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［第２章］ 

基 本 方 針 

第１節 まちづくり計画の概要 

第２節 まちづくりの背景 

第３節 まちづくりの構想 
第１節「育」（子育て） 

安心して子どもを産み育てることができるまちづくり 

第２節「職」（しごと） 

      働く人を応援するまちづくり 

第３節「住」（住まい） 

      快適に住み続けることができるまちづくり 

第４節「安」（安全・安心）  

いつまでも安心して比布町に暮らし続けることができるまちづくり 

第 5 節 基盤的な取組み 
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  ［第 2 章］基本方針 

第１節 「育」（子育て） 

 

 

 

 

 

 

 

１．子育て支援政策のワンストップ化    

一口に子育て世代といっても、対象の幅は

広く、必要なサポートも様々です。 

町として、迅速かつ継続的な子育てのお手

伝いが可能となるよう、政策、窓口のワンス

トップ化を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．待機児童ゼロ対策           

子育て世代の方々が仕事と子育てを両立

させるためには、安心・安全に子どもを預け

られる環境が不可欠です。 

待機児童ゼロをめざし、町内の保育環境整

備を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．親子が集う場の整備          

これまで実施したアンケートなどで要望

が多かったのが、「屋内で子どもが遊べる場

の整備」です。 

これまで本町では近隣町に比べ、そうした

場が少なかったことから、休日などには親子

で町外に出かけることが多くなっていまし

た。 

天候に関係なく子どもが遊べる場、親子が

触れ合う場は、子育てサポートとして重要で

あることから、民間事業者とも連携して整備

を進めていきます。 

 

安心して子どもを産み育てることができるまちづくり 

 

本町を消滅させないためには、地方消滅のポイントとされている子育て世代人口の確保が

重要になります。 

子育て世代の方々が、安心して子育てができる環境整備を進めていきます。 
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  ［第２章］基本方針 

 

 

４．行政と学校の一体化のさらなる推進   

充実した子育てサポートは、行政のみの取

組みでは実現しません。学校やその他の子育

てに関わる団体、人々が同じ目標に向かって

取組む必要があります。 

特に学校は、まちづくりにおいて重要な教

育分野を担う町の機関であり、さらに一体と

なった取組みが求められます。 

その他、保育園など、町の子育てを担う皆

さんとの連携を深め、比布町の子育てをサポ

ートしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．運動を用いた学習機能の向上      

熱心な教職員の指導や家庭での学習習慣

の確立、ぶっくん寺子屋やチャレンジゼミな

どの学力向上に向けた取組みの成果もあり、

各種調査において、本町の子どもたちの学力

は高い水準にあるという結果が出ています。 

そうした良い環境を引き継ぎ、今後、さら

に向上させるため、最近、研究が進んでいる

運動と学習機能の向上について、専門家も交

え研究、実践していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．子育て相談機能の強化         

核家族化や急速な時代の変化、情報過多な

どにより、子育てに対する不安感を持つ親が

増えています。 

子どもは本町の将来を担う宝であり、地域

全体で育てていく環境づくりが重要です。 

子どもの広場での保育士、保健師による相

談をはじめ、子育てをする皆さんの不安を取

り除くさらなる体制づくりを進めていきま

す。 



 

 17 

  ［第 2 章］基本方針 

第２節 「職」（しごと） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．既存事業所支援、新規起業支援      

高齢化や後継者問題などの理由により、残

念ながら、本町の働く場は少しずつ減少して

います。 

これまで働く場として町の雇用、経済を支

えてきた皆さんを応援すると共に、新たに起

業する皆さんの窓口として関係機関との連

携、支援を継続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．官民連携による人材不足対策          

全国的に人材不足が深刻化する中、本町に

おいても各分野での人材不足が課題となっ

ています。 

求人情報の発信などにおける連携に加え、

異業種間の雇用連携、新たな働き方、雇い方

の研究を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．良佳村エリア再整備の検討          

ぴっぷスキー場を中心とする良佳村エリ

アは、20 年以上に渡り、本町の交流人口を

呼び込む重要な拠点です。しかし、スキー場

においてはスキー・スノーボード人口の減

少、遊湯ぴっぷ、グリーンパークぴっぷにお

いては類似施設との競合により、厳しい経営

状況を強いられています。 

全国的に人口減少が進むなか、今後、益々

厳しい状況が予測されることから、広く町民

の皆さんのご意見をお聴きし、これら施設の

運営方法を含め、良佳村エリア全体の再検討

を行います。 

 

働く人を応援するまちづくり 

 

