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はじめに
日高町は、平成 18 年 3 月 1 日に「日高町」と「門別町」が合併し、新しい日高町として

誕生しました。平成 20 年 3 月には、10 年間のまちづくりの指針となる日高町総合振興計
画を策定し、その計画の実現に向けたまちづくりを推進してきました。

この間、人口の減少や少子高齢化が進み、地域経済の低迷、度重なる自然災害など、本町
を取り巻く環境は一層厳しいものとなりました。また、人々の価値観やライフスタイルが多
様化し、経済的な豊かさとともに心の豊かさやゆとりを求めるようになり、さらには、地域
分権社会が進展する中で、自治体運営は、自主・自立が求められるようになりました。

こうした新たな諸課題に対応し、まちづくりを総合的・計画的に実施するため、第 2 次日
高町総合振興計画を策定し、町の政策の基本的な考え方や方向性を明らかにします。

計画の構成
全体を基本構想、基本計画及び実施計画で構成します。

基本構想

基本計画

実施計画

将来を展望した町の姿と町政全般の政策展開等
の基本的な考え方を記述します。

基本構想の実現に向け、現況と課題、目指す姿、
施策の方向性など戦略的な視点に立った記述と
します。

基本計画で定められた施策を、限られた財源の
中で効果的に実施するための計画として具体的
な施策・事業を明らかにするものであり、別に
定めることとします。
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社会情勢の変化に伴い生じる新たな課題や町民のニーズに的確に対応し、個性と魅力ある
まちづくりを推進するため、「町民と行政との協働」「地域の特性を活かす」「自助と自立」
をまちづくりの基本姿勢とします。

日高町のまちづくりは、三つの基本姿勢に基づき、住民や企業の活力を基盤にそれぞれの
地域特性を生かし、人々がいきいきと働き、学び、安心し笑顔に包まれ暮らすことのできる
まちづくりの継続を将来像とします。さらに、この将来像を実現するための六つの基本方針
を定めます。

日高町のまちづくりの目指す姿
基 本 構 想

基本姿勢

将 来 像

町民と行政との協
働によるまちづくり

1 地域の特性を活か
したまちづくり

2

基本方針

将来の人口・世帯数

土地利用の基本方針

自助と自立による
まちづくり

3

いきいきと働き、学び、安心と笑顔で暮らせるまち

安心して暮らせる健康・福祉のまちづくり
保健・医療・福祉分野❶

快適で安全なまちづくり
生 活 基 盤 分 野❹

産業が元気なまちづくり
産 業 分 野❷

新しい自治を推進するまちづくり
住 民 ・ 協 働 分 野❺

豊かな心を育む教育・文化のまちづくり
教 育 ・ 文 化 分 野❸

行財政の効率的なまちづくり
行 財 政 分 野❻

目 標 年 次 に お け る 将 来
人口は、平成 39 年度末で
10,102 人と設定します。

また、近年の住民基本台帳
による世帯数の推移を勘案
し、平成 39 年度末の世帯数
を 5,819 世帯と推計します。

項　　目 現状（平成 29年） 目標年次（平成 39年）
総人口 12,356 人 10,102 人

人口構成
年少人口 11.5％ 9.2％
生産年齢人口 55.1％ 52.7％
老年人口 33.4％ 38.1％

世帯数 6,236 世帯 約 5,819 世帯
1世帯あたり平均人員 1.98 人／世帯 1.74 人／世帯

※年少人口（0 ～ 14 歳）、生産年齢人口（15 ～ 64 歳）、老年人口（65 歳以上）

本町の基幹産業である農業用地の保全、森林資源の保全を基本として、本町の生態
系を支える中心的な自然環境を保全し、貴重な地域資源を良好な状態で次世代へ受け
継ぐこととします。また、自然や社会特性を活かした市街地や住宅の整備など、計画
的に均衡のある土地利用を進めます。
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日高町のまちづくり施策　　　
基 本 計 画

基本方針

推進施策

少子高齢化社会の急速な進展や単身世帯の増加など、社会情勢の大きな
変化に伴う多様なニーズに対し、保健・医療・福祉サービスの一層の充実・
連携を図り、乳幼児・高齢者・障がいのある人など全ての町民が自分ら
しく安心して健やかに住み続けられるまちづくりをめざします。

１　地域福祉の充実
【めざす姿】地域における課題を一人ひと
りが「我が事」として捉える意識を醸成し、
地域の持つ力と公的な支援体制が連携する
ことで、町民が主体的に課題解決を試みる
ことができる環境整備が進んでいる。

