。また、平成 28 年（2016 年）度にはマリ

ンビジョン推進協議会と函館港湾事務所が連携し、漁業者のみならず流通・加工

業者も交えた協議会を立ち上げ、砂原漁港の衛生管理体制の構築に向けて検討を

重ねています。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・漁業就業者が減少、高齢化する中、省力化や省エネルギー化を促進しながら、水

産加工業も含め後継者不足を解消していくことが必要です。  

・ホタテ養殖漁業については生産技術が十分確立されておらず、漁船漁業について

は回遊魚の漁獲が不安定であるなど、自然に左右される不安定な漁家経営となっ

ています。回遊魚の回帰率を高め、根付け資源の増大を図るとともに、中間育成

や放流を促進していくことが重要です。また、ナマコについては、資源の増大支

援を行ううえで、安定的な種苗生産技術の確立に向けて中長期的なデータ収集が

必要です。 

・衛生管理に配慮した港湾・漁港などの整備を進めるとともに、漁業者の環境美化

意識の向上に向けて長期的な清掃活動等に取り組んでいくことが必要です。 

・漁業の町でありながら魚離れや基幹産業離れが進んでいるため、魚や漁業を身近

に感じられる機会が必要です。 

・水産加工品のブランド化や６次産業化を進めることが必要です。  

・漁業活動によって排出される廃棄物等のゼロエミッション（排出ゼロ）を可能と

する適正処理が必要です。 

・ホタテの殻が原料のマッシェルコンクリートの普及が進んでおらず、実績を積み

上げながら各方面への利用を促進していくことが必要です。  

【基本目標】  

水産加工業をはじめ本町の地域経済に与える影響が大きい水産業を、安定した産

業としていくため、担い手を育成するとともに、資源増加に向けた取り組みを積極

的に行い、持続可能な「つくり育てる漁業」を推進します。  
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【施策】  

施策 施策の内容 

(1)担い手や漁業就業者の
確保・育成を図りま
す。  

・漁業就業希望者への情報提供と研修体制の周知  

・婚活イベントへの支援  

・森高等学校インターンシップとの連携  

・漁業者のセカンドキャリア支援のための就労の場の創出  

(2)漁場の環境保全に努め
るとともに、資源管理
型漁業を推進します。  

・水産技術普及指導所と連携した内浦湾の環境調査の実施  

・蝟集率の高い漁礁の設置  

・投石によるコンブ礁の漁場造成  

・クロソイとマツカワの中間育成・放流  

・水産技術普及指導所と連携したホタテの生育調査の実施  

・砂原漁協青年部によるナマコ資源の増大支援  

(3)漁業に係る施設や設備
の改修、更新などを促
進します。  

・養殖機器の省力合理化の推進  

・省エネルギー化に向けた漁船の建改造の支援（漁業近代化
資金利子補給） 

・廃棄物処理施設更新 

・排水処理施設の利用停止、解体  

(4)港湾・漁港の維持管理
と衛生的で美しい港づ
くりに努めます。  

・港湾・漁港の年次計画に基づく整備  

・廃船など漁業系廃棄物の処理対策の推進  

・漁港・港湾施設の環境美化（小学生と漁業者による清掃活
動） 

・砂原漁港荷捌施設の整備  

・両漁協の円滑な漁協運営と衛生管理型漁港を構築するた
め、必要となる施設整備の支援  

・海洋性レクリエーション愛好者の組織化と、港内・外にお
ける漁業者との共存方法の検討  

(5)子どもの頃から漁業に
関心を持ってもらえる
よう漁業体験や食育を
推進します。  

・小中学生を対象にした耳吊り体験や出前授業の開催  

・水産物普及拠点施設を活用した地元小学生を対象とした魚
食の普及 

・水産物直売会などを通じた地元水産物のＰＲ、販売  

(6)水産加工品のブランド
化を促進します。  

・砂原漁協女性部考案「ほたて昆布きんちゃく」の販売拡大  

・さわら産活ほたて「帆皇」のブランド化の推進  

・未利用魚等を用いた新商品の開発から販路開拓に至る６次
産業化の推進 

・水産加工品等の販路拡大に向けた小口輸出の普及啓発  

(7)水産系副産物の適正処
理・リサイクルを促進
します。  

・水産系副産物の適正処理  

・水産系副産物の肥料化及び漁業系廃棄物の土壌改良材化  

・マッシェルコンクリートの利用促進  

・新たなリサイクル方法の検討  

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

「北海道砂原地域マリンビジョン」（平成 26 年 3 月改定） 平成２６年度～平成３５年度  

砂原地区特定漁港漁場整備事業計画  平成２８年度～平成３７年度  
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３-３ 商工業  

【現状】  

・本町の商業は、平成 26 年（2014 年）度現在、商店数 166、従業員数 832 人、商品

販売額約 264 億円で、販売額では卸売業が 131 億円、小売業が 133 億円になって

います。商店数は平成３年（1991 年）以降減少し、従業員数、販売額も減少傾向

にあります。 

・町内にはＪＲ森駅周辺や大通り商店街、砂原市街地などに商店が集まっているほ

か、郊外や国道５号沿いにスーパーや飲食店などがあります。近年赤井川地区に

店舗進出が増えており、大型ショッピングセンターや観光果樹園も出店する予定

です。 

・本町の農産物・海産物・畜産物を主に用いた新たなご当地グルメ「森らいす」を

開発し、町内の飲食店等でメニューとして提供しているほか、桜まつりのご当地

土産品として考案された町の花「桜」の花びらをリキュールに入れた「桜ひとひ

ら」の開発・普及に努めています。 

・平成 27 年（2015 年）度に役場横の旧森小学校跡地を地域活性化広場として整備

し、イベントの会場などに利用しています。 

・町内には森商工会議所と砂原商工会があります。平成 27 年（2015 年）度から全

国商店街支援センターから派遣されたよろず相談アドバイザーより、地域住民に

密着した身近な商店街づくりに向けたアドバイスを受けながら商店主の意識改革

に努めています。 

・森商店会が発行する「も～りーくんカード」は、平成 28 年（2016 年）４月から

加盟店での買い物時のほか、本町が指定する事業に参加することでもポイントを

もらえるようになりました。 

・本町の工業（４人以上）は、平成 23 年（2011 年）現在、工場数 70、従業員数

1,647 人、製造品出荷額等は約 398 億円で、工場数・従業員数・製造品出荷額等

はいずれも減少傾向にあります。製造品出荷額等は水産加工を中心とする食料品

製造業が約 90%以上を占め、農業・漁業とあわせて本町の基幹産業となっていま

す。 

・平成 26 年（2014 年）現在、事業所（従業者４人以上）は 74、従業者数は 1,883

人、製造品出荷額等は約 455 億円で、出荷額等の９割、従業員数では９割弱を、

食品加工業が占めています。製造品出荷額等は輸出ホタテが好況のため増加して

いますが、景気の低迷や原料不足などの影響を受け、不安定な状況が続いていま

す。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・地域商業を活性化させるためには官民が連携することが必要です。  

・商店街がより一層地域住民に親しまれるよう、地元商店ならではのサービスや機

能を増やしていくことが必要です。 

・後継者の不在に伴い経営者の高齢化が進んでおり、廃業等を選択する経営者が増

えていることから、金融の円滑化をはじめ事業を継続するための対策をとる必要

があります。 

・水産加工業については、加工原料の減少等によって経営が逼迫しないよう借入利

息に対する支援が必要です。 
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【基本目標】  

住民の日常生活を支え、観光客にも親しまれる商店が増えるよう、商店の積極的

な経営を支援しながら、魅力的な店づくりを促進します。また、地域の資源や労働

力をいかした工業の振興を促進し、雇用の場の確保や地域ブランドの確立を図りま

す。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)関係機関と連携し、商
業に関する共同企画を
促進します。  

・本町の農産物・海産物・畜産物を用いた料理や商品の開発  

・プレミアム商品券、建設券の発行  

・地域活性化広場の利用促進  

(2)買い物の場以外でも親
しまれる商店街づくり
を進めます。  

・身近な商店街づくりに関する商店主の意識向上の促進  

・ＩＣ化※したショッピングポイントカードの機能拡充（対象
事業の拡大、高齢者等の見守り機能の付加）  

(3)商工会議所・商工会を
通して経営改善に向け
た支援を行います。  

・中小企業特別融資制度の運用（運転資金、設備資金の貸付
利率に対する利子補給）  

・研修会や経営診断の実施  

(4)小規模企業等が円滑に
事業承継できるよう支
援します。  

・道南事業承継サポートネットワークへの加入  

・事業承継に関する支援制度や支援機関の紹介  

(5)水産加工業の経営安定
を支援します。  

・北海道水産加工振興資金借入時の利子一部補助  

 

