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１ 基本的な事項 

（１）石狩市の概況 

① 自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

ア 自然的条件 

石狩市は、道央圏の日本海側に位置し、東西 28.88 ㎞、南北 67.04 ㎞、総面積

は 722.42km2であり、南北に細長い地域で、北海道遺産「石狩川」の最下流部に

位置し、海、川、山の自然が豊かな地域となっています。 

厚田区及び浜益区は、石狩市の中部から北部にかけて位置し、暑寒別天売焼尻

国定公園に指定される急峻な海岸地形や山岳景観を有している地域です。厚田区

及び浜益区の総面積は市域全体の約８割を占め、その多くが山林であり、これら

を源として日本海へ注ぐ複数の河川の流域に集落が形成されています。 

気候は、対馬海流の影響による海洋性気候で、春から夏、秋にかけてはしのぎ

やすく、冬は季節風の影響などにより積雪は多いものの気温較差が少なく、日本

海地域の中でも比較的温暖な地域となっています。 

 

[過疎地域の位置図] 
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イ 歴史的条件 

明治 35 年に２級町村制を施行した石狩町（当時）は、江戸時代からサケ漁を

主産業として栄え、昭和 20 年代には砂地の造田化に成功し、道央の穀倉地とな

りました。昭和 40 年代後半からは、石狩湾新港地域の開発と花川地区の宅地化

が進んだことで急速に都市化が進み、平成６年には北方交易拠点として石狩湾新

港が開港しました。平成８年、道内 34 番目の都市として「石狩市」が誕生し、

平成 17 年 10 月１日には、厚田村、浜益村を廃置分合により石狩市に編入合併し

ました。 

 

○厚田区・浜益区 

「厚田区」は、明治２年に運上屋制度が廃止され開拓使扱いとなり、戸長役場

が設置されました。明治 35 年に２級町村制が施行され、厚田村、望来村となり、

明治 40 年、１級町村制の施行により両村が合併し「厚田村」となりました。 

「浜益区」は、明治２年の開拓使設置を契機に「浜益」として石狩国の一部に

編入され、その後明治５年に戸長役場が設置されました。明治 35 年に２級町村

制が施行され、浜益村、黄金村となり、明治 40 年、１級町村制の施行により両

村が合併し「浜益村」となりました。 

厚田村・浜益村の両村は、平成 17 年 10 月１日、廃置分合により石狩市に編入

され、両村のエリアには、旧合併特例法の規定に基づき、合併の日から 10 年間

を期限として「地域自治区」が設置されました。その後、地域自治区の設置が平

成 33 年３月 31 日まで延長されました。 

 

ウ 社会的、経済的条件 

石狩市は、国道２３１号を軸に、小樽市と千歳市を結ぶ国道３３７号が基幹道

路となっています。また、石狩湾新港は、昭和 48 年に重要港湾の指定を受け整

備され、平成 22 年には新規の直轄事業が可能となる重点港湾に、さらに平成 23

年には日本海側拠点港に選定されるなど、道央圏の物流拠点として発展を遂げて

おり、後背地には 600 社を超える企業が集積し、国際物流基地、エネルギー基地

として着実な発展を遂げています。 

厚田区及び浜益区は、国道２３１号が南北に縦断し、国道４５１号、道道１１

号、道道５２７号がそれぞれ東西を横断しています。両区とも農業、漁業など第

一次産業の比重が高く、地域経済の中心を担っており、また、豊かな自然を活か

した道央圏の観光拠点として期待されています。 
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② 過疎の状況 

厚田区及び浜益区の人口は、国勢調査の結果では、昭和 35 年の 13,670 人から

平成 22 年には 3,871 人と 71.7％減少しました。出生率の減少に伴い年少人口が低

下する一方、高齢者の比率は増加傾向にあり、総人口に占める割合は平成 22 年で

41.3％となっています。 

過疎地域の対策として、道路、水道、公営住宅、下水道等の生活環境整備、防

災対策、地場産業の育成などに取り組んでおりますが、高齢化の進行は止まらず、

農林水産業の低迷が、雇用の場の喪失などを生み、それにより若年層の都市部への

流出が進み、さらなる過疎化、高齢化を招く現象を生じさせています。 

両区では、平成17年 10月、石狩市への編入合併により、地域自治区、地域協議

会を設置し、地域住民の意思を反映した特色ある地域づくりを行うため、将来の課

題などについて検討を重ねるなど、地域の活性化に取り組んでおり、住民と行政

の協働による地域づくりを行っています。 

 

③ 社会的、経済的発展の方向の概要 

厚田区及び浜益区は、多彩な一次産品、大消費地に近い立地条件を生かし、札

幌圏の食の宝庫として、また、国定公園に指定されるなど多彩で魅力ある豊かな

自然環境を活かし、道央圏の観光拠点として諸施策の展開を図る必要があります。 

なお、平成 30 年には、厚田区及び浜益区の自然・歴史・食などのさまざまな

地域資源を複合的に活用し、域外需要を取り込み、交流人口の増加や農漁業を中

心とする地域産業の振興など、地域の活性化を図ることを目的として「道の駅」

（仮称：あったか・あいろーど）を、厚田区の国道２３１号にオープンする予定

です。 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

① 人口の推移と動向 

ア 市の人口の推移と動向 

市の総人口は、平成 22 年国勢調査において 59,448 人、総世帯数は 22,603 世

帯となっています。 

年齢階層別では、15 歳から 29 歳までの若年者人口は 8,001 人（13.5％）、65

歳以上の高齢者人口は 13,761 人（23.1％）となっています。 

市の総人口の推移をみると、昭和 45 年の 20,487 人から増加が続いていました
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が、平成 22 年から減少に転じており、平成 47 年の総人口は 49,575 人と推計さ

れています。 

年齢構成別にみると、財政負担の中心的な役割を果たす生産年齢人口は少子高

齢化の進展に伴い、ピーク時の 40,934 人から 25,944 人と大きく落ち込むことが

予想されています。 

世帯数については、昭和 35 年の 4,113 世帯から増加となっており、50 年間で

5.5 倍に増加しています。 

 

 

イ 地区別の人口の推移と動向 

○ 厚田区・浜益区 

厚田区及び浜益区の人口は、平成 22 年国勢調査において 3,871 人、総世帯数

は 1,752 世帯となっており、昭和 35 年の 13,670 人より減少が続き、50 年間の

減少率は 71.7％となっています。 

年齢階層別では、15 歳から 29 歳までの若年者人口は 301 人（7.8％）、65 歳以

上の高齢者人口は 1,600 人（41.3％）となっています。 

世帯数については、昭和 35 年の 2,468 世帯に対し、減少率は 29.0％となって

います。 

厚田区及び浜益区の人口減と少子高齢化は、昭和 35 年以降止まることなく続

いており、今後一層進むものと予想されます。 
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 表１－１（１） 人口の推移（国勢調査） 

○ 厚田区及び浜益区 

    （単位：人、％） 

区分 
昭和 35 年 昭和 40 年 昭和 45 年 昭和 50 年 昭和 55 年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 13,670 12,310 -9.9 9,984 -18.9 8,434 -15.5 7,184 -14.8 

０～14 歳 5,367 3,972 -26.0 2,548 -35.9 1,957 -23.2 1,464 -25.2 

15～64 歳 7,462 7,437 -0.3 6,508 -12.5 5,450 -16.3 4,643 -14.8 

 う ち 15

歳 か ら

29 歳（a） 
2,943 2,985 1.4 2,395 -19.8 1,675 -30.1 1,168 -30.3 

65 歳以上

(ｂ) 
841 901 7.1 928 3.0 1,027 10.7 1,077 4.9 

(ａ)/総数 

若年者比率 
21.5 24.2 － 24.0 － 19.9 － 16.3 － 

(ｂ)/総数 

高齢者比率 
6.2 7.3 － 9.3 － 12.2 － 15.0 － 

※総数に年齢不詳人口数は除く 

区分 
昭和 60 年 平成２年 平成７年 平成 12 年 平成 17 年 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 6,373 -11.3 5,804 -8.9 5,497 -5.3 5,167 -6.0 4,534 -12.3 

０～14 歳 1,118 -23.6 914 -18.2 749 -18.1 556 -25.8 464 -16.5 

15～64 歳 4,027 -13.3 3,514 -12.7 3,164 -10.0 2,944 -7.0 2,471 -16.1 

 う ち 15

歳 か ら

29 歳（a） 
854 -26.9 744 -12.9 692 -7.0 638 -7.8 467 -26.8 

65 歳以上

(ｂ) 
1,228 14.0 1,376 12.1 1,584 15.1 1,667 5.2 1,599 -4.1 

(ａ)/総数 

若年者比率 
13.4 － 12.8 － 12.6 － 12.3 － 10.3 － 

(ｂ)/総数 

高齢者比率 
19.3 － 23.7 － 28.8 － 32.3 － 35.3 － 

※総数に年齢不詳人口数は除く 

区分 
平成 22 年 

実数 増減率 

総数 3,871 -14.6 

０～14 歳 331 -28.7 

15～64 歳 1,940 -21.5 

 う ち 15

歳 か ら

29 歳（a） 
301 -35.5 

65 歳以上

(ｂ) 
1,600 0.1 

(ａ)/総数 

若年者比率 
7.8 － 

(ｂ)/総数 

高齢者比率 
41.3 － 

※総数に年齢不詳人口数は除く 
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○ 石狩市全体 

（単位：人、％） 

区分 
昭和 35 年 昭和 40 年 昭和 45 年 昭和 50 年 昭和 55 年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 23,028 20,832 -9.5 20,487 -1.7 24,646 20.3 40,759 65.4 

０～14 歳 8,714 6,677 -23.4 5,388 -19.3 6,311 17.1 11,101 75.9 

15～64 歳 12,992 12,770 -1.7 13,521 5.9 16,314 20.7 26,642 63.3 

 う ち 15

歳 か ら

29 歳（a） 
5,466 5,262 -3.7 5,187 -1.4 5,605 8.1 7,368 31.5 

65 歳以上

(ｂ) 
1,322 1,385 4.8 1,578 13.9 2,021 28.1 3,016 49.2 

(ａ)/総数 

若年者比率 
23.7 25.3 － 25.3 － 22.7 － 18.1 － 

(ｂ)/総数 

高齢者比率 
5.7 6.6 － 7.7 － 8.2 － 7.4 － 

※総数に年齢不詳人口数は除く 

区分 
昭和 60 年 平成２年 平成７年 平成 12 年 平成 17 年 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 48,013 17.8 53,135 10.7 57,704 8.6 59,323 2.8 60,100 1.3 