①介護予防・生活支援の充実
②生きがい対策の充実
③介護保険サービスの提供
④高齢者福祉施設・設備の充実
⑤地域包括ケアシステムの推進

施　策

２　高齢者福祉の充実
【めざす姿】高齢者が元気に地域活動や生
きがい活動に参加することができ、また、
要介護・援護高齢者や認知症への支援の輪
が広がる地域社会づくりと、要介護高齢者
の増加を防ぐ体制の整備が進んでいる。

施　策

①障がい者（児）福祉の充実
②社会参加の促進
③医療制度・医療サービスの充実

３　障がい福祉の充実
【めざす姿】障がいのある人とない人が、と
もに社会の一員として自立した社会生活を送
ることのできる地域社会づくり、また障がい
のある人やその家族が住み慣れた地域で安心
して生活できる地域社会づくりが進んでいる。

施　策

①子育て環境の充実
②子育て支援の充実

４　子育て支援の充実
【めざす姿】子育てに対する関心と理解が
深まり、子どもが健やかに育ち、子どもを
安心して生み育てることのできる環境や支
援体制づくりが進んでいる。

施　策

５　医療体制の充実
【めざす姿】町民ニーズに対応した的確な
医療サービスを提供し、信頼される病院及
び診療所づくりに努め、経営の健全化に取
り組んでいる。

①医療環境の充実
②救急医療体制の充実
③歯科診療所の充実
④医療人材の確保

施　策

①福祉意識の高揚
②福祉人材の育成
③福祉環境の整備
④福祉関係団体への支援
⑤権利擁護の推進と支援が必要な人
への体制強化

❶ 保健・医療・福祉分野　安心して暮らせる健康・福祉のまちづくり
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主要事業 社会福祉協議会など各福祉団体等の活動内容等の広報、社会福祉協
議会運営費の助成、民生委員児童委員協議会への助成、日高町ウタ
リ住宅改良資金貸付事業

６　健康づくりの推進
【めざす姿】全ての町民が生涯を通じて健
康で明るくいきいきとした生活を送ること
ができるよう、ライフサイクル各期にあわ
せて、保健サービスが充実されている。

地 域 福 祉

病院経営改善の推進、病院施設・設備の改修、24時間救急医療体制
の確保、歯科診療所施設・設備の改修、医師及び看護師の確保、院
内保育所の設置、在宅医療の取り組み

医 療 体 制

成人保健事業、母子保健事業、感染症対策事業、歯科保健事業、精
神保健事業、食育推進事業、健康まつり、日高町保健推進員事業健康づくり

介護予防・日常生活支援総合事業、老人福祉バス事業、老人クラブ
連合会への支援、介護保険事業の運営、認知症対策、地域見守り活
動や見守りネットワークの推進

高齢者福祉

障がい福祉サービスの実施、障がい者地域生活支援事業、各障がい
者（児）団体等への助成、障がいのある子ども達への療育支援、発
達障がいに関する支援、自立支援医療給付事業、重度心身障害者医
療費の助成

障がい福祉

子育て支援センターの運営、放課後児童健全育成事業、児童館など
子どもの居場所・安全な遊び場の整備、エンゼル祝金支給事業、一
時保育事業、託児サービスへの支援、妊産婦安心出産支援事業、医
療費の助成、給食費の多子世帯軽減、保育所の建替え

子育て支援

①保健サービスの充実
②健康づくり体制の充実

施　策

基本方針 活力ある豊かなまちづくりが展開できるよう、農業・林業・漁業の第一
次産業をはじめ、商工業の振興に努めます。また、観光業は地域の伝統
的なイベントなどの継承に努めるとともに、地場産業や自然環境、既存
の観光施設などを十分に活用した観光振興を図ります。

❷ 産業分野　産業が元気なまちづくり
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推進施策 １　農業の振興
【めざす姿】安定的な農業が維持できるた
めの農業生産人口を維持し、農業産出額の
増加を図っている。