※情報を記録したり演算する集積回路（ IC チップ）を（カードに）埋め込むことです。磁気
を使うよりも安全性が高く、カードの利用範囲が広くなります。  

 

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

  
 

  



35 

３-４ 観光産業  

【現状】  

・本町は、函館から大沼を経て洞爺湖方面への観光ルート上に位置し、町内には北

海道縦貫自動車道の森インターチェンジ、大沼公園インターチェンジがあります。

平成 28 年（2016 年）には北海道新幹線の新函館北斗駅が開業し、本州と新幹線

でつながるルートができました。 

・空路については、北海道観光の人気が高い台湾などから函館空港へＬＣＣ（格安

航空会社）の定期便の乗り入れが行われています。 

・町内の観光・交流資源としては、秀峰駒ケ岳をはじめとした自然環境をはじめ、

桜の季節には多くの人が訪れる青葉ヶ丘公園やオニウシ公園、濁川温泉やグリー

ンピア大沼などの宿泊施設、森地区と砂原地区にある道の駅などがあります。  

・町のイベントとしては、観光協会を中心に「森町さくらまつり」「夏のまつり in

もり」「さわらふるさとまつり」などを開催しています。 

・七飯町・森町・鹿部町の観光協会、一次産業団体と行政で「環駒ヶ岳広域観光協

議会」を構成し、広域での新たな観光素材の発掘や滞在型観光を整備し、地域の

活性化を図っています。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・本町の旅行形態は短期滞在型が多く、北海道縦貫自動車道の開通もあり、観光客

の多くは通過する状況であり、滞在時間を延ばしていくことが必要です。 

・地域の良さを理解している住民からのアイデアや協力を得て、イベントの魅力を

高めていくことが必要です。 

・本町の特産品や名物料理、イベントなどを拡散性の高い手法で全国・世界に情報

発信することが必要です。 

・本町の魅力をいかした観光商品の企画を提案し、観光消費額の増加につなげるこ

とができる人材が必要です。 

・駒ヶ岳周辺３町で連携し、広域観光ルートや国際観光ルートを形成することが求

められています。 

【基本目標】  

地域の資源や産業、住民のアイデアや行動力をいかし、住民も観光客も楽しめる、

本町ならではの観光を振興します。また、周辺自治体とも連携を深めながら、日本

人・外国人旅行者の滞在時間延長や地域経済の好循環につながるような観光地づく

りを推進します。  

  



36 

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)地域資源をいかし、町
内での滞在を促す観光
振興に努めます。  

・「観光ビジョン（観光振興計画）」の策定  

・体験プログラムや受入体制づくりの支援  

・道の駅の再整備 

・クラウドファンディング※等による観光資源の整備  

・地域の旬を提供する新たな「食の拠点」づくり  

・温泉や食等のテーマ毎のストーリー性のある楽しい観光企
画提案 

・外国人観光客の視点を意識した食や景観、産業のコンテン
ツを整理し国際観光企画提案  

(2)観光協会等と連携し地
域住民主体のイベント
づくりを進めます。  

・「森町さくらまつり」「夏のまつり in もり」「さわらふるさ
とまつり」の開催 

・地域住民協力型イベントの開催  

・観光業以外の地域事業者を巻き込んだ独自性の高い地域イ
ベントの開催 

(3)観光に関する情報を積
極的に発信します。  

・各分野で活躍している観光大使の活用、イベント等の開催
やそれぞれの活動を通じた本町のイメージアップの強化  

・多言語ホームページの作成、海外でダイレクトな観光情報
発信 

・スマートフォン等を利用し、多言語化された観光スポット
情報等を外国人旅行客の来町時に提供 

・国内外観光プロモーションの推進  

・道の駅を活用した観光情報の提供  

(4)観光業を担う人材確保
し、ひとづくりを進め
ます。  

・観光の魅力を創造・情報発信できる人材の育成  

・観光協会の機能強化 

・観光施設等における外国人観光客とのコミュニケーション
能力強化 

(5)他の自治体と連携し、
広域観光・国際観光を
推進します。  

・環駒ヶ岳広域観光協議会（七飯町・鹿部町・森町）での広
域観光の推進（新たな観光素材の発掘、滞在型観光の整備
など） 

・シーニックバイウェイ北海道「函館・大沼・噴火湾ルート」
に関する取り組みの推進  

・外国人観光客の満足度を高める地域ストーリーに富んだ周
遊ルートの策定及び受入推進  

 

※不特定多数の人達が、インターネットなどを通して、他の人々や組織に資金提供や協力な
どを行うことです。  

 

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  
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３-５ 企業誘致・起業、雇用・就労  

【現状】  

・町内での企業立地を促進するため、町内に工場等を新設又は増設する者に対する

助成措置や固定資産税の課税免除などを行っており、町公式ホームページ等で工

場適地とともに情報発信を行っています。 

・平成 29 年（2017 年）度に商工会議所・商工会等と連携して「創業支援事業計画」

を策定し、国の認定を受け、起業者支援を実施しています。  

・本町では、シルバー人材センターを開設し、高齢者の就業支援を行っています。  

【施策に取り組む背景・課題】  

・北海道縦貫自動車道の森・大沼公園インターチェンジ付近など交通の利便性をい

かした企業誘致を進めていくことが必要です。 

・調査の結果、空き店舗が約 120 件あることが分かり、起業支援に空き店舗を活用

することが必要です。 

・多様な働き方を提供する新たな起業や第二創業（事業所の後継者が業態転換や新

規事業に進出すること）を重点的に促進していく必要があります。 

・雇用情勢は以前に比べ改善しましたが、職種間での有効求人倍率の格差が拡大す

るなど厳しい求職状況が続いており、求職者を支援する必要があります。 

【基本目標】  

住民が働きたいと思う雇用の場が町内で増えるよう、企業誘致を積極的に進める

とともに、労働力を求める町内企業への就労を支援します。また、自ら起業しよう

とする人達を支援します。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)町内への企業誘致を進
めます。  

・工場適地や町内の企業立地振興条例、固定資産税の課税免
除に関する条例などに関する情報発信  

(2)町内での起業を支援し
ます。  

・空き店舗を活用した起業促進（地域に根ざした特色あるシ
ョップ開業者、起業者等の支援）  

・「創業支援事業計画」に基づいた起業者支援  

(3)高齢者を含め、幅広い
年齢に対して就業支援
を行います。  

・定期的な求人情報、求職者支援制度、高齢者の再就職など
に向けた「生涯現役支援窓口」等の紹介  

・職業能力開発大学、高等技術専門学院、職業能力開発促進
センターが行う職業訓練の周知、関係機関との連絡調整  

・シルバー人材センターを通じた高齢者の就業支援  

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

半島の振興を促進するための北海道森町における産業

の振興に関する計画  
平成２５年度～平成３７年度  
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※白紙  
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第４章 自然の豊かさを感じながら生活できるまちづくり  

 

自然の中で暮らすことができる、うるおい豊かな生活環境を次代に

引き継ぎながら、暮らしの中で利便性や快適さが感じられるまちをめ

ざします。  

 

 

対応する  

まちづくり項目  

４-１  環境保全  

４-２  地域新エネルギー  

４-３  景観  

４-４  住宅、宅地  

４-５  公園・広場・緑地  

４-６  環境衛生  

４-７  上・下水道  
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４-１ 環境保全  

【現状】  

・本町は、自然公園特別地域に指定されている駒ヶ岳や、上流に鳥崎渓谷がある鳥

崎川、周囲を一望できる内浦湾、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。 

・「地球温暖化対策実行計画」を策定し、町が行う事務や事業における日常的な節

水・節電、街路灯や防犯灯のＬＥＤ化、省エネ型のパソコン機器の普及などを進

め、温室効果ガスの削減に努めています。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・内浦湾は基幹産業である漁業の場にもなっており、水産資源を守るためにも、環