０～14 歳 12,438 12.0 11,550 -7.1 10,117 -12.4 8,688 -14.1 8,284 -4.7 

15～64 歳 31,347 17.7 35,822 14.3 39,774 11.0 40,934 2.9 40,225 -1.7 

 う ち 15

歳 か ら

29 歳（a） 
7,480 1.5 9,480 26.7 11,477 21.1 11,746 2.3 10,222 -13.0 

65 歳以上

(ｂ) 
4,228 40.2 5,763 36.3 7,813 35.6 9,701 24.2 11,591 19.5 

(ａ)/総数 

若年者比率 
15.6 － 17.8 － 19.9 － 19.8 － 17.0 － 

(ｂ)/総数 

高齢者比率 
8.8 － 10.8 － 13.5 － 16.4 － 19.3 － 

※総数に年齢不詳人口数は除く 

区分 
平成 22 年 

実数 増減率 

総数 59,448 -1.1 

０～14 歳 8,063 -2.7 

15～64 歳 37,624 -6.5 

 う ち 15

歳 か ら

29 歳（a） 
8,001 -21.7 

65 歳以上

(ｂ) 
13,761 18.7 

(ａ)/総数 

若年者比率 
13.5 － 

(ｂ)/総数 

高齢者比率 
23.1 － 

※総数に年齢不詳人口数は除く 
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 表１－１（２） 人口の推移（住民基本台帳） 

（単位：人、％） 

区分 
平成12年３月31日 平成 17 年３月 31 日 平成 22 年３月 31 日 

実数 構成比 実数 構成比 増減率 実数 構成比 増減率 

総 数 
厚田・浜益 5,361 － 4,898 － -8.6 4,225 － -13.7 

全体 60,464 － 61,176 － 1.2 61,109 － -0.1 

男 
厚田・浜益 2,626 49.0 2,386 48.7 -9.1 2,072 49.0 -13.2 

全体 29,421 48.7 29,787 48.7 1.2 29,658 48.5 -0.4 

女 
厚田・浜益 2,735 51.0 2,512 51.3 -8.2 2,153 51.0 -14.3 

全体 31,043 51.3 31,389 51.3 1.1 31,451 51.5 0.2 

 

（単位：人、％）   

区分 
平成 26 年３月 31 日 平成 27 年３月 31 日 

実数 構成比 増減率 実数 構成比 増減率 

総 数 

（外国人住民除く） 

厚田・浜益 3,678 － -12.9 3,590 － -2.4 

全体 59,599 － -2.5 59,127 － -0.8 

男 

（外国人住民除く） 

厚田・浜益 1,774 48.2 -14.4 1,735 48.3 -2.2 

全体 28,823 48.4 -2.8 28,612 48.4 -0.7 

女 

（外国人住民除く） 

厚田・浜益 1,904 51.8 -11.6 1,855 51.7 -2.6 

全体 30,776 51.6 -2.1 30,515 51.6 -0.8 

参

考 

男 

（外国人住民） 

厚田・浜益 1 8.3 － 1 7.7 0.0 

全体 59 33.1 － 67 45.6 13.6 

女 

（外国人住民） 

厚田・浜益 11 91.7 － 12 92.3 9.1 

全体 119 66.9 － 80 54.4 -32.8 
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表１－１（３） 人口の今後の見通し 

※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年３月推計）」より 

 

人口推計グラフ 
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② 産業の推移と動向 

ア 市の産業の推移と動向 

石狩市の平成 22 年国勢調査における第一次産業就業人口比率は 5.4％、第二次

産業就業人口比率は24.5％、第三次産業就業人口比率は70.0％となっています。 

昭和 35 年以降、第一次産業就業人口比率は減少し、第三次産業就業人口比率

は増加を続けています。 

 

イ 地区別の産業の推移と動向 

○ 厚田区及び浜益区 

厚田区及び浜益区の産業構造人口は、平成 22 年国勢調査における第一次産業

就業人口比率が 31.8％と、平成 17 年より 2.4 ポイント増加していますが、これ

は第二次産業就業人口が減ったため、相対的に比率が高まったものであり、第一

次産業就業人口自体は減少が続いています。 

今後、産業就業人口は、就業者の高齢化や後継者不足、公共事業の減少などに

よる影響が懸念されています。 
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表１－１（４） 産業別人口の動向（国勢調査） 

 （単位：人、％） 

区分 
昭和 35 年 昭和 40 年 昭和 45 年 昭和 50 年 昭和 55 年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 
厚田・浜益 6,468 5,634 -12.9 4,692 -16.7 3,863 -17.7 3,482 -9.9 

全体 11,129 9,773 -12.2 9,869 1.0 11,001 11.5 17,480 58.9 

第一次産業 

就業人口比率 

厚田・浜益 73.0 56.8 － 45.3 － 38.0 － 34.8 － 

全体 74.4 60.2 － 44.4 － 24.4 － 13.9 － 

第二次産業 

就業人口比率 

厚田・浜益 13.0 25.7 － 32.5 － 33.1 － 32.6 － 

全体 10.2 19.9 － 25.3 － 30.4 － 28.9 － 

第三次産業 

就業人口比率 

厚田・浜益 14.0 17.5 － 22.2 － 28.9 － 32.6 － 

全体 15.4 19.9 － 30.3 － 45.2 － 57.2 － 

※総数に分類不能の産業は除く 

区分 
昭和 60 年 平成２年 平成７年 平成 12 年 平成 17 年 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 
厚田・浜益 3,100 -11.0 2,787 -10.1 2,737 -1.8 2,592 -5.3 2,176 -16.0 

全体 20,330 16.3 23,292 14.6 27,206 16.8 28,003 2.9 27,576 -1.5 

第一次産業 

就業人口比率 

厚田・浜益 38.6 － 35.5 － 30.1 － 27.5 － 29.4 － 

全体 11.9 － 8.5 － 6.3 － 5.7 － 5.3 － 

第二次産業 

就業人口比率 

厚田・浜益 25.6 － 23.5 － 24.5 － 26.0 － 20.3 － 

全体 26.7 － 29.3 － 29.3 － 27.9 － 25.8 － 

第三次産業 

就業人口比率 

厚田・浜益 35.8 － 41.0 － 45.4 － 46.5 － 50.3 － 

全体 61.4 － 62.2 － 64.4 － 66.4 － 68.9 － 

※総数に分類不能の産業は除く 

区分 
平成 22 年 

実数 増減率 

総数 
厚田・浜益 1,809 -16.9 

全体 25,759 -6.6 

第一次産業 

就業人口比率 

厚田・浜益 31.8 － 

全体 5.4 － 

第二次産業 

就業人口比率 

厚田・浜益 17.5 － 

全体 24.5 － 

第三次産業 

就業人口比率 

厚田・浜益 50.7 － 

全体 70.0 － 

※総数に分類不能の産業は除く 
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（３）行財政の状況 

① 行財政の状況 

石狩市の行財政状況は、「財政再建計画」（平成 19 年度～平成 23 年度）の効

果により、一時の危機的状況を脱し、各種財政指標は緩やかな改善基調にあり

ます。 

     しかしながら、社会保障費をはじめとする経常的な経費が増加傾向で推移し

ていることに加え、今後新たな課題も想定されることから、「石狩市中期財政運

営の指針」（平成 24 年度～平成 28 年度）を策定し、世代間負担の公平化を図り、

次なる世代へ継承するための健全な財政基盤の構築に取り組んでいます。 

こうした取り組みの結果、平成 25 年度決算では、「財政健全化法」に基づく

４指標のうち、実質公債費比率は平成24年度決算から1.3ポイント改善し9.8％、

将来負担比率は平成 24 年度決算から 17.1 ポイント改善し 106.5％となり、改善

の傾向が見られるものの、全国平均と比較しますと依然として高水準で推移し

ており、さらなる地方債残高の減少が求められています。 

歳入は、市税収入が伸び悩み地方交付税への依存度が高まっている状況です

が、市村合併から 10 年が経過し、平成 28 年度以降、合併算定替（合併しなか

った際の普通交付税が全額保障される特例措置）が段階的に縮減され、平成 33

年度には完全に終了することから、今後一層厳しい状況が懸念されます。 

加えて、直面している少子・高齢社会への柔軟な対応、社会保障費などの義

務的経費の増嵩、公共施設の老朽化に伴う更新費用、国保会計や土地開発公社

への財政負担、過去の収支不足補てんのために行った基金借入金の返済などの

課題もあり、持続可能な財政基盤の回復に向けて、今なお厳しい財政環境が続

いています。 
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健全化判断比率の状況（参考） 

【平成 20 年度】                               （単位：％） 

区    分 石狩市 全道平均 全国平均 
本市における財政健全化法の指定基準 

早期健全化 財政再生団体 

実 質 赤 字 比 率 該当なし   12.71 20.00 

連結実質赤字比率 該当なし   17.71 40.00 

実質公債費比率 13.3 14.2 11.8 25.0 35.0 

将 来 負 担 比 率 148.1 128.4 100.9 350.0  

総務省及び北海道公表（確報）値 

【平成 24 年度】                              （単位：％） 

区    分 石狩市 全道平均 全国平均 
本市における財政健全化法の指定基準 

早期健全化 財政再生団体 

実 質 赤 字 比 率 該当なし   12.67 20.00 

連結実質赤字比率 該当なし   17.67 30.00 

実質公債費比率 11.1 10.7 9.2 25.0 35.0 

将 来 負 担 比 率 123.6 75.1 60.0 350.0  

総務省及び北海道公表（確報）値 

【平成 25 年度】                              （単位：％） 

区    分 石狩市 全道平均 全国平均 
本市における財政健全化法の指定基準 

早期健全化 財政再生団体 

実 質 赤 字 比 率 該当なし   12.66 22.00 

連結実質赤字比率 該当なし   17.66 30.00 

実質公債費比率 9.8 10.0 8.6 25.0 35.0 

将 来 負 担 比 率 106.5 65.9 51.0 350.0  

総務省及び北海道公表（確報）値 
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表１－２（１） 市町村財政の状況 

（単位：千円）  

                                資料：地方財政状況調 

区   分 
平成 12 年度 平成 17 年度 

石狩市 

平成 22 年度 

石狩市 

平成 25 年度 

石狩市 厚田村 浜益村 

歳 入 総 額 Ａ 3,432,684 3,151,550 32,541,068 31,849,644 31,163,709 

  

一 般 財 源 2,654,659 2,201,195 19,094,317 19,668,541 18,591,916 

国 庫 支 出 金 55,158 287,191 1,850,766 3,769,161 3,075,921 

都道府県支出金 108,812 298,593 1,039,123 1,507,374 1,451,557 

地 方 債 263,200 250,800 3,175,900 2,482,500 3,915,000 

  うち過疎債 182,100 152,800 369,600 4,900 40,600 

そ の 他 350,855 113,771 7,380,962 4,422,068 4,129,315 

歳 出 総 額 Ｂ 3,351,270 3,100,544 32,517,925 31,289,240 30,659,103 

  