施　策

２　軽種馬産業の振興
【めざす姿】道や関係機関等と一体となっ
てホッカイドウ競馬の活性化に努めるとと
もに、海外への販路を含めた軽種馬生産が
維持されている。

①森林整備の推進
②担い手の確保及び育成

３　林業の振興
【めざす姿】適正な管理・保全の下で災害
に強い森林と人との共生が図られている。

施　策

①軽種馬産業の推進
②ホッカイドウ競馬の活性化

施　策

①資源管理型漁業の推進
②漁場環境の保全
③漁業用施設の整備
④後継者及び担い手の確保

４　水産業の振興
【めざす姿】水産資源の維持を図り安定し
た漁獲量の維持による漁業経営となってい
る。

施　策

５　商工業の振興
【めざす姿】商工業の活性化により地域経
済が維持されている。また、企業の誘致に
より、若年者の雇用の場が確保されている。

①商業関連施策の充実
②特産品の開発
③企業誘致支援の充実

施　策

６　観光業の振興
【めざす姿】四季を通じた多彩な観光産業
を目的に、国内外からの観光客が多数滞在
している。

施　策

①水稲・野菜等の推進
②酪農・畜産業の推進
③農業生産基盤の整備
④担い手の確保及び育成と後継者対
策の推進

⑤生産法人・団体の育成・支援
⑥クリーン農業の推進
⑦鳥獣被害への対策

①特色あるイベントの開催
②自然環境や町内の施設を活かした
観光の充実

③広域観光の充実
④広域交流施設の充実
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主要事業 産業奨励補助事業、中山間地域総合整備事業、優良肉用牛繁殖素牛
導入支援、優良繁殖雌牛定着化支援、害獣防止電気柵整備事業、後
継者対策事業、新規就農者への支援、生産法人・各団体への助成

農　　　業

道の駅の管理運営、商業コミュニティ施設の運営、地場産品推進協議会への
支援、日高町商工会への支援、企業振興促進条例による奨励金及び利子補給商 工 業

各種イベントの開催、日高町観光協会への支援、観光施設等の整
備、優駿日高道!! オールひだか魅力発信キャンペーン事業観 光 業

軽種馬市場活性化事業、軽種馬経営強化改善資金利子補給、日高軽
種馬振興対策推進協議会負担金、門別競馬場の活性化軽種馬産業

森林環境保全整備事業、日高町民有林振興対策事業、未来につなぐ
森づくり推進事業、日高町地場材活用促進事業、森林整備担い手対
策推進事業（森林作業員就業条件整備事業）

林　　　業

ホッキ稚貝購入放流事業、ししゃも資源増大対策事業、ヒトデ駆除
事業、漁業用具整備事業、漁業近代化資金利子補給水 産 業

基本方針

推進施策

次代を担う子どもたちをはじめ、町民一人ひとりが生涯にわたって生きがい
を感じ、創造性を発揮できる環境づくりを行うとともに、地域が有する豊か
な自然や歴史、伝統的な文化などを大切にした生涯教育の充実を図ります。

１　学校教育の充実
【めざす姿】特色ある学校経営、開かれた
学校づくりにより、児童・生徒にとって望
ましい教育の場が提供されている。

①学校教育関連施設・設備の充実
②地域との協働による学校経営の充実
③社会を生き抜く力を育成する教育の推進
④グローバル人材育成の取り組みの強化
⑤総合教育会議の開催
⑥教育現場の働き方改革の推進

施　策

２　社会教育の充実
【めざす姿】一人ひとりが生涯にわたって
主体的に学び、その成果を活かすことによ
りさらに学びが深まるという循環が、家庭
や学校、地域、各関係機関、各種団体の連
携の下で定着している。

施　策
①生涯学習基盤の整備・充実
②社会教育関連施設・設備の充実
③社会教育プログラムの充実
④団体や指導者の育成支援
⑤産業学習事業の充実

❸ 教育・文化分野　豊かな心を育む教育・文化のまちづくり



第２次日高町総合振興計画第２次日高町総合振興計画

7

３　スポーツの推進
【めざす姿】スポーツ環境の整備によりス
ポーツの日常化が進み、健康でうるおいの
ある生活を送る人が増えている。

施　策

①芸術・文化の振興
②文化活動の拠点施設の維持・活用
③歴史的文化財の保全と活用

４　文化の振興
【めざす姿】地域の自然や歴史に根ざした、
心ふれあう文化のまちの創造に努めてい
る。

施　策

主要事業

５　青少年の健全育成
【めざす姿】社会性や自立心に富んだ青少
年の育成が図られている。

校舎等の大規模改修事業、教職員住宅整備事業、英語指導助手の長
期定着化、「チーム学校」体制づくり

①青少年団体への活動支援
②青少年健全育成体制の充実
③早寝早起き朝ごはん運動の推進

施　策

学 校 教 育

青少年育成団体への支援、青少年相談員の配置、早寝早起き朝ごは
ん運動の推進青少年育成

生涯学習推進体制整備事業、青少年教育・家庭教育・高齢者教育振
興事業、社会教育関係団体への支援、産業学習事業の充実社 会 教 育

地域スポーツクラブの推進、各種スポーツ事業の実施、スポーツ大
会及び合宿の誘致促進、体育協会・スポーツ少年団本部への活動支
援及び指導者の育成や研修による資質の向上