境の保全が必要です。 

・温室効果ガス排出量調査結果の公表を含め、二酸化炭素の排出量や化石燃料の依

存を減らしていく取り組みを進めていくことが必要です。  

・ごみの不法投棄は減少しておらず、未然防止の啓発・パトロールを強化すること

が必要です。 

・住民、関連機関、民間事業者との連携を深め、環境美化に取り組んでいくことが

必要です。 

【基本目標】  

地球温暖化対策として、住民や事業者と協力しながら、二酸化炭素を削減するこ

とをめざした取り組みを進めます。また、公害や不法投棄などを防ぐ取り組みを進

め、美しいまちづくりに努めます。  
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【施策】  

施策 施策の内容 

(1)排出される温室効果ガ
スの排出量の削減に努
めます。  

・「地球温暖化対策実行計画」の更新  

・公用車のハイブリット及び低燃費・低排出ガス認定車両導
入の推進 

・温室効果ガス排出量調査結果の公表  

・町が行う事務や事業における温室効果ガスの削減  

・省エネ設備の導入支援（高効率ボイラー、ＬＥＤ照明、ピ
ークタイムシフト装置※１など） 

・グリーン購入の推進 

・家庭や事業所における温室効果ガスの削減の促進  

・カーボンオフセット※２の推進（Ｊクレジット制度※３の利活
用の促進） 

・公共施設や事業所の省エネ診断の実施  

・化石燃料の依存低減をめざしたエネルギー供給・貯蔵や運
輸分野での水素・燃料電池の導入  

(2)公害を防止するため、
監視・指導の強化を図
るとともに、生活型公
害の防止や適切な対処
に努めます。  

・監視・指導の強化（北海道への協力）  

・家畜より発生するふん尿の適正処理・保管の監視・指導等
の実施 

・生活型公害に関する苦情、相談の受付（北海道への協力）  

(3)環境美化につながる取
り組みを進め、活動を
促進します。  

・不法投棄防止に関する対応の強化（警察署との連携）  

・不法投棄箇所への定期的なパトロールの実施  

・不法投棄看板の設置 

・町内会有志への「不法投棄監視車」マグネットシートの配
布 

・クリーン作戦の実施 

・のぼりの設置及び周辺草刈り等の実施  

・濁川・駒ケ岳水利組合による河川清掃活動  

 

※１：最も多く電力を消費する時間帯（ピーク）をずらして、電力消費を抑える装置のこと
です。  

※２：人間が生活・活動する中で出た二酸化炭素などの温室効果ガスを、植林や森林保護・
クリーンエネルギーの普及などによって吸収しようとする考え方や活動のことです。  

※３：国内でカーボンオフセットを進めるために、国が定め運用している制度です。  

 

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

地球温暖化対策実行計画  平成２９年度～平成３３年度  
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４-２ 地域新エネルギー  

【現状】  

・本町では、25,000kw の発電設備を持つ地熱発電所をはじめ、発電余熱・温泉熱を

用いたハウス園芸などの先進的な取り組みや、木炭の生産などが行われています。 

・各分野で新エネルギー導入をめざし、本町及び地域一円での複合的な利活用を図

り持続可能な社会を構築するため、平成 26 年（2014 年）度に「地域新エネルギ

ービジョン」を策定し、豊富な地域資源や地域の特性をいかした新エネルギーの

導入に向けた取り組みを進めています。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・新エネルギー導入の推進にあたっては、住民と事業者それぞれが地球温暖化問題

やエネルギー問題を地域課題として認識することが必要です。  

・率先して公共施設へ設備を導入し公開することで、新エネルギー施設の普及促進

を図ることが必要です。 

・本町に豊富に賦存する地域資源を活用し、新エネルギーの導入を推進していくこ

とが必要です。 

【基本目標】  

木質バイオマスや太陽光、地熱など地域資源を活用した再生可能な地域新エネル

ギー※を積極的に利用し、気候変動から地域の産業を守り育て、地球温暖化防止の

貢献へとつなげていきます。  

※石油・石炭などの化石燃料は限りがあるエネルギー資源であるのに対し、太陽光や太陽熱、
水力、風力、バイオマス、地熱などから得られるエネルギーは、一度利用しても比較的短
期間に再生が可能で、資源が枯渇しないエネルギーです。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)新エネルギー導入の推
進に向けた普及啓発を
進めます。  

・普及啓発、環境教育を目的とした小型の新エネルギー発電
装置の整備 

・住民・小中学生を対象とした普及啓発・環境教育プログラ
ムの実施 

(2)公共施設における新エ
ネルギーを推進しま
す。  

・クリーンエネルギー自動車の導入  

・濁川地区の地熱発電所の余熱利用施設の整備、更新  

・防災拠点や熱需要の高い公共施設への新エネルギー設備の
導入 

(3)地域資源を利活用し、
新エネルギーの利用を
促進します。  

・住宅用太陽光発電システム導入への助成  

・木質ペレットストーブ購入への助成  

・農林水産施設への新エネルギー設備導入促進  

・家畜糞尿や間伐材などバイオマスを活用した施設の整備促
進 

・新エネルギー発電の効率的な利用促進  

・環境負荷の低い新技術の開発・検討  

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

地域新エネルギービジョン 平成２７年度～平成３６年度  
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４-３ 景観  

【現状】  

・本町には、渡島富士と呼ばれる美しい駒ケ岳をはじめ、その裾野に広がる丘陵地

帯、対岸には室蘭市の地球岬を望むことができる内浦湾、砂崎海岸、鳥崎渓谷な

ど、美しい自然景観があるほか、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、花

や緑による景観づくりが進められています。 

・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。 

・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通して広くアピールしています。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・本町に来訪する可能性の高い観光客に対して、効果的に景観に関する情報を発信

していくことが必要です。 

・桜樹については、実施した診断結果に基づき、今後の維持管理のあり方について

考えていくことが必要です。 

【基本目標】  

自然によってつくられた美しい景観を守りながら、本町の魅力として積極的に紹

介します。また、桜の木に代表される花や緑の景観を、次世代につなぐため、専門

家や住民の協力も得ながら守り育てます。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)森町の美しい景観をＰ
Ｒします。  

・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のＰＲ  

・ＳＮＳ※等を活用した、旬の情報発信の推進  

(2)花と緑による景観づく
りを進めます。  

・「さわらフラワーロード」の花いっぱい運動の実施  

・青葉ヶ丘公園、オニウシ公園の桜樹管理（町の桜固有種に
係る接木苗増殖及び染井吉野（百年桜の後継木）の植樹） 

 

※自分が書いた文章や写真、動画などをインターネット上で公開したり、他の人のものを見
たり、インターネット上で交流できるネットワークを利用できるサービスです。  

 

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  
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４-４ 住宅、宅地  

【現状】  

・本町の世帯数は、平成 28 年（2016 年）6 月末現在 7,742 世帯で、増加の傾向にあ

りますが、１世帯当たり人員数は 2.1 人と減少しており、単身化・核家族化が進

んでいます。 

・平成 23 年（2011 年）度に「住生活基本計画」を策定し、現計画の住宅等施策を

推進しています。 

・平成 14 年（2002 年）から「からまつの森」の分譲を開始し、平成 28 年（2016 年）

度末現在で 122 区画を分譲しました。また、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。 

・町内の公営住宅・改良住宅は、みどりヶ丘団地、度杭崎団地の建替が完了し、管

理戸数（563 戸）のうちの６割が整備されました。 

・北海道生活体験「ちょっと暮らし」のモニターを募集し、申込者には、町の概要

説明や「からまつの森」分譲地の現地案内をしています。  

【施策に取り組む背景・課題】  

・「からまつの森」については、団塊の世代の高齢化により近年は中古住宅の希望が

増え、販売が低調となっていますが、新幹線開業や高速道路インターチェンジの

開通により、環境の良い分譲地として積極的に紹介していくことが必要です。  

・世帯構成の変化や高齢化により、求められる居住サイズやニーズも変化しており、

変化に応じた住宅が必要です。 

・木造住宅の耐震改修等への補助を設けていますが利用がなく、積極的に周知し利

用を促進していくことが必要です。 

・近年、所有者が不明の建築物や老朽化が進み、危険な空き家の相談が増加してい

ます。空き家実態調査により町内全域の空き家の実態を把握しましたが、今後は

調査結果を基礎資料とし、空き家対策計画を策定することが必要です。また、町

有地に関する空き地については情報を一元化し、有効活用を促進することが必要

です。 

・「ちょっと暮らし」の実施はグリーンピア大沼のみですが、まちなかでの実施につ

いても検討することが必要です。また、「ちょっと暮らし」体験者が移住・定住に

つながるケースが少なく、より多くつながるよう体験内容を見直しする必要があ

ります。 

【基本目標】  

居住ニーズをふまえた宅地の分譲や公営住宅の整備と長寿命化を進めることで、

住民が安心して暮らせる住環境を向上させ、定住や移住につなげていきます。  
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【施策】  