義 務 的 経 費 1,259,081 1,243,112 10,491,387 12,065,213 12,158,356 

投 資 的 経 費 268,467 741,685 1,715,880 2,644,541 2,729,617 

  うち普通建設事業 237,381 580,369 1,715,880 2,547,570 2,685,382 

そ の 他 1,617,163 884,797 19,799,655 16,569,290 15,713,085 

過疎対策事業費 206,559 230,950 511,003 10,196 57,344 

歳入歳出差引額Ｃ（Ａ－Ｂ） 81,414 51,006 23,143 560,404 504,606 

翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ 353 2,715 101 103,939 87,413 

 実質収支 Ｃ－Ｄ 81,061 48,291 23,042 456,465 417,193 

財 政 力 指 数 0.162 0.099 0.528 0.549 0.511 

公 債 費 負 担 比 率 17.2 21.6 18.1 17.4 16.6 

実 質 公 債 費 比 率 － － 19.9 11.9 9.8 

起 債 制 限 比 率 5.2 12.4 12.5 10.7 9.9 

経 常 収 支 比 率 83.5 84.0 93.3 88.4 90.0 

将 来 負 担 比 率 － － － 154.4 106.5 

地 方 債 現 在 高 3,365,097 3,567,689 37,893,552 32,197,495 33,780,925 
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② 施設整備水準等の現況 

石狩市の平成 25 年度末時点における公共施設等の整備状況は、道路の改良率

79.8％、舗装率 77.1％、水道普及率 99.3％、水洗化率 92.9％となっています。

また、人口千人当たりの病床数は、12.4 床です。 

厚田区及び浜益区においては、道路の改良率 59.3％、舗装率 54.3％であり、

水道普及率については、水道施設の整備が計画的に進められたことにより 98.0％

となっております。水洗化率については、特定環境保全公共下水道事業などの実

施により、平成 22 年度末時点の 44.5％から 46.4％となっております。 

病院・診療所については、厚田区に民間の医院が１か所、浜益区に国民健康保

険診療所が１か所あり、人口千人当たりの病床数は 1.6 床となっています。 

 

表１－２（２） 主要公共施設等の整備状況 

区   分 
昭和 45 

年度末 

昭和 55 

年度末 

平成２ 

年度末 

平成 12 

年度末 

平成 22 

年度末 

平成 25 

年度末 

市町村道 

改良率(％) 
厚田・浜益 ― ― 40.8 54.5 59.3 59.3 

全 体 ― ― 64.7 76.4 79.5 79.8 

舗装率(％) 
厚田・浜益 ― ― 29.9 42.6 54.3 54.3 

全 体 ― ― 54.3 70.5 76.8 77.1 

農道延長(ｍ) 
厚田・浜益 0 842 1,787 13,262 10,679 10,679 

全 体 12,321 842 1,787 13,262 10,679 10,679 

耕地１ha 当たり農道延長(ｍ) 
厚田・浜益 ― ― 0.6 0.6 ― ― 

全 体 ― ― 0.3 2.2 ― ― 

林道延長(ｍ) 
厚田・浜益 0 31,677 74,215 80,252 86,988 87,128 

全 体 1,730 31,677 81,135 89,874 96,609 96,749 

林野１ha 当たり林道延長(ｍ) 
厚田・浜益 ― ― 1.5 1.5 ― ― 

全 体 ― ― 1.6 2.8 ― ― 

水道普及率(％) 
厚田・浜益 ― ― ― 91.4 97.9 98.0 

全 体 ― ― ― 97.3 99.3 99.3 

水洗化率(％) 
厚田・浜益 ― ― 0.3 0.3 44.5 46.4 

全 体 ― ― 50.5 82.8 91.8 92.9 

人口千人当たり病院 

・診療所の病床数（床） 

厚田・浜益 ― ― 2.0 2.0 1.5 1.6 

全 体 ― ― 0.2 0.1 12.2 12.4 

   資料：公共施設状況調、石狩市 
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（４）地域の自立促進の基本方針 

厚田区及び浜益区は、これまでの過疎地域自立促進特別措置法等に基づく取り

組み等により、道路や橋りょうなどの社会資本の整備や医療施設・公共交通機関

等の充実を図り、地域住民が安心して暮らすことのできる生活環境の整備に取り

組んできました。 

また、恵まれた地域資源と大消費地札幌市に隣接する強みを活かした取り組み

として、新たに朝市や観光案内所などを開設し、観光と一次産業の相乗的な振興

にも力を注いできました。 

全国的に進行する人口減少や高齢化の波は、両区において更に際立っており、

地域には、今なお一次産業の担い手不足や交通・教育のサービスの維持など多く

の課題が山積しています。 

そうした中、平成 17 年の市村合併を機に、両区に地域自治区が設置され、地

元住民で構成する「地域協議会」を核とした地域づくりが進められており、住民

自らが地域の歴史文化・自然環境を保全する活動を始めたほか、高齢化する住民

の移動手段を補完する「過疎地有償運送事業」や遊休公共施設を活用したレスト

ランの運営を手掛けるなどの動きも生まれてきました。 

 地域の自立には、住民が自ら地域を考え、地域に愛着と誇りを持って地域づく

りを実践することが何よりも重要です。 

これまでの取り組みの中で芽生えてきたこうした動きを大切に、今後も地域と

行政が一体となってさまざまな課題に取り組むとともに、北海道過疎地域自立促

進方針などと整合性を図りながら、生活インフラの整備のほか、基幹産業である

一次産業と観光の連携を柱として、経済の振興と活力ある地域づくりを進めて参

ります。  

（５）計画期間 

      平成 28 年４月１日から平成 33 年３月 31 日までの５箇年間とします。 

（６）公共施設等総合管理計画との整合 

      公共施設等の約半数が既に完成後 30年以上が経過し、老朽化が進んでいます。

こうした公共施設等は、大規模改修や建て替えを行わなければ安心して使用で

きなくなる可能性がありますが、人口減少や厳しい財政状況を鑑みると全ての

施設を維持・更新することは困難な状況にあります。 

このため、本市における施設の適切な規模とあり方を検討し、効率的・効果

的な公共施設等の最適な配置を実現する必要があります。 
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２ 産業の振興 

（１）産業振興の方針 

厚田区及び浜益区は、大消費地である道都札幌市に近接する立地条件、石狩

湾新港地域への600社を超える企業集積、暑寒別天売焼尻国定公園に指定された

海岸線や山並みなどの自然条件を活かし、主として農林水産業と観光振興を柱

とした産業振興を図って参ります。 

（２）農林水産業の振興 

農林水産業の振興のため、環境の変化に即した多面的な施策を図り、安全・

安心・新鮮な食料の提供など、魅力あるまちづくりを目指します。 

そのため、農業では、生産基盤の整備や農村環境、景観の維持活動の推進と

合わせ、後継者や新規就農者の育成、支援、女性の経営参画を積極的に進める

とともに、ＪＡなどとの連携による販路の確立、拡大、さらにはグリーンツー

リズムの取り組みや直売所の経営など、都市との交流による地域活性化と経営

の安定化を図ります。 

水産業については、漁港や漁業基盤整備を計画的に進め、「つくり育てる」水

産業の確立を目指すとともに、朝市の開催により、都市部の方々へ新鮮な魚介

類の販売を行うなど満足度の高いサービスを提供します。 

林業においては、災害防止など森林の有する多面的機能を十分発揮できるよ

う、間伐の実施など関係機関と連携し、森林の適正な管理に努めます。 

（３）地場産業及び商工業の振興 

基幹産業である農林水産業の産物を効率のよい手段で、最大の効果を得られ

る手法で提供することが産業発展の方策です。また、地域におけるコミュニテ

ィビジネスや地元商店街の取り組みを支援していくことにより、地域住民が生

きがいを持ち、地域そのものに誇りを持てるまちづくりを行います。 

（４）観光及びレクリエーションの方向と施策 

厚田区及び浜益区は、温泉や海水浴場のほか、「黄金山」や「千本ナラ」など

豊かな自然環境に恵まれており、ドライブルートとしても幅広く支持を得てい

ますが、今後さらに、歴史・食などの地域資源の活用のほか、スポーツツーリ

ズムの推進など、インバウンドも含めた交流人口の増加のため、「道の駅」の整

備を進めます。 
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（ア）現況と問題点 

① 農林業 

厚田区及び浜益区の農業は、地域経済の主要な基盤を形成しており、特に稲

作を中心に畑作、畜産が営まれています。畑作については、小麦を主体にそば、

南瓜、甜菜、馬鈴薯、ピーマンと伝統野菜である札幌大球（キャベツ）等の都

市近郊型作物のほか、果樹についても、さくらんぼ、リンゴなどの栽培が行わ

れています。 

畜産については、肉牛・豚等を飼育し、ブランディング化を図っていますが、

経営者の高齢化や後継者問題などから、戸数・飼養頭数ともに減少傾向にあり

ます。また、飼料となる穀物価格が高騰する一方で、産地間競争や安価な外国

産肉などの影響による価格の低迷が農業収支を悪化させており、今後において

さらに品質の向上や差別化に努めるなど、経営安定化の施策が求められていま

す。 

安全・安心・新鮮な食料を提供する魅力ある農業・農村の実現のため、環境

にやさしい「環境保全型農業」や「地産地消」、「６次産業化」など、時代の要

請に即した農業体制の確立が必要となってきており、農業生産基盤の充実を進

めながら、生産性の向上を目指すとともに、担い手の育成や農地の利用集積、

さらには経営の法人化（農業生産法人）の拡大と合わせ、地域特産物の導入、

加工体系の整備などを促進する必要があります。 

また、産地間競争に勝ち抜き、安定的な生産の確保と農業所得のなお一層の

向上を図るためには、他地域で生産される農畜産物との差別化された商品の開

発、高収益野菜への取り組みなど、知名度を向上させる取り組みも必要です。 

林業については、市総面積に占める森林面積は約74％と広大なものとなって

いますが、近年は輸入材などの影響により木材価格が変動し、森林所有者の林

業経営に対する意欲が後退している状況にありました。しかし、森林が地球温

暖化の抑制に大きく貢献していることや、森林整備を促す各種補助制度が整備

されていることに加え、関係団体等の努力により多くの情報発信がなされた結

果、少しずつ森林所有者の理解が得られ森林整備が向上する傾向にあります。

また、木質バイオマス発電事業者によるパルプ材等の需要が高まってきており、

木材価格が上昇傾向にあることも森林所有者の整備意欲の向上につながってお

ります。 

森林の適切な管理は、森林の持つ水源かん養機能、土砂流出防止機能及び地

球温暖化防止機能など多面的機能を高度に発揮させることから、引き続き森林

の計画的な整備が必要となっています。 
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［農家数の推移］ 

（単位：戸） 

区分 
 
年・地区 

総農家数 
専業別 経営規模別 

専業 
第１種 
兼 業 

第２種 
兼 業 

３ha 未満 ３～５ha ５～10ha 10～15ha 15ha 以上 

平成２年 
厚田・浜益 535 151 129 255 329 75 81 31 19 

全体 1,051 325 276 450 527 159 221 93 51 

平成７年 
厚田・浜益 462 141 110 211 273 57 75 32 25 

全体 909 292 244 373 437 125 193 88 66 

平成 12 年 
厚田・浜益 381 98 105 178 222 31 76 27 25 

全体 772 228 224 320 364 90 186 68 64 

平成 17 年 
厚田・浜益 232 85 83 64 83 31 63 40 15 

全体 493 198 175 120 170 58 123 102 40 

平成 22 年 
厚田・浜益 194 － － － 60 30 44 28 32 

全体 408 237 90 81 131 49 80 64 84 

  資料：農林業センサス 

 