ス ポ ー ツ

日高町文化協会への支援、町民芸術文化鑑賞事業、文化財の活用と
発掘文 化 振 興

①生涯スポーツの推進
②団体や指導者の育成支援
③スポーツ関連施設・設備の充実

町民の生活に欠かせない道路や上下水道など生活基盤の整備充実を図る
とともに、快適で衛生的な生活を送るため、環境に優しい循環型社会づ
くりに取り組みます。また、防災体制の強化を図り、全ての町民が安心・
安全に暮らせるまちづくりを推進します。

基本方針

❹ 生活基盤分野　快適で安全なまちづくり



第２次日高町総合振興計画第２次日高町総合振興計画

8

１　道路の整備
【めざす姿】安全・安心な道路の整備及び
維持管理が進んでいる。

施　策

２　公共交通の確保
【めざす姿】町内における交通弱者に対応
した公共交通手段が確保されている。

施　策

３　市街地の活性化
【めざす姿】地域の特性が活かされた市街
地が形成され、町民が魅力と愛着を感じて
いる。

施　策

４　上水道の整備
【めざす姿】有収率の向上により、効率性
の良い水づくりと経営の健全化が進んでい
る。また、適切な施設の更新により、安定
した水の供給がされている。

施　策

６　住環境の整備
【めざす姿】町営住宅の建替え・改修や移
住者等の受入体制の整備が進み、安心・快
適な住環境が整備されている。

７　環境の保全・循環型社会の構築
【めざす姿】自然環境に負担をかけない廃
棄物リサイクル意識が普及している。また、
廃棄物や生活排水の適正処理により、環境
保全及び公衆衛生の向上が図られている。

施　策

５　下水道の整備
【めざす姿】下水道の普及促進、水洗化率
の向上と、大雨時の浸水防止地域が拡大し、
快適で災害に強いまちづくりが進んでい
る。また、各浄化センターの安定的な汚水
処理が維持されている。

①公共交通の維持・充実

①市街地活性化拠点施設の整備
②市街地アクセス環境の整備

施　策
①下水道施設・設備の維持・充実
②浄化センターの維持・充実

施　策
①町営住宅の整備・促進
②移住・定住の推進

①自然環境の保全
②し尿処理施設の利用
③一般廃棄物の適正処理
④資源リサイクルの推進
⑤浄化槽普及促進
⑥霊園・火葬場の維持・充実

推進施策
①広域道路網の整備促進
②国道・道道の整備及び安全対策
③町道及び橋梁の整備・維持管理の充実

①簡易水道施設・設備の維持・充実
②上水道施設・設備の維持・充実
③安全で良質な水源の確保
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高規格幹線道路日高自動車道の整備促進、国道及び道道の安全対策・
整備促進、日高町道路整備計画の策定、町道新設改良舗装事業、町
道及び橋梁の維持補修

８　防災・消防体制の整備
【めざす姿】消防施設・設備の整備・充実に
より、救急体制が強化され、町民の信頼と
期待を得ている。また、自主防災組織の結
成が進み、防災体制の強化が図られている。

施　策

９　治水・治山等の整備
【めざす姿】河川・治山整備の推進により、
災害の少ない町への取り組みが進んでいる。

10　情報通信基盤の整備
【めざす姿】高速インターネット接続サー
ビスや移動通信サービスのエリアが拡大し
ている。

11　安心・安全対策の推進
【めざす姿】犯罪と交通事故のない安全で
住み良いまちとなっている。

①防犯体制の強化
②交通安全対策の強化
③消費者保護の推進
④空き家対策の推進

施　策

道　　　路

特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、浄化センター管
理運営事業（日高、富川、門別、厚賀）下 水 道

町営住宅の建替え、町営住宅の改修、宅地分譲地の整備、日高町移
住生活体験ハウス事業、日高町移住交流促進事業住 環 境

平取町外２町衛生施設組合負担金、胆振東部日高西部衛生組合負担
金、ごみステーション用ごみ箱設置等費用補助金、浄化槽設置整備
事業、霊園・墓地の維持・管理、葬祭場・火葬炉等の計画的な改修