施策 施策の内容 

(1)「からまつの森」の分
譲を推進します。  

・「からまつの森」分譲地に関する情報発信  

・「ちょっと暮らし」モニターへの現地案内  

(2)中長期的な視野で住宅
等施策を推進します。  

・「住生活基本計画(住宅マスタープラン）」の推進、見直し  

・「公営住宅等長寿命化計画」の推進、見直し  

・｢公営住宅等長寿命化計画」に基づく改修、耐用年数を経過
した団地の除却 

・度杭崎団地の給排水施設の改修、修繕  

・公営住宅の関係法に基づく定期点検結果による改修、修繕  

(3)個人住宅の耐震化やバ
リアフリーを促進しま
す。  

・木造住宅の耐震改修等への補助  

・補助に関する情報提供
（窓口への関係パンフレット等の配備） 

(4)空き家や町有地に関す
る空き地の有効活用を
促進します。  

・「北海道空き家情報バンク」への登録促進  

・空き家実態調査結果に基づく「空き家対策計画」の策定  

・所有者等による適正管理の促進  

・（空き家が危険を及ぼすなど）緊急時の対応  

・地域おこし協力隊を活用した空き家・空き店舗利活用事業
の推進 

・既存空き家や店舗のリノベーション（再生）支援 

・町有地に関する空き地バンク等の制定  

(5)住宅、宅地の紹介等を
通して移住・定住を促
進します。  

・子育て世代やＩJＵターン者へ未利用町有地などを活用した
定住支援の実施 

・地域おこし協力隊などを活用した移住・定住案内や就業研
修など定住につながる事業の推進  

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

住生活基本計画 (住宅マスタープラン） 平成２３年度～平成３２年度  

公営住宅等長寿命化計画  平成２３年度～平成３２年度  
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４-５ 公園・広場・緑地  

【現状】  

・本町には、総合公園１か所、街区公園５か所の都市計画公園があります。市街地

の青葉ヶ丘公園・オニウシ公園をはじめ、駒ケ岳を眺める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ています。  

・青葉ヶ丘公園には道指定有形文化財に指定されている「茅部の栗林」、青葉ヶ丘公

園とオニウシ公園には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

光客のいこいの場となっています。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・公園には森町固有種の桜もあり、保全に努めることが必要です。  

・公園の老朽化が進んでおり、適切な維持管理、改修などが必要です。 

・砂原地区では公園ひろば整備が要望されています。  

【基本目標】  

住民の身近な遊び場、いこいの場として公園・広場・緑地の維持管理、利用ニー

ズに沿った整備などを進めます。また、防災や観光・交流の拠点としても利用でき

るよう機能を高めます。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)公園や緑地の草刈りや
樹木の剪定・保全に努
めます。  

・各都市公園の整枝・草刈りの定期的な実施  

・公園内や遊歩道の樹木剪定・草刈りの実施  

・青葉ヶ丘公園、オニウシ公園の桜樹管理（町の桜固有種に
係る接木苗増殖及び染井吉野（百年桜の後継木）の植樹） 

・青葉ヶ丘公園の「茅部の栗林」の保全  

(2)公園にある施設や遊具
の適切な維持管理に努
めます。  

・トイレなど関連施設の維持管理、改修  

・遊具の安全点検、維持管理  

・トイレの清掃に関する住民への管理委託の推進  

(3)住民の利用ニーズに沿
った公園・広場・緑地
づくりを進めます。  

・新たな公園づくりの際のニーズ把握  

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

「緑の基本計画」 
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４-６ 環境衛生  

【現状】  

・可燃ごみは、渡島管内の北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、

鹿部町、森町、八雲町、長万部町の１市９町で構成されている渡島廃棄物処理広

域連合により広域で処理を行っています。本町の可燃ごみは、中継施設「リレー

ポート茅部」に運ばれた後、「クリーン渡島」で焼却処理されます。 

・資源ごみは、平成 18 年（2006 年）に稼動したリサイクルプラザで処理し、最終

処分場は町内２か所で稼動しています。 

・１人あたりごみ排出量は、平成 28 年（2016 年）度現在１日あたり 630ｇで、微減

傾向が続いています。 

・平成 26 年（2014 年）４月より粗大ごみの有料戸別収集を、また、平成 28 年

（2016 年）度末より高齢者世帯や身体障害者世帯等を訪問し、無料でごみを収集

するとともに安否確認を行う取り組み（高齢者世帯等ふれあい収集事業）を実施

しています。 

・平成 26 年（2014 年）度より町内のごみステーションの更新を支援する、ごみス

テーション譲与事業を実施しています。 

・し尿については衛生センターで処理されています。し尿処理施設の老朽化に伴い

新施設の整備に向けて取り組みを進めています。 

・斎場は、森葬苑・さわら斎場の２か所、墓地は森墓地・もりまち霊園・掛澗墓

地・さわら墓地のほか、町内９か所に点在しています。平成 28 年（2016 年）度

には森墓地内に公設合葬墓を設置し、平成 29 年（2017 年）度から供用を開始し

ました。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・高齢者世帯等ふれあい収集事業を周知し利用を促進していくことが必要です。  

・ごみの減量は進んでいることから、今後も住民の発生・排出抑制の意識を維持及

び向上させていくことが必要です。 

・リサイクルプラザや最終処分場の長寿命化計画の策定が必要です。  

・汚泥再生処理センターは旧ごみ焼却施設の跡地利用をするため、早期に解体を進

めることが必要です。 

・森葬苑とさわら斎場の老朽化が進んでおり、将来的には統合の検討が必要です。  

【基本目標】  

３Ｒ※や分別に関する意識を高め、ごみの減量化をさらに進めながら、ごみの適

切な処理に努めます。また、し尿の適切な処理や感染症対策を行い、衛生的な生活

環境づくりに努めます。  

※３Ｒとは、Reduce（減らす）、Reuse（繰り返し使う）、Recycle（再資源化する）のこと
です。  

  



48 

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)円滑なごみ収集を支援
します。  

・高齢者世帯等ふれあい収集の利用促進  

・老朽化したごみステーションの更新  

(2)一般ごみの減量化、資
源化に向けて啓発や活
動を促進します。  

・広報や町公式ホームページで「リサイクルプラザからのお
知らせ」を通じたごみ分別等の情報提供  

・リサイクルプラザの見学の実施  

・コンポスト、生ごみ処理機の購入補助  

(3)産業廃棄物の適正な処
理、資源化に努めま
す。  

・広報や町公式ホームページで「リサイクルプラザからのお
知らせ」を通じた情報提供  

・許可業者に対する文書等での指導  

・適正処理のための連携強化（渡島総合振興局と連携）  

(4)ごみ処理及びし尿処理
に関する施設の整備、
管理に努めます。  

・渡島廃棄物処理広域連合での適切なごみ処理の推進  

・町内の２つの最終処分場の管理、埋立期間の延命  

・施設設備の更新によるリサイクルプラザの延命化  

・旧ごみ焼却施設の解体  

・汚泥再生処理センターの新設  

(5)し尿浄化槽・合併処理
浄化槽が適正に管理さ
れるよう促します。  

・適正管理のための指導強化（北海道浄化槽協会と連携）  

(6)感染症に関する情報収
集と周知、予防や早期
発見に向けた対策に努
めます。  

・広報を通じたエキノコックス症実施検査に関する情報提供  

・エキノコックス対策の実施（キツネの駆除及び検体の提
供） 

(7)斎場や墓地の適切な維
持管理に努めます。  

・維持管理計画に基づく斎場の改修、補修  

・墓地の定期的な維持管理  

・８月（盆時期）の大規模な草刈、臨時灯の設置  

・啓発旗の設置によるごみの持ち帰りの推進（特に盆時期）  

・火葬炉の大型化、トイレの改修（身障者用増設等）  

・斎場の統合の検討 

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

一般廃棄物処理基本計画  平成２８年度～平成４２年度  

循環型社会形成推進地域計画（汚泥再生処理センター建設）  平成３０年度～平成３４年度  
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４-７ 上・下水道  

【現状】  

・森地区の水道施設は、森町浄水場、駒ヶ岳浄水場、濁川三岱浄水場の３つの浄水

場により給水しており、給水普及率は平成 28 年（2016 年）度末現在、95.7％で

す。砂原地区は、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

戸水を利用しており、本町全体の水道普及率は平成 28 年（2016 年）度末現在、

70.1％です。 

・下水道は、公共下水道（本町処理区）と特定環境保全公共下水道（赤井川処理区）

があり、全体計画面積 701.5ha のうち 481.5ha で使用が可能になっており、それ

ぞれ一部区域で利用されています。平成 28 年（2016 年）度末現在、処理区域人

口は 8,293 人、接続人口は 6,812 人、普及率は 51.4％、接続率は 82.1％です。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・人口減少に伴う水需要の減少が予測されるなか、水道施設のダウンサイジングの