［年度別経営耕地面積動向］ 

（単位：ha） 

       区分 

年・地区 
田 畑 樹園地 総数 

平成２年 
厚田・浜益 1,183 749 21 1,953 

全体 3,128 1,766 21 4,915 

平成７年 
厚田・浜益 1,196 901 21 2,118 

全体 2,995 1,957 22 4,974 

平成 12 年 
厚田・浜益 1,114 664 18 1,796 

全体 2,771 1,509 18 4,298 

平成 17 年 
厚田・浜益 1,161 605 17 1,783 

全体 2,889 1,378 17 4,284 

平成 22 年 
厚田・浜益 － － － － 

全体 2,740 1,575 12 4,327 

                                資料：農林業センサス 
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［農業生産額の推移］ 

（単位：千円） 

      区分 

年・地区 
水稲 一般作物 野菜類 果樹・畜産 合計 

平成 19 年 
厚田・浜益 413,153 81,042 118,969 73,364 686,528 

全体 965,140 363,916 1,264,056 73,364 2,666,476 

平成 20 年 
厚田・浜益 477,003 87,064 126,396 56,379 746,842 

全体 1,136,992 352,713 1,415,956 56,379 2,962,040 

平成 21 年 
厚田・浜益 384,830 83,385 123,031 49,510 640,756 

全体 979,731 435,176 1,313,809 49,510 2,778,226 

平成 22 年 
厚田・浜益 425,211 97,075 95,531 49,887 667,704 

全体 947,896 451,848 1,253,056 49,887 2,702,687 

平成 23 年 
厚田・浜益 518,986 58,875 97,625 56,012 731,498 

全体 1,159,094 384,803 1,215,739 56,012 2,815,648 

平成 24 年 
厚田・浜益 662,165 64,088 82,933 50,001 859,187 

全体 1,496,505 376,833 1,010,011 50,001 2,933,350 

平成 25 年 
厚田・浜益 550,536 71,320 90,038 69,000 780,894 

全体 1,254,235 379,084 1,123,888 69,000 2,826,207 

平成 26 年 
厚田・浜益 493,236 78,215 144,744 55,112 771,307 

全体 1,034,732 382,923 1,147,575 55,112 2,620,342 

                     資料：石狩市農業協同組合、北石狩農業協同組合 
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② 水産業 

厚田区及び浜益区の水産業は沿岸漁業を中心とし、かつてはニシン漁で栄えま

したが長期に渡る不漁から漁業の低迷する時期を迎えました。その後、サケをは

じめ、ヒラメ、ニシン等の放流事業に成功するなど、「捕る漁業」から「育てる漁

業」への転換の取り組みにより漁獲量の増加はみられるものの、長期的に安定す

るまでには至っていません。 

また、これらの地域においては漁業者の高齢化傾向は著しく、漁家数は年々減

少しています。 

さらに、トドやアザラシなどの海獣による水産資源の食害や漁具被害といった

漁業被害が問題となっています。 

今後も、漁業を支える人材の確保や資源管理型の漁業を推進し、近代的な漁業

技術の導入などにより経営改善を促進するとともに、都市近郊である利点を活か

した販路の拡大や朝市での販売促進など、多様な取り組みの中で経営の安定を図

っていく必要があります。 

 

［年度別漁獲高調］ 

（単位：千円） 

種類 
年度・地区 

魚類 水産動物 貝 類 海藻類 合 計 

平成 13 年 
厚田・浜益 486,888 175,665 81,639 18,426 762,618 

全体 694,362 230,205 117,459 18,426 1,060,452 

平成 15 年 
厚田・浜益 651,813 286,702 39,692 5,055 983,262 

全体 912,680 361,890 89,748 5,055 1,369,373 

平成 17 年 
厚田・浜益 668,183 314,319 82,318 947 1,065,767 

全体 938,344 364,572 127,160 947 1,431,023 

平成 19 年 
厚田・浜益 641,965 361,291 54,793 8,680 1,066,729 

全体 907,338 427,114 87,560 8,680 1,430,692 

平成 21 年 
厚田・浜益 614,808 327,902 319,576 7,791 1,270,077 

全体 1,033,133 397,053 344,719 8,251 1,783,156 

平成 23 年 
厚田・浜益 597,658 310,215 66,287 1,441 975,601 

全体 922,561 373,712 87,799 1,441 1,385,513 

平成 25 年 
厚田・浜益 600,826 316,044 27,082 630 944,582 

全体 980,468 414,458 47,754 630 1,443,310 

 資料：北海道水産現勢 
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③ 地場産業及び商工業 

地場産業は、地域の経済や雇用の確保に大きな役割を果たしますが、消費の低

迷や公共事業の削減などの環境変化により、厳しい状況におかれています。 

厚田区及び浜益区の商業は、小規模な個人経営の小売業が主体となっており、

その取扱商品も食料品・日用品等であることから、収益性は低い状況となってい

ます。地域住民は比較的、都市の大型店舗を利用することから、直接消費に結び

ついていない現状があり大きな課題となっています。 

④ 観光及びレクリエーション 

厚田区及び浜益区は、暑寒別天売焼尻国定公園などの自然景勝に恵まれ、温泉

や海水浴場などのほか、新鮮で豊富な農水産物など魅力的な観光資源があり、夏

場を中心に海水浴場や温泉、ドライブなどに毎年多くの観光客が訪れます。 

しかし、昨今の多様化する観光ニーズに対して観光客を十分に満足させるだけ

の資源の活用手法や受け入れ体制が充実していないという現状もあります。 

こうしたことから、市村合併により拡大した情報発信力を有効に活用し、地

域が保有する豊富な情報を的確に市民や事業者に発信するとともに、観光客が

求める多様なニーズに応えるため、観光関連団体・企業・事業者をはじめ、基

幹産業である農漁業・地域住民・市が協働して観光素材を掘り起こし、磨き上

げ、癒しや感動を与えることのできる、ホスピタリティ（おもてなしの精神）

あふれる体制づくりなど、多面的な取り組みを進めていくことで、「魅力があり、

観光で地域が潤うまち」の実現を目指すことが重要です。 

また、単に市内に数多くの観光施設を開設させることを目的とせず、既存の

観光資源の保存・再生・活用に重点を置いた観光振興を目指し、「何度も訪れた

くなるような魅力ある観光地づくり」イコール「住んでみたい街づくり」を進

めていく必要があります。 

今後において、自然・歴史・食などの地域資源を複合的に活用し、住民を主

体とする様々な団体の活動をさらにステップアップさせるとともに、厚田区及

び浜益区の水平線に沈む夕日など美しい眺望や森林・海岸線などの魅力ある自

然を活かした地域活性化の取り組みが必要となっています。 
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［観光入り込み客数の推移］ 

       （単位：千人、％） 

 区分 
年度・地区 

入込客数 日帰客 宿泊客 日帰客率 宿泊客率 

平成 17 年 
厚田・浜益 847 758 89 90 11 

全体 1,734 1,627 107 94 6 

平成 18 年 
厚田・浜益 847 758 90 89 11 

全体 1,726 1,622 104 94 6 

平成 19 年 
厚田・浜益 848 787 61 93 7 

全体 1,549 1,474 75 95 5 

平成 20 年 
厚田・浜益 848 792 56 93 7 

全体 1,998 1,934 64 97 3 

平成 21 年 
厚田・浜益 870 823 47 95 5 

全体 1,888 1,834 54 97 3 

平成 22 年 
厚田・浜益 830 802 28 97 3 

全体 1,723 1,691 32 98 2 

平成 23 年 
厚田・浜益 787 771 16 98 2 

全体 1,709 1,693 16 99 1 

平成 24 年 
厚田・浜益 803 789 14 98 2 

全体 1,716 1,702 14 99 1 

平成 25 年 
厚田・浜益 805 789 16 98 2 

全体 1,818 1,802 16 99 1 

平成 26 年 
厚田・浜益 806 791 15 98 2 

全体 1,817 1,802 15 99 1 

資料：石狩振興局 
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（イ）その対策 

① 農林業 

〔 農  業 〕 

１）農業生産基盤の整備 

 ①農業用施設整備の促進 

②ほ場等の整備事業 

③土づくりの奨励 

④草地の維持管理 

２）経営形態の強化 

 ①農業の協業化・集団化の推進 

②機械共同利用組織の育成 

③生産コストの削減 

④農業経営の近代化 

⑤農業生産体制の確立 

⑥畜産経営の合理化 

⑦農業技術の開発 

⑧魅力ある農家づくり 

⑨女性の経営参画 

⑩後継者の育成 

⑪情報の収集・活用 

３）農業生産・流通の促進 

 ①良質米の生産 

②野菜類や果樹生産の推進 

③地域特産物の導入 

④肉牛・乳牛飼育の振興 

⑤養豚の振興 

⑥家畜防疫の推進 

⑦加工食品の開発と食品産業の育成 

⑧販売施設の充実 

⑨流通販路の拡大 

⑩地産地消の推進 

⑪観光農園の推進・都市との交流 
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〔 林  業 〕 

１）林業の振興 

 ①森林施業の推進 

②林業経営の育成 

③森林の整備・管理 

④特用林産物の栽培奨励 

⑤間伐の実施 

⑥森林の多目的利用 

 

② 水産業 

〔 水 産 業 〕 

１）漁業の振興 

 ①漁港施設、漁業基盤の整備 

②漁業環境の整備促進 

③漁業資源の拡大・管理 

④養殖漁業の推進 

⑤漁業の共同化・協業化の推進 

⑥漁業経営の体質強化 

⑦商品価格高騰への対策 

⑧担い手の育成・新規就労の推進 

⑨水産加工品の商品開発 

⑩朝市の充実等都市との交流推進 

⑪流通販路の拡大 

⑫都市部での需要拡大策 

 

③ 地場産業及び商工業 

〔 地場産業及び商工業 〕 

１）商業の振興 

 ①地場企業等育成と産業技術の開発促進 

②人材育成と確保 

③地場産財の普及と販路拡大 

④活力ある地域産業の展開 

⑤地場企業等の支援システムの形成 
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④ 観光及びレクリエーション 

〔 観光及びレクリエーション 〕 

１）観光及びレクリエーションの振興 

 ①観光資源の活用・整備 

②魅力ある観光ルートづくり 

③国や道との連携 

④石狩ブランドの確立 

⑤産品販売体制の整備・充実 

⑥グリーンツーリズムの推進 

⑦受け入れ体制の整備 

⑧情報ネットワークの整備・充実 

⑨交通ネットワークの整備・充実 

⑩人とまちの連携強化 

⑪観光事業者への支援 

⑫広域観光の推進 

⑬アウトドア・スポーツの推進 
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（ウ）計画 

 