人口減少を緩やかなものにするためには、働く場の確保も重要なポイントになります。 

しかし、実態は、グローバル化が進み、かつてのような大規模な企業誘致は難しい状況に

あります。一方で、ここ数年、新規店舗開業の流れが続いており、明るい兆しも見えてきて

います。 

本町での働く場は、大きく農業、商工業、観光、官公・研究施設に分けられます。これら

の皆さんとの連携を密にし、それぞれの課題に取り組むことで、そこで働く人たちを応援す

るまちづくりを進めていきます。 
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  ［第２章］基本方針 

 

 

４．後継者対策               

全国的に、農業、商業分野における後継者

問題は深刻化しています。本町においても同

様であり、農業分野においては、法人化や新

規就農支援、商業分野においては、経営継承、

空き店舗の賃貸などの対策が必要です。 

本町における産業の火を消さないために

も、農協、商工会と連携し、環境整備を進め

ていきます。 

 

 

５．ＡＩ等先進技術を取り入れた農業の研究      

今後、さらなる高齢化、担い手不足が予想

されている農業において、ＡＩ等の先進技術

は、作業効率、生産性向上に大きく貢献する

可能性を持っています。 

基幹産業を持続可能なものにするために、

生産者、農協、研究機関、行政の強い連携の

下、研究を進めていきます。 

 

 

 

 

６．特産品開発支援            

全国各地で６次化、ブランド化に対する取

組みがさらに進み、競争が厳しさを増してい

ます。そうした状況において、本町の農産物

や特産品が生き残るためには、いかに突出し

た存在になり、本町の商品を選んでもらうか

が重要になります。 

農業と商業の連携を密にし、新たな開発支

援を含め、比布ブランド力の向上を進めてい

きます。 
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  ［第 2 章］基本方針 

第３節 「住」（住まい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．公営住宅と民間住宅との連携      

本町は他の自治体と比べても公営住宅数

が多い町でした。 

これまで実施したアンケートなどにおい

て、特に若い世代から、民間賃貸住宅に対す

る要望が多く寄せられたことから、町で補助

制度を導入し、新たに 48 戸が建設されてい

ます。 

今後も引き続き民間事業者との連携を進

め、公営住宅と民間賃貸住宅の役割分担を図

っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．宅建協会との連携による空き地・ 

空き家の流動化 

人口減少に伴い、全国的に空き地・空き家

が増加していますが、本町では、これらの空

き地・空き家を、住まいを担う貴重な財産と

して捉え、宅建協会旭川支部と連携し、流動

化を進めてきました。 

今後は、優良物件の発掘などの課題解決を

図り、空き地・空き家のさらなる流動化を進

めていきます。 

 

快適に住み続けることができるまちづくり 

 

今、本町に住んでいる方も、これから本町に移住される方にとっても、住まいの確保は絶

対条件になります。 

本町に住む人、住みたいと思う人がそれぞれの生活に合った住まいを確保できる環境整備

を進めていきます。 



 

20 

  ［第２章］基本方針 

 

 

３．危険空き家、管理放棄空き地対策          

有効に活用される空き地・空き家が増えて

いる一方で、所有者の高齢化や所有者不明な

どの理由で管理がされず放置されている物

件も増加しています。 

全国的にも同様の問題が増加しており、国

も法整備を進めているところです。個人の財

産であることから、代執行等、強制力のある

行為には法的根拠が必要になりますが、他自

治体とも情報交換を図り、対策を進めていき

ます。 

 

 

４．高齢者向け住宅の整備              

高齢化が進み、除雪が困難になるなどの理

由で、今の住居に住み続けることに不安を抱

えている方も増えています。 

高齢者の方が、いつまでも本町で暮らし続

けていくことができるためにはどのような

住宅環境が必要かを精査し、環境整備を進め

ていきます。 
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  ［第 2 章］基本方針 

第４節 「安」（安心・安全） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．買い物環境の維持・整備        

日常生活を送る上で、生活必需品を購入す

ることができる環境は重要です。 

特に、車での移動が困難な方や小さな子ど

もを抱える方にとっては、町内で買い物がで

きる環境が必要となりますが、高齢化や後継

者がいないなどの理由により、町内の商店は

閉店が続いています。 

町内の買い物環境を守るために、既存の買

い物環境の維持を図り、新たな環境整備につ

いて、商工会と連携して進めていきます。 

 

 

２．移動弱者対策の検証、実施       

高齢化が進み、全国的に車での移動が困難

な人が増えています。都市部では、一定年齢

に達した方が免許を返納する動きも活発化

していますが、地方では買い物や通院など、

生活する上で、車は非常に大きな役割を果た

しており、高齢になってもなお、車を運転せ

ざるを得ない方が多いのが実情です。 

そこで、町では、一定の条件を満たした方

に対し、無料の移動支援「ぴぴタク」を実施

してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、ＪＲやバスといった公共交通手段に

ついては、運営会社の経営状況により、その

存続が危ぶまれている状況です。 

本町のような地域で生活する上では、何ら

かの移動手段が必須となることから、今後

も、利用者の方々やその他の町民の皆さんの

ご意見を伺いながら、移動手段の確保に努め

ていきます。 

 