検討が必要です。 

・未普及区域の水道整備が大きな課題ですが、財政状況、料金収入等の問題があり、

慎重な検討が必要です。 

・基幹施設や基幹管路など設置より 40 年以上経過している水道施設があり、計画的

な維持・更新及び耐震化対策が必要です。 

・合併処理浄化槽については個人が設置しており、設置に係る補助制度はない状況

です。浄化槽の整備を促進するには事業方法の選択や所管体制を検討する必要が

あります。 

【基本目標】  

水道については、安心・安全な水の供給とともに、下水道の普及に伴う水道未使

用世帯の水道切替えを促進し、より一層の有収率、普及率の向上をめざします。  

下水道については、住民の理解と協力を得ながら、全体計画区域内の下水道整備

を引き続き推進するとともに、区域外の地域で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。  

  



50 

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)水道の未普及区域の解
消に努めます。  

・（下水道の普及範囲における）井戸水利用者への水道使用の
普及促進 

・上水道の拡張整備や簡易水道の創設・整備を視野に入れた
水道未普及区域世帯の整備の検討 

・水道未普及地域世帯の安全・安心な飲用水の確保（水質検
査料・浄水器等の購入及び井戸掘削の補助）  

・水道施設の適正な施設規模の検討  

・将来の水需要に対応するための、新規水源確保の検討  

(2)水道施設の適切な維持
管理、有収率の向上、
耐震性の強化を図りま
す。  

・「水道事業ビジョン」に基づく耐震化計画・施設整備計画の
策定及び実施 

(3)公共下水道の整備を推
進するとともに、供用
開始区域での下水道管
への接続とトイレの水
洗化を促進します。  

・公共下水道事業（本町処理区）の整備  

・特定環境保全公共下水道事業（赤井川処理区）の整備  

・広報やホームページ等による周知及び下水道接続に関する
各種制度のＰＲ 

(4)公共下水道の区域外で
の排水処理対策を進め
ます。  

・合併処理浄化槽事業の整備の検討  

(5)上下水道事業の健全経
営に努めます。  

・経営戦略の策定、それに基づいた事業の運営  

・事業コストの縮減 

・水道料金・下水道使用料の定期的な検証に基づく見直しの
検討 

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

水道事業ビジョン 平成２８年度～平成３７年度  

公共下水道中期ビジョン 平成２２年度～平成３１年度  

公共下水道事業計画  平成８年度  ～平成３１年度  

特定環境保全公共下水道事業計画  平成２５年度～平成３２年度  

 

  



51 

 

 

 

 

 

 

第５章 便利で安全・安心なまちづくり  

 

道路や交通、情報通信、電力など日常生活や産業振興に欠かせない

インフラ機能を高めつつ、犯罪や交通事故、災害など、町民の生命や

財産をおびやかす状況を未然に防ぎ、発生時には迅速かつ的確に対応

できる、安全なまちをめざします。  

 

 

対応する  

まちづくり項目  

５-１  土地利用  

５-２  道路・交通・港湾  

５-３  地域情報・通信網  

５-４  防災・消防・救急  

５-５  交通安全・防犯  

５-６  消費者対策  
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５-１ 土地利用  

【現状】  

・平成 28 年（2016 年）現在、本町の総面積は 368.79 ㎢で、その内訳は田が 4.49

㎢（1.2％）、畑が 25.68 ㎢（7.0％）、山林が 118.08 ㎢（32.0％）、宅地が 5.74 ㎢

（1.6％）、その他 214.80 ㎢などとなっています。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。  

・平成 26 年（2014 年）度に「森林整備計画」を策定し、森林の区域ごとの望まし

い森林の姿や、森林の整備及び保全の基本方針に沿って、森林施業や保全を推進

しています。 

・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います。平成４年（1992 年）か

ら平成 13 年（2001 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。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・林業経営に関し無関心な森林所有者が増えており、森林機能の低下を防ぐことが

必要です。 

・安定的な農業生産の確保のため、農用地区域に含めることが適当な土地は積極的

に農用地区域に編入していくことが必要です。 

・持続可能な農業を実現するうえで、基本となる人と農地の問題を一体的に解決し

ていくことが必要です。 

・近年、土地の寄付を希望する問い合わせが増えており、これらの土地の寄付を受

け入れるための条件を整備することが必要です。 

【基本目標】  

豊かな自然を守りつつ、各種産業の振興を促し、安全で住みよい住環境づくりを

進めていくために、総合的かつ長期的な視点もふまえながら、適正な土地利用を進

めます。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)森林の有する多面的機
能を高めながら、森林
の保全に努めます。  

・「森林整備計画」に基づいた森林施業や保全の推進  

(2)農地の利用集積を図り
農地の確保と有効利用
を進めます。  

・「農業振興地域整備計画」に基づいた農地利用や保全の推進  

・「農地中間管理機構」を活用した農地の利用集積、遊休農地
の有効活用の推進 

・地域の農地等に係る情報提供・共有体制を図るための
「人・農地プラン」地区別懇談会の開催  

(3)遊休状態の土地の活用
を促進します。  

・土地の寄付受付に必要な制度の設定  

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

森林整備計画  平成２７年度～平成３６年度  

  



53 

５-２ 道路・交通・港湾  

【現状】  

・町内には、国道５号・278 号をはじめ、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、大沼公園インター線、大沼公園鹿部線な

どがあり、町道とともに道路網を形成しています。 

・鉄道については、町内にＪＲ函館本線（本線及び砂原廻り）が通っており、 14 の

駅があります。平成 28 年（2016 年）３月に北海道新幹線の新函館北斗駅が開業

し、平成 42 年（2030 年）には札幌駅までの開業が予定されています。その一方

で、ＪＲは平成 28 年（2016 年）11 月に慢性的な赤字体質から単独では路線を維

持できない路線を発表し、町内の無人駅３駅が廃止となりました。  

・バスについては、函館～森～長万部間を結ぶ路線バスが３路線運行しています。  

・港湾については、地方港湾の森港があります。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、森港本港地区小型船だまり整備事業に基

づき工事が進められています。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・国道、道道については、交通事故の発生を抑制するため、改良や除雪などの要望

を、年間を通して行うことが必要です。 

・駒ケ岳噴火や津波への避難に備えた道路整備などが課題です。  

・町道については、町道網の計画的な整備を進めることが必要です。 

・狭隘な路線や著しく老朽化した路線などへの早急な対応、冬季における安全な通

行と除雪体制の維持が求められています。 

・路線バスの利用者は減少傾向にあり、事業費の赤字額は年々増加傾向にあります。

鉄道についても利用者は減少傾向にあり、路線維持や新幹線並行在来線への移行

により、町内の駅の廃止や運行回数の減少が懸念されます。  

・港湾については、施設の老朽化、未完成部分の整備が必要です。 

【基本目標】  

住民の日常の移動手段や経済活動を支え、観光･交流を促す重要な要素として町内

の道路や鉄道、バスなどの公共交通の利便性が高まるよう、関係機関に要請すると

ともに、整備を進めます。また、災害時の避難ルートとしての機能向上や既存施設

の長寿命化についても進めます。  
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【施策】  

施策 施策の内容 

(1)国道・道道の整備や安
全な環境づくりを国や
北海道に要請します。  

・国道、道道の整備・改良の要望  

・冬季運転の安全確保を目的とした除雪・排雪などの要請  

・道道霞台森停車場線の未整備区間の改良整備の要望  

・道道大沼公園鹿部線の早期整備を要望  

・北海道への歩道の整備など街路事業の早期着手、完成の要
望 

・港町・東森町津波避難道路の整備要望  

(2)橋梁も含め町道、農林
道の維持管理と長寿命
化に努めます。  

・道路台帳の整備 

・町道の計画的な維持管理  

・農林道の計画的な維持管理  

(3)町道と農林道の道路環
境の安全維持、除雪、
環境保全に努めます。  

・定期的な道路パトロールの実施による危険個所の修繕  

・冬期間の除雪の実施 

・濁川道路愛護組合による周辺町道の草刈り  

・道路の維持管理、除雪にかかる建設機械の更新  

(4)鉄道や民間バスの路線
確保と利便性の向上を
促進します。  

・JＲや民間バス等の公共交通の利用促進  

・路線バス確保に向けた要請  

・新幹線延伸に伴う並行在来線の確保  

・地域コミュニティ交通検討会議の開催の検討  

(5)港湾の整備を計画的に
進めます。  

・「港湾整備計画」による整備の推進要請  

・ゾーニングによる機能整備の要請  

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

都市計画マスタープラン 平成 15 年度～平成 34 年度  

橋梁長寿命化修繕計画  平成 25 年度～平成 34 年度  
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５-３ 地域情報・通信網  