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

１ 産業の振興 (1)基盤整備 

農業 

野菜栽培施設整備事業 

ビニールハウス整備ほか 
農協 

 

農業農村整備事業 

 道営経営体育成基盤整備事業ほ

か 

北海道 

 

日本型直接支払交付金事業 

 多面的機能支払ほか 
団体 

 

市営牧野整備事業 石狩市  

林業 

 

未来につなぐ森づくり推進事業 

 私有林植栽ほか 
森林組合 

 

市有林整備事業 

 伐採、植栽、保育、間伐ほか 
石狩市  

水産業 水産資源増養殖事業 

 サケ、ニシン、ナマコほか 
漁協 

 

地域水産物供給基盤整備事業 

魚礁整備ほか 
北海道  

(4)地場産業の振

興 

 生産施設 

生産施設整備事業 

 地場産物生産施設整備ほか 
石狩市 

 

 加工施設 加工施設整備事業 

 地場産物加工施設整備ほか 
石狩市 

 

 (8)観光又はレク

リエーション 

厚田区観光施設整備事業 

公園施設改修ほか 
石狩市  

厚田浜益観光看板整備事業 石狩市  

浜益区海水浴場環境整備事業 石狩市  

重点「道の駅」整備事業 

郷土歴史資料の展示、農海産物

直売、特産品販売、地域活動拠点、

アウトドア・スポーツ活動拠点な

ど多様な機能を包括する拠点の形

成及び産業の振興に資する法人へ

の出資 

石狩市 

 

浜益保養センター整備事業 石狩市  

食と農の未来づくり事業 

 自給自足の里モデル地区づくり 
団体  
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自立促進施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

 (9)過疎地域自立

促進特別事業 

起業支援事業 

地域課題への対応や地域資源の

活用の促進を図るため、地域住民

の起業意識の高揚と事業立ち上げ

時の補助等の事業を行う。 

石狩市 

 

観光客誘致推進事業 

多様化する観光ニーズに対応す

るため、観光客の受入体制の整備

や観光モデルコースづくりなど観

光振興事業を展開する。 

石狩市 

 

望来地区基幹水利施設管理事業 

農家経営の安定を図るため、用

水の安定供給に寄与する望来地区

基幹水利施設の管理を行う。 

石狩市 

 

海獣被害防止対策事業 

 トド等の海獣被害を防止するた

め、爆音機の設置などの防止対策

事業を行う。 

漁協 

 

商品・サービス開発事業 

地域産業の振興を図るため地域

資源を活用した商品・サービス等

の開発事業を展開する。 

石狩市 

 

食と農の未来づくり事業 

農業の振興を図るため、地産地

消の取り組みや農産物エキスパー

ト養成事業などを行う。 

団体 

 

産業振興施設維持補修事業 

 既存施設の延命を図る。 
石狩市  
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３ 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交

流の促進 

（１）交通通信体系の整備の方針 

厚田区及び浜益区においては、南北に縦貫する国道２３１号が基幹交通路と

なることから、当該ルートを通る公共交通手段は将来とも確保していきます。

また、地区内移動手段としてのスクールバス混乗等市町村運営有償運送や過疎

地有償運送、さらには、厚田区内にある札幌方面への路線バスの発着点と浜益

区を結ぶデマンド交通の運行など、ニーズに対応した多様な手法で地域の足を

守ります。 

（２）道路の整備 

主要幹線道路や市道の計画的整備により、地域や産業のさらなる発展を目指す

とともに、人と車の共存により、安全・快適に移動できるための整備に努めます。 

（３）電気通信施設の整備 

災害時の情報伝達など、情報・通信網の整備は、これからの必須生活インフ

ラと位置づけ、都市部との格差が生じないよう的確に整備を進めるよう努めま

す。 

（４）地域間交流の促進 

近年、食や自然、地域の文化、歴史等への関心の高まりから、旧石狩地区や

札幌などの都市部との交流が盛んに行われています。地域間交流は、地場産業

の振興だけでなく、人材の育成や地域活性化にも欠かせないものであることか

ら、今後も地域住民との協働により一層の推進を図ります。 
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（ア）現況と問題点 

① 交通確保対策 

厚田区及び浜益区の都市部への公共交通機関は、路線バスが運行されており、

住民の通学・通院・買物など生活上重要な役割を果たしています。しかし、１

日の便数が少ないことから、自家用自動車を利用する住民が多く、バス利用者

は減少傾向にあり、それにより路線数が減らされ、さらに利便性が損なわれる

といった悪循環が生じており、札幌浜益間の民間路線バスが廃止されるなど、

地域の生活交通の確保が困難な状況となっています。 

このため、利用実態の情報を逐次住民にも提供し、その理解と協力を得なが

ら、引き続きバス路線の確保に向け努力をしていくとともに、既に取り組んで

いるスクールバス混乗等市町村運営有償運送の実施、ＮＰＯ法人の「過疎地有

償運送」事業へのバックアップ、さらには、厚田区内にある札幌方面への路線

バスの発着点と浜益区を結ぶデマンド交通の運行などを通じて、地域生活に必

要な交通の確保を図る必要があります。 

 

② 道路 

厚田区及び浜益区の交通体系は、広域幹線道路として、札幌市と留萌市を結

ぶ国道２３１号が日本海沿いを南北に貫く大動脈となっており、これに交差す

る形で国道４５１号や道道１１号、同５２７号が、それぞれ滝川市や当別町へ

の連絡道路としてネットワークが形成されています。 

これら広域幹線道路は、広域道路網として地域間の経済交流のための基軸と

なるとともに、農林水産業の振興や観光資源の有効活用を図るためにも重要な

役割を果たしており、交通混雑の解消や歩行者の安全確保のための整備促進が

求められています。 

こうした幹線道路を補完する形で生活道路網が構築されていますが、いまだ

舗装率が 54.3％（平成 25 年度末）にとどまっている状況にあります。 

生活道路は、住民生活に最も密着した生活基盤であり、未舗装道路の整備を

推進するとともに、除排雪体制を充実させ、経年劣化等に対応した適切な維持

補修を図る必要があります。 
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③ 電気通信施設及び情報化 

厚田区及び浜益区において、災害時における迅速で確実な情報伝達のため、防

災行政無線の整備が必要です。また、両区の一部に存在する携帯電話不通エリア

についても、その解消に向け、引き続き事業者に働きかけを行う必要があります。 

 

④ 地域間交流 

厚田区及び浜益区は、雄大な自然、新鮮な農水産物など都市圏の人々を魅了す

る資源あふれる地域です。それらを有効に活用した各種イベントの開催やグリー

ンツーリズム等の促進を図るとともに、これらの情報を都市部の人々に的確に伝

えていくことで、さらなる地域間交流の促進を図る必要があります。 
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（イ）その対策 

① 交通確保対策 

１）交通機関の確保 

 ①広域交通機関の確保 

②地域公共交通機関の確保 

② 道路 

１）道路網の整備促進 

 ①広域道路の整備促進 

②生活道路・橋梁の整備推進 

③農林道の整備促進 

④冬期間の防雪対策 

 

③ 電気通信施設及び情報化 

１）通信・情報体系 

 ①地域情報通信基盤の整備 

②高度情報化対策の推進 

③防災通信設備の充実 

 

④ 地域間交流 

１）地域間交流 

 ①産業まつりや交流事業の充実 

②地域情報発信の強化 
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（ウ）計画 

 

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

２ 交通通信体系

の整備、情報化

及び地域間交流

の促進 

(1)市町村道 

道路 

生活道路改修事業 

望来中通線ほか 
石狩市 

 

橋りょう 橋梁補修事業 

 栄橋ほか 
石狩市  

(2)農道 農道整備事業  

 農道整備柏木第２地区事業ほ

か 

石狩市 
 

(3)林道 林道整備事業 

 毘砂別線ほか 
石狩市  

(6)電気通信施設等

情報化のための

施設 

防災行政用無線

施設 

防災行政無線施設整備事業 石狩市 

 

(7)自動車等 

自動車 
有償旅客運送自動車整備事業 石狩市 

 

(9)道路整備機械等       

  

除排雪車両整備事業 

除排雪車両の購入ほか 
石狩市 

 

(11)過疎地域自

立促進特別事業 

有償旅客運送事業 

交通空白地域において、乗合

運行事業を行う。 

石狩市 

 

スクールバス混乗運行事業 

 区民の日常生活の交通手段を

確保するため、スクールバスの

混乗運行事業を行う。 

石狩市 

 

公共路線バス運行費補助事業 

区民の交通手段を確保するた

め、公共路線バス運行業者に対

し、運行費の補助を行う。 

石狩市 

 

通信環境対策事業 

都市部との情報格差の解消を

図るため、携帯電話不通区間の

解消に向けた民間事業者への働

きかけなどの事業を行う。 

石狩市 

 

(12)その他 河川改修事業 

 幌新川ほか 
石狩市  
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４ 生活環境の整備 

（１）生活環境の整備の方針 

「資源循環型社会」の実現を目指し、市民・事業者・行政の役割分担と連携

により、ごみのリフューズ（発生回避）、リユース（再使用）、リデュース（排

出抑制）、リサイクル（再資源化）などを推進し、家庭系・事業系ごみ総量を減

らし、資源化率の上昇を図ります。 

上・下水道の整備に関しては、安全・安心な水を安定的に供給するとともに、

下水道その他排水処理施設の充実に努めます。 

安全な生活の確保のため、消防・防災体制を充実し、市民の生命、身体、財

産を災害から守るとともに、被害を最小限に抑えるよう努めます。 

また、住民自らが地域の環境を保全しようとする動きを支援するとともに、

定住の促進や一次産業の担い手確保などにもつながる住宅需要への対応を図る

ため、既存の空家や遊休公共施設等の有効活用を促進する取り組みを進めてい

きます。 

 

（ア）現況と問題点 

① 水道施設 

厚田区においては、送配水管の老朽化により各所で漏水があったため、過去

において布設替えを行いました。 

浜益区においても、老朽化した配水管の布設替えを順次行い、さらに平成 21

年度には浜益浄水場のろ過池の改修も行っています。 

これらのことから、以前より安定した水道水の供給を図れるようになっては

いますが、依然として、配水管から各家庭に引き込む、老朽化した給水管など

からの漏水が続いており、結果的に低い有収率が続いています。 

今後においても、給水管などからの漏水調査や、配水池などの老朽度診断等を

行い、基幹施設の耐震化を含めた更新計画を立案し、計画的な施設更新の実施と

漏水量の抑制によって、水道水の安定的な供給基盤の構築と経営の安定を図る必

要があります。 

また、千代志別などの飲雑用水供給施設についても、適切に維持管理すること

に努めます。 
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② 下水道処理施設 

厚田区では、環境衛生の向上と公共用水域の保全のため特定環境保全公共下水

道事業の供用が開始され、水洗化率の向上を目標に加入促進を図るとともに、今

後も事業の推進が必要です。 

また、厚田区及び浜益区の生活環境及び公衆衛生の向上のため、人口散在地区

においても有効な手段である個別排水処理施設整備事業を計画的に推進する必

要があります。 

 