環 境 保 全

生活路線維持費補助金（日高縦貫線、日高沿岸線）、予約乗合（デマ
ンド）バス運行、厚賀太陽線運行補助金、町営バス車両の計画的な
更新

公 共 交 通

富川市街地活性化事業市 街 地

水道台帳整備の実施、老朽管の更新及び水道未整備区域の解消、第
１水源（浄水場）の改修上 水 道

①消防施設・設備の維持・充実
②防災体制の充実と情報の把握
③減災対策の推進
④自主防災組織の育成

施　策
①治水・治山の推進

施　策
①放送・通信ネットワークの充実

主要事業
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消防設備の充実、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の運用、防
災行政無線のデジタル化及び子局増設、避難者支援体制の強化、災
害対策用資機材の充実

防災・消防

町河川整備計画の策定、町河川維持補修事業、小規模治山事業、関
係機関との連携強化治水・治山等

移動体通信システム及び光回線のサービスエリア拡大への取り組
み、移動通信用鉄塔・テレビ中継局及び共同受信施設の維持管理情 報 通 信

防犯に関する情報発信や防犯教室の開催、交通安全運動や交通安全
教室の実施、交通安全協会や防犯協会など各団体への支援、日高町
消費者被害防止ネットワーク

安心・安全

行政情報の積極的な公開や説明責任の徹底により、町民と行政とのコミュ
ニケーションの強化に努めるほか、行政への町民の参加を促す新たな仕
組みづくりに取り組み、町民と行政の協働によるまちづくりを進めます。

１　町民が主役となる体制の整備
【めざす姿】町民が行政や地域の問題に関
心を持ち、協働のまちづくりが進んでいる。

①コミュニティ活動の支援
②町民の参画機会の充実

施　策

①行政情報の発信・連携
②ＩＣＴ化の推進

施　策

２　行政情報化の推進
【めざす姿】広報やホームページの充実及
び各地区における町政懇談会の開催によ
り、きめ細かな行政情報の発信が行われ、
町民からの意見などが提案しやすい環境が
整っている。

３　男女共同参画の推進
【めざす姿】男女平等意識の高揚と理解の
醸成が図られ、あらゆる分野における活動
に参画する機会が確保されている。

基本方針

推進施策

①男女平等参画社会の推進
②女性の社会参加に対する支援

施　策

❺ 住民・協働分野　新しい自治を推進するまちづくり



基本方針

推進施策

主要事業

新たなまちづくりのために、簡素で効率的な行政組織や仕組みを確立し、
適正な行政改革を進めながら経常的経費の縮減を図ります。また、厳し
い財政状況を踏まえ、事務・事業の見直しを行いながら、堅実な財政計
画を策定し、これまでの町民サービスの維持に努めます。

１　行政運営の効率化
【めざす姿】行政全般の効率化を図り、身
の丈に合った行政組織が構築されている。

施　策

①自主財源の確保
②健全財政の維持
③ふるさと寄附金の普及促進

施　策
２　安定と活力ある財政運営
【めざす姿】収納率の向上と、滞納額・滞
納件数の減少に加え、納期内納付による安
定した税収が確保されている。また、今以
上に弾力性のある財政運営となっている。

行政改革大綱、指定管理者制度等による民間活力の導入、日高町職
員研修計画（人材育成プラン）の策定、病気休暇取得者の職場復帰
プログラムの策定、職員定数管理年次計画

行 政 運 営

日高管内地方税滞納整理機構との連携強化、ＧＩＳの利活用による固
定資産税課税客体の適切な把握、滞納管理システムの導入、新たな
収納環境の整備

財 政 運 営

①組織体制や事務事業の簡素・効率化
②公共施設等の効率的な管理運営
③広域連携の推進
④民間活力の活用
⑤職員の資質及び専門性の向上

❻ 行財政分野　行財政の効率的なまちづくり

自治会連絡協議会への活動支援、まちづくりアンケートの実施、パ
ブリックコメント制度町 民 主 役

広報日高の発行、町政懇談会の開催、定例記者会見の実施、ホームペー
ジの更新行政情報化

子育て支援団体及び学習活動団体への支援、女性の知識習得講座の
開催、男女共同参画社会づくり成人講座の開催及び意識啓発男女共同参画

主要事業
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