【現状】  

・情報通信基盤については、平成 24 年（2012 年）３月に町内全域に光通信網の整

備が完了しました。 

・本町では、情報のオープン化「オープンデータ」と、紙媒体の発行より早く新鮮

な情報の提供を目的とする「デジタル・モバイルファースト」による、スピード

感のある情報提供・発信等を行っています。そのほか、庁舎内のＰＣや学校生徒

用ＰＣにシンクライアント※１を導入したほか、行政事務の効率化、公共施設間の

ネットワーク化、一部の申請書を電子データで提供するなど住民サービスの向上

にも情報通信技術を活用しています。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・情報インフラの保守を行うとともに、光通信外の新たな通信網整備を模索してい

くことが必要です。 

・充実してきた情報資産を有効に利活用していくことが必要です。  

・ホームページのマルチデバイス※２への対応が必要です。また、ホームページから

ダウンロードできる申請書は一部に限られていますが、コストやニーズをふまえ

て利便性を向上させていくことが必要です。 

・平成 28 年（2016 年）度にセキュリティポリシー※３を刷新しましたが、情報セキ

ュリティ（安全性・機密性確保）対策を引き続き強化していくことが必要です。  

・情報通信技術をより有効活用していくには、情報社会に対応した人材の育成や一

次産業等での活用を進めていくことが必要です。 

【基本目標】  

住民をはじめ、企業や教育機関において、これまで以上に利活用しやすいデータ

公開を推進するなど、誰もが情報を利用でき、活発な情報発信・交流ができるまち

づくりを進めるとともに、本町をＩＣＴ先進地として積極的にＰＲできるよう取り

組みます。  

 

※１：ユーザーが使用する端末（クライアント端末）の機能は必要最小限にとどめ、サーバ
ー側で処理を行う仕組みのことです。  

※２：パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットなどから見ることができることで
す。  

※３：（役場内の）情報セキュリティ対策を行うための規則のことです。  
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【施策】  

施策 施策の内容 

(1)整備済みの情報インフ
ラの維持管理に努めま
す。  

・光通信網の保守 

・光通信外の新たな通信網整備（短距離無線技術ＬＰＷＡな
どの検討） 

(2)情報資産を有効に利活
用します。  

・更なる情報資産の利活用及びオープンデータの推進  

・庁内ＧＩＳ※ 1 の横断活用 

(3)ホームページや SNS※２

等を通して情報発信・
交流を行います。  

・ホームページの更新、再構築  

・時代に合わせたインターネットメディアでの情報発信  

(4)インターネットを行政
運営や行政サービスの
提供、学校教育、地域
産業などに積極的に活
用します。  

・電子申請システムの運用（インターネット上での手続きを
基本とした電子役場の構築）  

・クラウドシステムの積極的な活用（仮想技術活用により事
務効率向上・学校での教育手法の自由度向上など）  

・漁業・農業・林業でのＩＣＴ技術利用の促進、技術サポー
ト 

・町内エンジニアの育成  

(5)情報セキュリティ対策
に努めます。  

・セキュリティポリシーの更新  

・情報セキュリティ対策の推進（関係機関との連携強化）  

 

※１：まちの情報を地図と結びつけてコンピュータ上で再現し、まちづくりに利用できるシ
ステムです。  

※２：自分が書いた文章や写真、動画などをインターネット上で公開したり、他の人のもの
を見たり、インターネット上で交流できるネットワークを利用できるサービスです。  

 

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  
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５-４ 防災・消防・救急  

【現状】  

・本町には、二級河川の鳥崎川、茅部中の川、普通河川の宿野辺川、尾白内川など

があります。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内

浦湾に注いでいます。また、町内には 33.6km の海岸線があります。 

・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

要因を抱えているため、災害時の対応をまとめた「地域防災計画」や「災害時職

員初動マニュアル」を策定するとともに、「津波ハザードマップ」や「駒ケ岳火山

防災ハンドブック」を作成し、住民に周知しています。  

・防災行政無線システムについては、平成 28 年（2016 年）度から平成 30 年度にか

けてデジタル化を進め、平成 28 年度から全世帯への戸別受信機の設置を予定して

います。 

・自主防災組織については、平成 27 年度末現在、41 町内会中４団体で設立されて

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 29 年（2017 年）４月現在女性 22 名を含む 255 名です

（条例定数 280 名）。拠点施設としては、平成 18 年に整備した消防本部と防災セ

ンター、砂原支署があるほか、11 の消防団の拠点施設があります。 

・平成 28 年（2016 年）の救急出動件数は、年間 935 件で、平成 27 年（2015 年）か

ら横ばいで推移しています。 

・各事業所や住民に救命救急講習会への積極的な参加を呼び掛けるとともに、ＡＥ

Ｄ※未設置事業所に対してはＡＥＤの有効性を訴え、普及向上に努めています。 

※心臓が正常に動かない状況になった人に電気ショックを与え、心臓を正常なリズムに戻す
ための医療機器です。  

【施策に取り組む背景・課題】  

・自然災害の被害が増えているなか、改修や護岸整備などにより、防災機能を向上

させることが必要です。 

・「地域防災計画」や「災害時職員初動マニュアル」は、現状に併せて都度変更を行

っていくことが必要です。また、既存マップの更新や火山噴火以外の災害に対応

したハンドブック等の作成や災害等に対応した施設整備が必要です。  

・あらゆる機会を捉え、防災や防火への意識を向上させていくことが必要です。  

・自主防災組織については組織されていない地域が多く、自助・共助・公助で被害

を最小限に抑えるためにも、町内会ごとの設立を促進することが必要です。  

・人口構成やニーズに応じて、災害備蓄や資機材を整備、更新していくとともに、

防災行政無線を通じた情報伝達体制を確立することが必要です。 

・各事業所や住民に救命救急講習会への積極的な参加を呼び掛けていくとともに、

不特定多数の人々が利用する施設では救急時に迅速な対応ができるようにしてい

くことが必要です。 

・住宅用火災警報器の設置率 100％をめざし、住宅用火災警報器の設置率の低い町

内会等への啓発など目標に設置指導を進めていくことが必要です。  

・砂原支署と消防団の拠点施設は老朽化が進んでおり、改修が必要です。  

・消防水利空白地帯の再調査を行い、消防水利を設置する優先順位を見直すことが

必要です。 
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・救急体制の充実のため、救急救命士の養成が必要です。  

・消防団員の加入促進や処遇の改善等を実施することで、消防団の強化を図り、防

災力の充実強化に取り組むことが必要です。 

・外部からの武力攻撃から国民の生命・身体・財産を保護するため、地方公共団体

の責務、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置等の事項を国

民保護計画において規定することが必要です。 

【基本目標】  

防災・減災につながるまちづくりを進めるとともに、自助・共助・公助が一体と

なって機能できるよう、日頃から防災に関する意識と知識を備える機会を増やし、

地域防災力の向上に努めます。  

また、消防・救急に携わる関係機関の連携を深め、救命率の向上と災害時に迅速

に対応できる体制の強化に努めます。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)森林の崩壊や河川の氾
濫、海岸災害を未然に
防ぎます。  