③ 廃棄物処理施設 

一般廃棄物処理は、北石狩衛生センターにより行われていますが、近年、環境

意識の高まり、リサイクルの浸透、ごみの有料化などにより家庭ごみの減量化が

進んでいます。ごみの減量化によりごみ処理施設本体や最終処分場の延命化を図

るとともに、資源循環型社会を目指すため、住民、事業者による各種リサイクル

事業の実施や減量化の推進が必要となっています。 

また、各自治会及び各事業所との連携により不法投棄の防止や早期発見に取り

組んでおり、一定の成果は見られるものの、後を絶たない不法投棄に対する啓発

や、監視活動の強化をより一層図る必要があります。 

 

④ 火葬場 

厚田区及び浜益区の火葬場について、施設の計画的な修繕など、適切に維持管

理する必要があります。 

 

⑤ 消防・救急施設 

厚田区及び浜益区の消防体制については、「石狩北部地区消防事務組合」によ

り広域的に取り組んでおり、今後においても消防施設・設備や救急体制等の計画

的な整備や防火意識の高揚に努める必要があります。また、非常備消防体制とし

て団員の確保及び高齢化の解消が課題となっています。 

防災対策については、集落の多くが日本海沿岸に形成されていることから、津

波災害や急傾斜地の崩落などの土砂災害が憂慮されているほか、林野の火災予防

も重要となっており、災害発生時の住民への迅速な連絡体制の確立と避難路・避

難場所の確保など、対応策が求められます。 
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⑥ 公営住宅 

厚田区及び浜益区における公営住宅は、耐用年数を経過し老朽化が著しいもの

が多くなってきています。 

引き続き、居住環境の向上とともに、地域のニーズに対応した公営住宅の適正

な供給に努める必要があります。 

⑦ その他 

厚田区及び浜益区において地域単位で墓地が整備されており、各墓地の環境

の維持、整備に努める必要があります。また、使用を終えた遊休公共施設の老

朽化による破損等によって周辺の環境・治安に悪影響を与えないよう対策を行

う必要があります。 

サービスステーション（給油所）は、自動車及び暖房器具の燃料などエネル

ギー供給の拠点であるだけでなく、災害時には応援協定に基づいて食料・飲料

の供給や、情報伝達が行われる災害対応の拠点として機能することから、給油

所の維持に取り組む必要があります。 

 

（イ）その対策 

① 水道施設 

１）より安全で安定した水道水の供給 

 ①水道供給施設の改修事業 

②水道水の安定的な供給基盤の構築と経営の安定 

② 下水道処理施設 

１）下水道・排水処理の整備 

 ①下水道の整備促進 

②合併処理浄化槽の整備促進 

③ 廃棄物処理施設 

１）ごみの収集・処理 

 ①ごみ収集体制の充実 

②ごみの減量化、再利用化の推進 

③不法投棄の監視強化 
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④ 火葬場 

１）火葬場の整備 

 ①火葬場施設の維持管理 

⑤ 消防・救急施設 

１）消防体制の強化 

 ①常備・非常備消防体制の充実 

②消防施設の充実 

③災害時の連絡体制、避難路・避難場所の対策 

２）救急業務体制の強化 

 ①救急業務体制づくり 

⑥ 公営住宅 

１）公営住宅の整備 

 ①住宅の整備 

②住宅の維持管理 

⑦ その他 

１）墓地の整備、遊休施設の整理活用等 

 ①墓地の維持管理、墓参道の整備 

②遊休施設の整理活用 

２）地域エネルギー供給拠点の整備 

 ①サービスステーション（給油所）の維持 
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（ウ）計画 

 

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

３  生活環境の整備 (1)水道施設 

 上水道 
老朽化施設更新事業 石狩市 

 

その他 飲雑用水供給施設改修事業 

千代志別水道施設ほか 

水道組合･

自治会 

 

(2)下水道処理施設 

公共下水道 
特定環境保全公共下水道事業 石狩市 

 

その他 個別排水処理施設整備事業 石狩市  

(4)火葬場 火葬場施設整備事業 石狩市  

(5)消防施設 防火水槽整備事業 
消防事務

組合 

 

消防団分団詰所整備事業 
消防事務

組合 

 

消防車両整備事業 

 水槽付消防ポンプ自動車ほか 

消防事務

組合 

 

(6)公営住宅 公営住宅整備事業 

単身者住宅改修事業ほか 
石狩市  

 (7)過疎地域自立促

進特別事業 

空家等活用促進事業 

定住の促進や一次産業の担

い手確保に必要な住宅需要に

対応するため、空家バンクの

構築など空家等の流通を促進

するための事業を行う。 

石狩市 

 

定住促進支援事業 

定住の促進を図るため、民間

事業者が行う住宅整備などの事

業に対し、経費補助などの支援

を行う。 

石狩市 

 

環境保全活動支援事業 

地域活動の促進と森林等の

環境保全を図るため、住民が

行う保全活動等に対し、経費

補助などの支援を行う。 

石狩市 

 

 老朽施設等解体撤去事業 

 老朽化した公共施設等の解体

及び撤去を行う。 

石狩市 
 

 生活環境施設維持補修事業 

 既存施設の延命を図る。 
石狩市 
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自立促進施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

 (8)その他 あつたふるさとの森整備事業 

植林、管理道路草刈ほか 
石狩市 

 

 墓参道整備事業 石狩市  

  遊休施設整理活用対策事業  石狩市  

  地域エネルギー供給拠点整備事

業 

 サービスステーション地下タ

ンク入れ換えほか 

民間事業

者、農協 
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５ 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

（１）高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進の方針 

      厚田区及び浜益区の人口が減少を続ける中、国勢調査による平成22年度の高

齢化比率は41.3％となっており、その後もさらに高齢化は進行しています。平

成27年度からの「石狩市高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画」に基

づき、高齢者福祉及び介護保険事業の方向性を示すとともに、介護保険事業の

安定的運営を行います。 

障がいのある人が尊厳と生きがいを持ち、住み慣れた地域で心豊かに安心し

て暮らすことができるまちの実現を目指します。 

      子どもの保健及び福祉の向上及び増進を図るため、心身ともに健康な子ども

が育つような子育て環境を整えるとともに、現代社会が抱える子育ての困難性

を解消し、子育てを楽しめる環境づくりを推進します。 

（２）高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進を図るため

の対策 
       

高齢者が安心して、健やかに暮らし続けられるまちを基本理念とし、健康づ

くりの推進、自立を支えるサービスの提供、生活の質の確保、魅力あるまちづ

くりの推進、高齢者を地域で支えるコミュニティづくりを目標として取り組み

ます。 

      障がいのあるなしにかかわらず、誰もが幸せを実感でき、心豊かに安心して

暮らすことができるまちを基本理念とし、共生のまちの推進、安心で心豊かに

暮らせるまちの推進、自分らしく生き生きと生活できるまちづくりを目標とし

て取り組みます。 

 

（ア）現況と問題点 

① 高齢者等の保健及び福祉 

厚田区及び浜益区においては、昭和 35 年以降、平成 22 年までに人口が 71.7％

と大幅に減少しましたが、世帯数は 29.0％と小幅な減少となっています。これは、

世帯員数が減少したことを示しており、核家族化の進行や若年層の流出などの影

響により、高齢者の単身独居世帯、高齢者夫婦世帯などが増加したことを顕著に

表しています。こうした現状の中で、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心
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して自立した生活を送れるよう在宅福祉サービスへの要望も高まっており、保

健・医療サービスなどと一緒に提供できるシステムづくりが課題となっています。 

これまで、「保健センター」、「特別養護老人ホーム」、「認知症高齢者グループ

ホーム」などの保健福祉施設の整備充実が図られてきましたが、今後は、町内会

等での高齢者の見守りなどによる安否確認や引きこもり防止などの取り組みを

進め、長寿社会を明るく活力ある社会としていくための高齢者への支援体制など、

総合的な方策を行政と市民が一体となって講じていきます。 

障がいのある方にとって、社会の仕組みが原因となっている暮らしづらさや、

障がいを理由とした差別、社会参加等が制限されるような制度などの障壁を取り

除くことが課題となっています。そのため、障がいに対する正しい理解の促進、

権利擁護体制及び相談支援体制の整備並びに社会参加・本人活動・余暇活動の充

実が必要です。 

② 子どもの保健及び福祉 

若者の都市部への流出、出生率の低下により、少子化が進んでおり、厚田区及

び浜益区の平成 22 年度の若年者比率は 7.8％となっています。 

核家族化の進行、地域環境の変化、少子高齢化などにより、現代社会において

は、子育て環境が変化してきています。そのため、子どもが健やかに成長できる

ための環境の整備、子育てを行う親への支援体制、ネットワークの確立が課題と

なっています。保育園や学校、家族、地域社会が一体となって子どもを見守る環

境づくりの拡充が必要です。 
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（イ）その対策 

① 高齢者等の保健及び福祉 

〔 高齢者 〕 

１）高齢者福祉の充実 

 ①高齢者保健福祉施設の整備充実 

②高齢者が在宅で自立した生活を送れるための環境整備 

２）高齢化に対応した地域づくり 

 ①高齢者の社会参加の促進 

②高齢者の健康づくりの支援 

③地域における高齢者の見守りなどのネットワークづくり 

３）介護保険対象外のサービス及び事業の整備 

 ①介護予防事業 

②生活支援サービス及び地域リハビリテーションの充実 

  

〔 障がい者 〕 

１）障がい者福祉の充実 

 ①障がいに対する正しい理解の促進 

②権利擁護体制及び相談支援体制の整備 

③社会参加・本人活動・余暇活動の充実 

 

② 子どもの保健及び福祉 

１）子どもの福祉の充実 

 ①子どもの施設・環境・事業の充実 

②地域ぐるみの子育て支援体制づくり 

③子育てを行う親への相談、ネットワークの構築 
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（ウ）計画 

 

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

４ 高齢者等の保

健及び福祉の向

上及び増進 

(1) 高齢者福祉施

設 

老人ホーム 

高齢者福祉施設整備事業  

 施設改修ほか 

石狩市・

社会福祉

法人 

 

(3)児童福祉施設 

 保育所 
厚田保育園整備事業ほか 石狩市 

 

(8)過疎地域自立

促進特別事業 

ひとり暮らし高齢者等支援事

業 

高齢者等が地域で安心して

暮らし続けられるよう、ひと

り暮らしの高齢者の安否確認

事業を行う。 

石狩市 

 

住民健康教室支援事業 

区民の健康推進を図るた

め、地域団体が実施する健康

相談や食生活の改善指導等の

事業に対し、市職員の派遣な

どの支援を行う。 

石狩市 

 