・老朽化した河川護岸の改修  

・河川氾濫を防止するための埋塞土砂の除去  

・豪雨対策のための河川改修  

・護岸整備の早期着手・完成の要望 

(2)総合的な防災対策と災
害時の体制づくりに努
めます。  

・「地域防災計画」の更新  

・「災害時職員初動マニュアル」の更新  

・津波災害等に対応した避難施設、土砂災害等に対応した防
災施設の整備 

(3)住民への防災意識と防
災への知識を高めま
す。  

・防災教育や啓発活動の充実（防災に関する講演の開催）  

・「駒ヶ岳火山防災ハンドブック」の更新  

・「防災ハンドブック」の作成  

・「津波避難ハザードマップ」の更新  

・防災マップ（土砂災害等）の作成  

・津波、土砂災害などを想定した防災訓練の実施  

・火山避難訓練等の実施  

(4)住民主体の防災組織の
育成に努めます。  

・婦人消防クラブによる防災活動支援（研修会等の実施）  

・自主防災組織の設立に向けた支援（説明会の開催など）  

・自主防災組織の活動の支援  

・防災士の育成（資格取得の支援）  

(5)住宅や公共施設など日
常生活の場を災害に強
い環境にします。  

・「耐震改修促進計画」に基づいた住宅、特定建築物、公共施
設の耐震化の推進 

・学校など避難場所の耐震化、維持管理  

・町内の住宅の耐震診断、耐震工事の促進（木造住宅耐震改
修等補助金） 

・各種災害を想定した計画的な備蓄品、災害資機材の充実  

・防災車の更新 

(6)災害時の情報連絡体制
の充実に努めます。  

・戸別受信機の設置、維持管理  

・戸別受信機の利便性の向上  

・移動系防災無線のデジタル化  
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施策 施策の内容 

(7)駒ヶ岳の火山災害に備
え、北海道駒ヶ岳火山
防災協議会と連携し、
防災体制の強化に努め
ます。  

・駒ヶ岳火山観測監視体制の強化  

・北海道駒ヶ岳火山防災協議会の構成団体による情報共有
（ＴＶ会議など） 

・駒ヶ岳登山勉強会の開催  

・大沼公園インター以南の高速道路の早期整備に向けた要望  

・駒ヶ岳火山防災施設の整備  

(8)救急に関する知識や技
能の普及、救急時も安
心な環境づくりに努め
ます。  

・各団体及び各事業所を対象とした応急手当普及員の協力に
よる救急講習の実施 

・救急事案が発生した場合、迅速な対応ができる施設の認定
（「救マーク制度」の導入）  

(9)住民や事業所等の防火
意識を高めるととも
に、火災に強い環境整
備に努めます。  

・消防ふれあい広場、一日消防官街頭宣伝などイベントを通
じた防火意識の普及 

・防火対象物・危険物施設への防火査察  

・消防職団員による一般家庭防火訪問の実施、住宅用火災警
報器の設置指導 

(10)関連施設をはじめ消
防・救急に関する資機
材や車両の更新、消防
水利の効率的な配置を
進めます。  

・消防資機材、消防車両の更新  

・消防水利の新設、整備  

・救急隊員訓練用資機材の充実  

・砂原支署の改修 

・消防団拠点施設の改修  

(11)職員・団員の資質の
向上、体制の確保に努
めます。  

・救急救命士の採用、現職員の救急救命士養成の実施  

・消防団員の活動時の安全確保（消防団装備の更新など）  

・「消防団協力事業所」表示制度の導入  

・「消防団応援の店」登録制度の導入  

(12)国民保護計画に基づ
いた危機管理体制の強
化に努めます。  

・「国民保護計画」の更新  

・「国民保護計画」実施体制の見直し  

・Ｊアラート（全国瞬時警報）システムの更新 

・防災担当者を対象とした図上訓練への参加、安否情報シス
テム訓練の実施 

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

国民保護計画  
 

地域防災計画  
 

駒ヶ岳火山噴火市町相互間地域防災計画  （更新中）  
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５-５ 交通安全・防犯  

【現状】  

・本町では年間 20 件～40 件の交通事故が発生しています。 

・高速道路の開通や北海道新幹線開業に伴い国道の交通量が増加し、交通事故は増

加の傾向にあります。 

・平成 27 年（2015 年）現在、本町では年間 81 件の犯罪が発生しています。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・巡回パトロールをはじめ街頭指導、交通安全街頭啓発等は警察や交通安全運動推

進委員会等との連携を深めていくことが必要です。 

・交通安全教室は一部の保育所、幼稚園、小学校でしか実施されておらず、対応を

検討していくことが必要です。 

・区画線の引き直し、老朽化が進んでいる交通安全施設の更新などが必要です。  

・青少年及び高齢者等に対する防犯対策が必要です。  

【基本目標】  

関係行政機関、団体等と連携し、住民参加・協働型の交通安全運動や防犯活動を

行い、交通安全や防犯に対する意識を高めます。また、交通事故や犯罪を未然に防

ぐ環境の整備に努めます。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)交通安全に対する住民
の意識を高めます。  

・保育所、幼稚園、小学校での交通安全教室の開催  

・各小学校通学路での交通安全街頭啓発の開催  

・交通安全運動期間や交通安全の日における広報車での巡回
パトロール 

・街頭指導、交通安全街頭啓発の実施  

(2)交通事故を未然に防ぐ
環境づくりに努めま
す。  

・交通安全施設などの点検、整備 

・危険箇所への信号機、横断歩道、道路標識などの設置要請  

(3)防犯に対する住民の意
識を高め、防犯活動を
促進します。  

・地域安全運動の実施 

・歳末年始における地域安全運動啓発チラシの全戸配布  

・各町内会における防犯旗の設置  

・青少年夏休み期間中の注意喚起に関する広報の掲載  

・桜祭り夏祭りでの見回り啓発運動の実施  

・青少年問題協議会の開催  

(4)犯罪を未然に防ぐ環境
づくりに努めます。  

・防犯灯、街路灯等の整備、ＬＥＤ照明の適切な維持管理  

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

第１０次交通安全計画（予定）  
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５-６ 消費者対策  

【現状】  

・町内会連合会や民生委員協議会など各団体で講師を招き、消費者教育に関する研

修会を開催しています。 

・消費生活に関する相談については、町の町民相談窓口で相談を受け付けているほ

か、平成 24 年（2012 年）より、函館市周辺の２市９町で消費相談窓口を設置し

対応しています。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・食の安全・安心に関する問題、環境問題、悪質商法による被害や多重債務など、

消費生活に関する社会問題が深刻なものになっており、これらに対応した消費者

教育が必要です。 

・消費者被害を受けたことによる相談が増加しており、関係機関と連携し対応を強

化していくことが必要です。 

【基本目標】  

住民が消費者被害に巻き込まれないよう、消費生活に関する教育や相談を行い、

消費者被害の未然防止に努めます。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)消費生活に関する教育
の充実に努めます。  

・消費者教育に関する研修会の開催  

(2)消費生活に関する相談
体制の充実に努めま
す。  

・町民相談窓口での相談対応  

・函館市周辺２市９町の広域連携による消費相談窓口の運営  

・相談窓口（函館市消費生活センター）に関する情報提供  

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  
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※白紙  
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第６章 みんなで考え創っていくまちづくり  

 

子どもから大人まで、森町で暮らす人たちが自分のまちに関心や愛

着を持ち、より良いまちにしていこうという取り組みが、さらに広が

るまちづくりをめざします。  

 

 

対応する  

まちづくり項目  

６-１  コミュニティ、住民活動  

６-２  男女共同参画・人権尊重  

６-３  広報・広聴、住民参画  

６-４  自治体経営  

 

 

 

 

 

  



64 

６-１ コミュニティ、住民活動  

【現状】  

・平成 29 年（2017 年）現在、41 の町内会があり、様々な地域活動が行われていま

す。 

・各町内会には地区会館や生活館などの施設があり、コミュニティ活動の拠点とし

て利用されています。 

・本町では、まちづくり・人づくりなど地域活性化の可能性がある取り組みを応援

するため、わがまち振興事業※を募集し、住民活動を支援しています。 

※文化の育成、産業の振興、地域間交流、地域情報の発信、広報・宣伝、イベント開催、特
産品の奨励、地域活性化に関する取り組みを行う際に助成する事業です。  

【施策に取り組む背景・課題】  

・地区会館や生活館の中には老朽化している施設もあり、耐震性などどのように維

持していくかが問題となっています。 

【基本目標】  

地域をよりよくするためのコミュニティ活動やその活動拠点となる施設管理を支

援するとともに、まちづくり・ひとづくりにつながる住民の積極的な活動を応援し

ます。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)コミュニティ活動の促
進と拠点施設の維持管
理に努めます。  

・町内会の活動支援 

・町内会連合会の活動支援  

・地区会館や生活館の適切な維持管理  

・各地区会館等の再編成  

・各地区会館等のトイレ水洗洋式化  

(2)住民主体によるまちづ
くり活動を促進しま
す。  

・住民の多様なグループ活動、ボランティア活動の活性化  

・まちづくり活動を担う人材の発掘、育成  

・交流会の開催など世代や活動領域をこえた相互交流、ネッ
トワーク化 

・わがまち振興事業による住民活動の支援  

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  
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６-２ 男女共同参画・人権尊重  

【現状】  

・平成 27 年（2015 年）現在、本町の各種委員会等における女性比率は 10.3％であ

り、北海道平均（6.4％）を上回っていますが、審議会等における女性比率につい

ては 21.3％であり、北海道平均（34.1％）よりも下回っています。 

・人権尊重思想の普及高揚・啓発のために、人権教室や作文・ポスターコンテスト、

人権の花運動などを実施しています。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・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、庁内各課や関係機