福祉バス運行事業 

高齢者等の社会参加の機会

を確保し高齢者福祉の充実が

図られるよう、福祉バスを運

行する。 

石狩市 

 

へき地保育所地域活動事業 

 へき地保育所を活用して、

在宅の乳幼児が親子連れで集

う場を提供し、園児との遊び

を通じて地域における異年齢

児交流と在宅での子育てに関

する育児相談を行う。 

石狩市 

 

高齢者等保健福祉施設維持補

修事業 

既存施設の延命を図る。 

石狩市 

 

(9) その他 福祉バス車両整備事業 石狩市  
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６ 医療の確保 

（１）医療の確保の方針 

現在、厚田区及び浜益区において、厚田区に民間の医院、浜益区に国民健康保

険診療所が１か所、両区に民間の歯科医院がそれぞれ１か所あり、住民の健康管

理や地域医療に重要な役割を果たしています。厚田区においては、医療機関への

送迎バスを運行し、また、浜益区においてもスクールバス混乗により医療機関へ

の交通手段の確保に努めていきます。 

 

（ア）現況と問題点 

 

毎日、健康で暮らすためにも、地域医療の確保は重要な課題です。 

厚田区及び浜益区は、身近な医療機関があることにより、区民の安全・安心な

医療体制は確保されておりますが、今後は、広域医療体制として、市内をはじめ、

札幌市や滝川市の医療機関とも連携を図りながら、高度医療の治療が必要な患者

の搬送・治療の迅速化を図っていく必要があります。 

 

（イ）その対策 

 

１）医療体制の充実 

 ①地域医療の維持及び充実 

②広域医療の充実 

③医療設備の整備及び更新 
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（ウ）計画 

 

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

５ 医療の確保 (1)診療施設 

病 院 

あつた中央クリニック改修

事業 
石狩市 

 

診療所 医療機器等整備事業 石狩市  

医師住宅整備事業 石狩市  

 その他 医療機関送迎車両整備事業 石狩市  

(3)過疎地域自立

促進特別事業 

地域医療確保対策事業 

安心な地域医療の確保を図

るため、国民健康保険診療所

の運営や民間医療機関の運

営費の一部を補助する。 

石狩市 

 

(3)過疎地域自立

促進特別事業 

医療事務システム整備事業 

安心な地域医療の確保に

必要な国民健康保険診療所

の医療事務システムをリー

スにより整備する。 

石狩市 

 

医療施設維持補修事業 

 既存施設の延命を図る。 
石狩市 
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７ 教育の振興 

（１）教育の振興の方針 

子ども達が日々学ぶ場は、安心で安全、かつ良好な環境でなければなりません。 

このため、学校がその機能を充分に発揮できるよう、規模も含め教育環境の改

善に向けた取り組みを行うとともに、学校や給食施設等の老朽化への対応を進め

ます。 

また、「石狩市教育プラン」を策定し、その基本構想の理念を『自らの意志を

もって学び、成長することを喜びに感じ、かつ思いやりをもって人と触れ合うこ

とに豊かさを感じ、協働により未来の地域社会を担う「自立する市民」を育む』

として取り組んでいます。 

なお、施策等の推進にあたっては、平成 27 年に設置した「総合教育会議」に

おいて、市長と教育委員会が共通認識に立ち、さらなる連携を図って参ります。 

（２）図書館その他の社会教育施設等の整備等 

市内には、図書館本館と３つの分館があり、浜益区に１か所、厚田区では、学

校図書館の地域開放事業を行っています。また、本館にある図書を分館より取り

寄せることができるサービスを行うなど充実を図っています。 

「子どもの読書活動推進計画」に基づき、乳幼児には、これまでの乳児を対象

としたブックスタートに加え、家庭などにおいて親子で本に親しむ「家読（うち

どく）」を推進するほか、図書館、市民ボランティア、関係団体と連携を図りな

がら子どもが本に親しむ機会を増やします。 

また、健康で快適なライフスタイルを送るため、スポーツ・レクリエーション

活動の機会の充実を図り、心身ともに健康で豊かに過ごせる環境を整備します。 

 

（ア）現況と問題点 

① 学校教育 

厚田区及び浜益区においては、過疎化、高齢化の進行による人口減少とともに、

児童・生徒数も年々減少傾向にあります。このため、子ども達にとってより良い

教育環境となるよう、統合などによる学校規模の改善を図る必要があり、学校施

設については、児童・生徒の安全確保の視点と教育環境の充実の視点から、老朽

化の進んだ校舎、屋内運動場等の改修を行う必要もあります。また、過疎地域の

デメリットを解消するＩＣＴ等を活用した教育環境の整備、一貫教育や地域と一
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体となった学校運営の推進など、地域の特色を活かした学校づくりが求められて

います。さらに、学校より遠隔地に住む児童・生徒のため、定期的なスクールバ

スの整備も必要です。市村合併後においては旧石狩市内の学校と交流学習をする

「パートナースクール」事業を行うことにより、多くの児童と触れ合える機会を

持つなど、地域間交流に取り組んでいます。 

また、学校外での子どもたちの多様な体験活動の場と指導者の確保等、家庭・

地域などが一体となって環境づくりを図っていく必要があり、さらには、青少年

の健全な育成という共通の願いと目標を持つ学校教育と社会教育とが、連携を一

層進めて、学習の場や学習内容の一部を共有しながら、学社融合を推進する必要

があります。 

情報化や国際化へ向けた教育など、指導内容の充実を図り、計画的な教育機器

の整備充実、教職員住宅の整備や遠距離通学への対策も必要です。 

学校給食については、近年、食育の重要性が特に増してきており、望ましい食

習慣や栄養バランスのとれた食生活は、成長期である子どもたちの心身の健全な

成長には必要不可欠であるため、引き続き、学校給食の充実が求められています。 

 

② 図書館その他の社会教育施設等 

児童生徒が読書活動や調べもの学習に活用する学校図書館を整備するととも

に、図書館や地域と連携し、楽しく本に触れることができる環境づくりが必要で

す。科学技術の著しい発展や産業構造、雇用情勢の急激な変化、就業形態の多様

化が進み、社会が大きく変化していく中で、特にインターネットに代表される情

報化の進展は著しく、人々の学習ニーズも多様化、高度化してきており、こうし

た状況への対応が求められています。 

近年、健康や体力づくりに対する関心が高まり、気軽に取り組めるウォーキン

グやレクリエーション活動などスポーツに参加する人々が増加する傾向にあり

ます。市民が心身ともに健康でいきいきと過ごし、充実した生活を送るためには、

スポーツ・レクリエーション活動を継続的に実践し、健康の増進に努めていくこ

とが極めて肝要です。 

特に、高齢者の多い厚田区及び浜益区にあっては健康とスポーツの政策を効果

的に進めるため、施設の有効活用や運営、学習内容の質の向上を図り健康増進と

体力づくりを進める必要があります。 

 

       

 



 
石狩市過疎地域自立促進市町村計画 

 47

（イ）その対策 

① 学校教育 

１）義務教育環境の充実 

 ①学校規模の改善 

②教育施設、設備の充実 

③学校教育内容の充実 

④学校給食の充実 

⑤教職員住宅の整備、研修の充実 

⑥スクールバスの整備 

② 図書館その他の社会教育施設等 

１）社会教育の推進 

 ①社会教育推進体制の充実 

②図書に触れ合う機会の創出 

③学校図書館の充実 

④生涯学習の環境づくり 

⑤集会施設等の整備 

⑥高齢者教育の推進 

⑦指導者・リーダーの養成・確保 

⑧スポーツ施設の有効活用等の充実 
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（ウ）計画 

 

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

６ 教育の振興 (1)学校教育関連施

設 

校舎 

小中学校校舎整備事業 

小学校校舎改修ほか 石狩市 

 

屋内運動場 小中学校屋内運動場整備事業 

 小学校屋内運動場改修ほか 
石狩市 

 

屋外運動場 小中学校屋外運動場整備事業 

 小学校屋外運動場改修ほか 
石狩市 

 

教職員住宅 小中学校教職員住宅整備事業 石狩市  

スクールバス・ 

ボート 
スクールバス整備事業 石狩市 

 

その他 給食配送車両整備事業 石狩市  

(3)集会施設、体育

施設等 

 集会施設 

厚田総合センター整備事業 石狩市  

集会所等整備事業 

 実田会館施設修繕ほか 
石狩市 

 

 体育施設 スポーツ施設整備事業 

 設備改修ほか 
石狩市 

 

図書館 市民図書館分館整備事業 石狩市  

(4)過疎地域自立促

進特別事業 

相互交流支援事業 

子どもたちが多くの児童

と触れ合う機会を持つなど

地域間交流を進めるため、市

内学校間の交流学習事業を

行う。 

石狩市 

 

教育振興施設維持補修事業 

 既存施設の延命を図る。 
石狩市 
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８ 地域文化の振興等 

（１）地域文化の振興等の方針 

地域に根ざした文化活動・団体などに対する支援や、多様な文化や歴史に触れ、

親しむ機会や場の充実により、住民が地域に愛着を持ち、豊かな心が育つことを

目指します。 

（２）地域文化の振興等に係る施設の整備等 

芸術・文化は、ゆとりや潤いなど、精神的な充足を与えるほか、地域の個性や独

自性を生み出すなど、地域の活性化と密接に結びついていることから、今後とも、

各種芸術・文化団体による自主的な活動の一層の促進や、芸術・文化の鑑賞機会

や発表機会の拡充など、市民の芸術・文化活動をより活発化していくことが求め

られています。 

また、貴重な文化財は、郷土に対する理解と関心を高めるとともに、歴史や伝統

文化を内外に発信する上で大きな役割を担っていることから、今後とも、適切な

調査や保存、まちづくりへの積極的な活用、触れ合える機会の拡充が必要です。 

 

（ア）現況と問題点 

 

厚田区では、ニシン漁で栄えた当時の様子を伝える厚田資料室を、厚田が輩出

した４人の偉人(佐藤松太郎・子母澤寛・戸田城聖・吉葉山潤之輔)に特化した資

料室として、平成 22 年にリニューアルを行ったところであり、これにより来館者

は著しく増加しています。 

また浜益区では、ニシン漁とともに栄えた地域の歴史を物語る郷土資料館のほ

か、有形・無形文化財を有するなど、数多くの文化的遺産に恵まれており、これ

らが観光資源と相まって相乗効果が期待されています。 

このように、道内屈指の歴史を有する厚田区及び浜益区では、地域の魅力を存

分に引き出し、かつ地域に住む人々の誇り・愛郷心を醸成するために、古（いに

しえ）から存する優れた文化的遺産や郷土芸能などの保護・伝承に努める必要が

あります。 

また、魅力ある地域創出を図るうえでも、地域の方々の自発的な文化活動を促

進し、学習機会の拡充や指導者の養成にも積極的な支援をする必要があります。 
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（イ）その対策 

 

１）地域文化の振興 

 ①地域文化活動・団体に対する支援 

②芸術・文化活動の鑑賞・発表機会の拡充 

③文化・歴史による住民が地域に価値を見い出す環境づくり 

④文化財の保護・活用 

⑤郷土芸能の保存・継承 

⑥資料収集・保存管理施設等の整備 

 

 

（ウ）計画 

 

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

７ 地域文化の振

興等 

 

 

(1)地域文化振興施

設等 

地域文化振興施 

設  

資料収集・保存管理施設等の整

備事業 

はまます郷土資料館ほか 
石狩市 

 

(2)過疎地域自立促

進特別事業 

地域文化保全活動支援事業 

固有の歴史・文化を活かし

た地域づくりを図るため、住

民が行う優れた文化的遺産や

郷土芸能などの保護・伝承活

動等に対し、経費補助などの

支援を行う。 

石狩市 

 

地域文化振興施設維持補修事業 

 既存施設の延命を図る。 
石狩市 

 

(3)その他 史跡名勝の整備活用事業 

史跡「ハママシケ陣屋」､名

勝「黄金山」等の看板資料等の

整備 

石狩市 
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９ 集落の整備 

（１）集落の整備の方針 

地域への愛着心を高めるため、町内会やコミュニティなどの地域活動が必要と

なります。そのため、集会所や高齢者施設などを活用し、地域間交流、世代間交

流の機会の充実を目指します。 

 

（ア）現況と問題点 

 

厚田区は 11 集落に６の集会施設等、浜益区においては、13 集落に８の集会施

設等があります。集落は、住民の生活の最小単位であることから、住民生活の向

上のため、住環境の整備を図り、定住化を推進する施策の展開に努めることが求

められるとともに、機能を維持することが難しくなる小規模な集落については、

関係住民の意向を尊重しながら、状況に応じ地域の実情に即した方策の検討も必

要となります。 

また、地域内におけるコミュニティ活動の推進が重要であり、組織の強化とリ

ーダーの育成に努め、住民のコミュニティ意識の高揚を図ることが急務となって

います。 

 

（イ）その対策 

 

１）集落環境の整備 

 ①町内会やコミュニティなどの地域活動の活性化 

②地域、世代を超えた交流機会の拡大 

③地域性に合わせた生活環境施設の整備 

④集落の特性を活かした魅力づくりによる環境の整備 

⑤地域リーダーの育成 

⑥集落支援員の導入 
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（ウ）計画 

 

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

８ 集落の整備 (2)過疎地域自立促

進特別事業 

集落生活支援事業 

住み慣れた地域で安心して

生活ができるよう、小規模高

齢化集落に対し、間口除雪等

の生活支援サービスを提供す

る。 

石狩市 

 

集落活性化支援事業 

地域団体の活動を支援する

ことで、地域コミュニティの

活性化を図る。 

石狩市 

 

集落支援員の導入 

集落の巡回、状況把握等を実

施し、集落対策を推進する。 

石狩市 
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10 その他地域の自立促進に関し必要な事項 

（ア）現況と問題点 

 

厚田区及び浜益区は、長い歴史に育まれた文化や慣習を有し、それぞれが地域

に誇りと愛着を持って特色のあるまちづくりに取り組んできました。 

両区の人口流出や高齢化の傾向は、今なお歯止めが掛かっておりませんが、

地域の自立には、そこに住む人が自らの想いを活かして地域づくりを実践して

いくことが何より求められています。 

本市は、市村合併を機に、住民の意思を反映した地域づくりを進めるため、両

区に「地域自治区」を設置するとともに、特色ある地域づくりを図る事業の財源

として「地域づくり基金」を設置しました。 

地域自治区では、地元住民で構成する「地域協議会」が核となって、地域の

課題や振興策などについて、さまざまな話し合いが行われており、そこで生ま

れたアイディアを基に、住民自らが地域づくり基金を活用して、一次産業の振

興や地域交流の促進、共助の精神を実践する地域福祉などのさまざまな事業に

取り組んでいます。 

また、平成 26 年から、都市部の人材を両区における新たな担い手として受け

入れ、地域力の充実と強化を図るため、地域おこし協力隊を導入したことによ

り、地域資源の発掘や域内の交流機会の創出、地域活動支援などの取り組みが

行われております。 

今後も、こうした仕組みを活用して、住民の熱意や創意工夫を凝らした取り組

みを推進し、地域の活性化や振興につなげていくことが、住み慣れた地域で安心

して生活ができる地域づくりを行ううえで重要な課題となっています。 

 

（イ）その対策 

 

１）住民の地域づくり活動の推進 

 ①地域協議会を核とした地域づくりの実践 

②地域住民の自主的な地域活動の促進 

③地域づくり基金の積極的活用 

２）コミュニティ活動の支援や、地域資源の発掘及び活用 

 ①地域おこし協力隊による地域の活性化 



 
石狩市過疎地域自立促進市町村計画 

 54

（ウ）計画 

 

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

９ その他地域の

自立促進に関し

必要な事項 

 地域おこし協力隊の導入 

コミュニティ活動の支援や、

地域資源の発掘及び活用を行

う。 

石狩市 
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事業計画（平成 28 年度～32 年度） 過疎地域自立促進特別事業分 

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

１ 産業の振興 (9)過疎地域自立促
進特別事業 

起業支援事業 
地域課題への対応や地域資源

の活用の促進を図るため、地域
住民の起業意識の高揚と事業立
ち上げ時の補助等の事業を行
う。 

石狩市 

 

観光客誘致推進事業 
多様化する観光ニーズに対応

するため、観光客の受入体制の
整備や観光モデルコースづくり
など観光振興事業を展開する。 

石狩市 

 

望来地区基幹水利施設管理事業 
農家経営の安定を図るため、

用水の安定供給に寄与する望来
地区基幹水利施設の管理を行
う。 

石狩市 

 

海獣被害防止対策事業 
 トド等の海獣被害を防止する
ため、爆音機の設置などの防止
対策事業を行う。 

漁協 

 

商品・サービス開発事業 
地域産業の振興を図るため地

域資源を活用した商品・サービ
ス等の開発事業を展開する。 

石狩市 

 

食と農の未来づくり事業 
農業の振興を図るため、地産

地消の取り組みや農産物エキス
パート養成事業などを行う。 

団体 

 

産業振興施設維持補修事業 
 既存施設の延命を図る。 

石狩市 
 

２ 交通通信体系
の整備、情報化
及び地域間交流
の促進 

(11)過疎地域自立
促進特別事業 

有償旅客運送事業 
交通空白地域において、乗

合運行事業を行う。 
石狩市 

 

スクールバス混乗運行事業 
 区民の日常生活の交通手段
を確保するため、スクールバ
スの混乗運行事業を行う。 

石狩市 

 

公共路線バス運行費補助事業 
区民の交通手段を確保する

ため、公共路線バス運行業者
に対し、運行費の補助を行う。 

石狩市 

 

通信環境対策事業 
都市部との情報格差の解消

を図るため、携帯電話不通区
間の解消に向けた民間事業者
への働きかけなどの事業を行
う。 

石狩市 
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自立促進施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

３  生活環境の整
備 

(7)過疎地域自立促
進特別事業 

空家等活用促進事業 
定住の促進や一次産業の担

い手確保に必要な住宅需要に
対応するため、空家バンクの
構築など空家等の流通を促進
するための事業を行う。 

石狩市 

 

定住促進支援事業 
定住の促進を図るため、民間

事業者が行う住宅整備などの事
業に対し、経費補助などの支援
を行う。 

石狩市 

 

環境保全活動支援事業 
地域活動の促進と森林等の

環境保全を図るため、住民が
行う保全活動等に対し、経費
補助などの支援を行う。 

石狩市 

 

老朽施設等解体撤去事業 
老朽化した公共施設等の解体

及び撤去を行う。 
石狩市 

 

生活環境施設維持補修事業 
 既存施設の延命を図る。 

石狩市 
 

４ 高齢者等の保
健及び福祉の向
上及び増進 

(8)過疎地域自立促
進特別事業 

ひとり暮らし高齢者等支援事
業 

高齢者等が地域で安心して
暮らし続けられるよう、ひと
り暮らしの高齢者の安否確認
事業を行う。 

石狩市 

 

住民健康教室支援事業 
区民の健康推進を図るた

め、地域団体が実施する健康
相談や食生活の改善指導等の
事業に対し、市職員の派遣な
どの支援を行う。 

石狩市 

 

福祉バス運行事業 
高齢者等の社会参加の機会

を確保し高齢者福祉の充実が
図られるよう、福祉バスを運
行する。 

石狩市 

 

へき地保育所地域活動事業 
 へき地保育所を活用して、
在宅の乳幼児が親子連れで集
う場を提供し、園児との遊び
を通じて地域における異年齢
児交流と在宅での子育てに関
する育児相談を行う。 

石狩市 

 

高齢者等保健福祉施設維持補
修事業 

既存施設の延命を図る。 
石狩市 
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自立促進施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

５ 医療の確保 (3)過疎地域自立促
進特別事業 

地域医療確保対策事業 
安心な地域医療の確保を図

るため、国民健康保険診療所
の運営や民間医療機関の運営
費の一部を補助する。 

石狩市 

 

医療事務システム整備事業 
安心な地域医療の確保に必

要な国民健康保険診療所の医
療事務システムをリースによ
り整備する。 

石狩市 

 

医療施設維持補修事業 
 既存施設の延命を図る。 

石狩市 
 

６ 教育の振興 (4)過疎地域自立促
進特別事業 

相互交流支援事業 
子どもたちが多くの児童と

触れ合う機会を持つなど地域
間交流を進めるため、市内学
校間の交流学習事業を行う。 

石狩市 

 

教育振興施設維持補修事業 
 既存施設の延命を図る。 

石狩市 
 

７ 地域文化の振
興等 

(2)過疎地域自立促
進特別事業 

地域文化保全活動支援事業 
固有の歴史・文化を活かし

た地域づくりを図るため、住
民が行う優れた文化的遺産や
郷土芸能などの保護・伝承活
動等に対し、経費補助などの
支援を行う。 

石狩市 

 

地域文化振興施設維持補修事業 
 既存施設の延命を図る。 

石狩市 
 

８ 集落の整備 (2)過疎地域自立促
進特別事業 

集落生活支援事業 
住み慣れた地域で安心して

生活ができるよう、小規模高
齢化集落に対し、間口除雪等
の生活支援サービスを提供す
る。 

石狩市 

 

集落活性化支援事業 
地域団体の活動を支援する

ことで、地域コミュニティの
活性化を図る。 

石狩市 

 

集落支援員の導入 
集落の巡回、状況把握等を実

施し集落対策を推進する。 
石狩市 

 

９ その他地域の
自立促進に関し
必要な事項 

 地域おこし協力隊の導入 
コミュニティ活動の支援や、

地域資源の発掘及び活用を行
う。 

石狩市 
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