関が連携することが必要です。 

・近年、インターネット（ＳＮＳ※１）における人権問題が増加しており(名誉棄

損・プライバシー侵害・画像公開等)救済手続きが難しくなってきています。人権

問題について教育・啓発の強化が必要です。 

・人権ポスター・作文のコンテストへの参加数が年々減少しており、各学校等へ参

加を促すことが必要です。 

・子どものみではなく、高齢者に対する身体的・心理的虐待が増加しており、住民

の関心と理解を深めることが必要です。 

【基本目標】  

性別にとらわれることなく住民一人一人が個性や能力を発揮できる男女共同社会

の実現をめざします。  

また、住民が互いの人権を尊重し合い、差別やいじめ、虐待などのないまちづく

りを進めます。  

※１：自分が書いた文章や写真、動画などをインターネット上で公開したり、他の人のもの
を見たり、インターネット上で交流できるネットワークを利用できるサービスです。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)男女共同参画への理解
を促すとともに、様々
な分野で男女共同参画
を促進します。  

・「男女共同参画計画」の策定の検討  

・各種委員会等への女性委員の登用促進 

・町民相談を通じたＤＶやハラスメント※２に関する相談対応  

(2)人権を尊重する意識を
高め、差別やいじめの
抑制に努めます。  

・社会を明るくする運動の実施  

・各学校・高齢者施設等での人権教室の開催  

・人権ポスター・作文のコンテスト、人権の花運動の実施  

(3)差別やいじめも含め人
権問題に関する相談体
制の充実に努めます。  

・町民相談窓口での対応  

・人権擁護委員による相談対応  

・人権に関する特設相談所の開設  

※２：DV はドメスティックバイオレンスの略で夫婦やパートナーなど男女間の暴力のことで
す。ハラスメントは嫌がらせのことです。  

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  
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６-３ 広報・広聴、住民参画  

【現状】  

・本町では、「広報もりまち」や町公式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。  

・町の公式ホームページについては、ウェブサイトのページ制作や更新、管理など

の作業が簡易に効率的にできるようＣＭＳ(コンテンツマネージメントシステム)

を平成 27 年（2015 年）に導入しました。 

・森町庁舎、砂原支所、森町公民館、砂原公民館に意見箱を設置し、まちづくりへ

の意見を常時集めているほか、町公式ホームページから意見や問い合わせメール

を受けられるよう整備しています。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・より広く情報を伝えられるよう情報手段を使い分けながら、効率良くかつ効果的

に広報を行うことが必要です。 

・多様化する住民からの声を時機に応じて行政に反映・公表することが必要です。 

・若い世代が主体的に地域の活動に参画する機会を増やしていくことが必要です。  

【基本目標】  

広報紙やホームページなどを通して、まちづくりに関する様々な情報や本町の魅

力を迅速にわかりやすく提供するとともに、住民の声を行政に反映できる機会を増

やし、協働のまちづくりを進めます。  

【施策】  

施策 施策の内容 

(1)町の情報をより速く分
かりやすく伝える広報
の充実に努めます。  

・広報委員会の開催 

・時代に合わせた情報提供（Ｗｅｂファースト※など） 

(2)住民からの声を集める
広聴の充実に努めま
す。  

・意見箱の設置(森町庁舎、砂原支所、森町公民館、砂原公民
館) 

・メールによる意見・問い合わせへの対応  

・移動町長室の実施 

(3)条例に基づき、町の情
報を公開します。  

・条例に基づいた情報公開の実施  

(4)まちづくりへの住民参
画を支援します。  

・計画策定時における審議会等の設置  

・町民参加型イベントなどの開催  

・若者や子育て世代の活動や相互交流の促進  

・若い世代のまちづくりへの参画促進（成人式の自主企画）  

※紙媒体よりも Web 媒体（インターネットでの情報提供）を優先して利用し、最新情報を迅
速に提供することです。  

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  
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６-４ 自治体経営  

【現状】  

・本町の平成 28 年（2016 年）度の歳入は 114 億 5,838 万８千円、歳出は 113 億

7,431 万２千円となっています。経常収支比率 93.0％、財政力指数 0.286、実質

公債費比率 14.8％です。地方債残高は 112 億 1,218 万２千円で、減少傾向にあり

ます。 

・職員の研修については、北海道市町村職員研修センター研修等を活用し、様々な

分野の研修を年間通じ受講できる体制にしています。  

・公共施設等の全体状況を把握し、財政負担を軽減・平準化と公共施設等の最適な

配置を実現するため、「公共施設等総合管理計画」を平成 28 年（2016 年）度に策

定し、長期的な視点で公共施設等の更新、統廃合、長寿命化等を計画的に行って

います。 

・広域行政については、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

会により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。また、函館市と渡島・檜山の 17 市町は「南北海道定住自立圏」を形成

し、函館市を中心に広域で役割を分担し、連携協力することにより、圏内の人口

定住を促進する取り組みを進めています。 

【施策に取り組む背景・課題】  

・研修だけでなく、各分野（町内会や各種団体）への職員の積極的な参加を促し住

民と接する機会を増やすことで人材育成につなげていくことが必要です。  

・マイナンバー制度が導入され、個人情報収集・公開についてはより一層の職員間

の連携と制度理解・知識を要することが必要です。 

・個人情報の適正な取り扱いに努めつつ、ＩＴ活用による事務事業の効率化や住民

サービスの充実に努めることが必要です。また、電子役場の構築をめざすには、

職員の情報セキュリティ意識を更に向上させることが必要です。  

・人口増加や住民ニーズ等に応じて整備された多数の公共施設の築年数は 30 年を超

え、耐震診断や耐震化が求められています。また、大量更新時期を迎え財政負担

が増大するなか、長期的な視点で更新、統廃合、複合化、長寿命化等を計画的に

行うとともに、最適な配置を実現することが求められています。  

・住民が納税しやすい環境を整えるとともに、新たな収納方法については、他の保

険料などの収納方法の動向もふまえて検討していくことが必要です。  

・渡島檜山圏域を取り巻く情勢は、全国平均を上回る人口減少率や、急速な高齢化、

生産年齢人口の減少、さらにはこれらに伴う経済活動の停滞化など大変厳しい状

況に置かれており、それらの課題解決に広域で取り組んでいくことが必要です。 

【基本目標】  

職員の意識や能力の向上を図り、効率的で効果的な住民サービスの提供、行政運

営に努めます。また、限られた財源を有効に活用し、住民満足度の高いまちづくり

を進めていくため、財源の確保に努めつつ、必要な施策を見極めながら、将来を見

据え計画的な財政運営を進めます。なお、広域で取り組むことで効果が高まる事業

については広域化を進めます。  
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【施策】  

施策 施策の内容 

(1)職員の人材育成に向け
た取り組みを進めま
す。  

・様々な分野の研修への職員の参加促進  

・人事評価制度活用による人材育成の推進  

・職員の行政視察の実施  

・職員の他団体への派遣促進 

・町民と接する機会を通じた人材育成機会づくり  

(2)迅速かつ効率的に事務
事業や住民サービスが
行える組織づくり、事
務環境の整備を進めま
す。  

・個人情報保護に向けたセキュリティ対策の充実  

・基幹システムの更新 

・職員の情報セキュリティ意識の向上促進  

(3)公共施設をはじめ公有
財産の適正な管理と運
用に努めます。  

・公共施設等の耐震診断・耐震化改修の実施  

・「公共施設等総合管理計画」の進捗状況の管理 

・公共施設等の建設、維持、運営に関する民間の資金活用
（ＰＦＩ）や官民連携（ＰＰＰ）の検討・推進  

・財産台帳の改良（利便性の向上）  

(4)収納率向上のため、納
付しやすい環境づくり
を進めます。  

・納税相談の実施、拡充  

・住民の納税意識の向上  

・口座振替の推進 

・固定資産標準宅地の鑑定  

・固定資産基礎データの更新  

・コンビニ収納など新たな収納方法の検討  

(5)函館市を中心とした南
北海道の市町と連携し
た取り組みを推進しま
す。  

・「南北海道定住自立圏共生ビジョン」に関する取り組みの推
進 

・ドクターヘリの運行など広域医療体制の充実  

・路線バス事業の維持・確保  

・合同研修など効率的な職員の人材育成  

・観光イベントや滞在型観光の促進など広域観光の推進  

・幹線道路ネットワークの整備  

・留学生受入体制整備や外国人観光客の誘客など国際化の推
進 

【関連する個別計画、ビジョンなど】  

計画名  計画期間  

南北海道定住自立圏共生ビジョン 平成２６年度～平成３０年度  

公共施設等総合管理計画  平成２７年度～平成３６年度  

 