 

３．健康寿命の延伸            

年齢を問わず、健康を維持することはとて

も重要です。 

これまでも、各種計画に基づき、保健事業、

認知症予防、ケア事業や介護予防事業などの

取組みを行ってきていますが、今後も引き続

き取組みを検証、改善を進めていきます。 

また、高齢者の皆さんだけではなく、若い

世代からの健康づくりも重要なことから、民

間事業者や専門家とも連携し、取組みを行っ

ていきます。 

 

いつまでも安心して比布町に住み続けることができるまちづくり 

 

人口減少対策で一番重要なことは、まず、今、住んでいる皆さんが、いつまでも比布町に

住み続けたいと思える町になることです。その結果、町外に住む人が移住し、一度町外に出

た人が再び帰ってくることにつながります。 

安住の地として、本町を選んでもらえるよう、誰もが安心して住み続けることができるま

ちづくりを進めていきます。 
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  ［第２章］基本方針 

 

 

４．官民連携による防災対策の検証、強化          

近年は、毎年のように多くの犠牲を伴う自

然災害が多発しています。これまで災害が少

ないと言われていた地域も例外ではなく、い

つ、どこで、どのような災害が発生するか全

く予想できない状況です。 

防災対策ついては、これまでも地域防災計

画に基づき、取組んできましたが、行政だけ

ですべての災害に対応することは不可能で

す。町民の皆さんの自助意識の向上や、民間

事業者との連携など、対策の検証、強化を進

めていきます。 

 

 

５．役場庁舎改築の検討              

本町の役場庁舎は建築から約 60 年が経過

しており、老朽化が進んでいます。 

庁舎の改築には莫大な費用が必要となり、

厳しい財政状況の中での役場庁舎の改築は

大きな負担を伴います。 

しかし、役場庁舎は、日常の行政機能施設

であると同時に、災害時の防災対策の拠点と

なる施設であり、いつ起こるかわからない災

害に備える意味でも、その検討は必要です。 

今後、広く町民の皆さんのご意見をお聴き

し、早い段階で方向性をお示ししていきま

す。 

 

 

 

 

６．各種インフラの修繕、整備              

安心した生活を送るために、生活に欠くこ

とのできない、道路、上下水道等、インフラ

の修繕、整備を各種計画に基づき実施してい

きます。 

また、公共施設の修繕については、基本的

に維持することが望ましいものの、厳しい財

政状況の中、今後、多額の維持費用が必要と

なることから、その必要性、活用方法につい

て、議論を進めていきます。 

 

 

７．生涯活躍のまちの推進              

いつまでも住み続けたいと思うためには、

年齢や性別に関係なく、生きがいを持って活

躍し、暮らすことができる町であることが重

要です。 

引き続き、各種サークル活動や生涯学習活

動、地域活動を応援する取組みを行うと共

に、女性や元気な高齢者をはじめとする、全

世代が自分らしく生きがいを持ちながら活

躍することのできる環境づくりを進めてい

きます。 
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  ［第 2 章］基本方針 

第５節 基盤的な取組み 

 

 

 

 

 

 

１．住民の参画               

まちづくりの結果は、良い事も悪い事も全

て町民の皆さんの生活に影響していきます。 

そのため、まちの将来は行政だけで決める

のではなく、広く町民の皆さんのご意見を聴

くことが重要です。一方、町民の皆さんにも、

まちづくりは誰かがやることとは思わずに、

「自分たちのまちは自分たちでつくる」とい

う意識を持っていただき、町民、議会、行政

が一体となることが必要です。 

今後も、町長への手紙、まちづくり懇談会

をはじめ、様々な場面で町民の皆さんからの

ご意見を伺う場を設け、積極的にまちづくり

に参画していただく環境づくりを進めてい

きます。 

 

 

２．人材の育成               

いつの時代も、まちづくりを支えるのは

「人」です。 

農商工業、福祉、文化、子育て等、様々な

分野においてまちづくりの礎になっていた

だく方々を応援していき、活躍していただく

環境整備を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．健全な行財政               

国の財政が厳しい中、本町の財源の多くを

占める地方交付税や各種交付金が、今後、ど

のような状況になるかは不透明です。 

そのため、これまでの施策を無条件で継続

するのではなく、目的や効果を検証すると共

に、国、民間を問わず、補助金など、あらゆ

る財源確保方法を研究し、財政健全化に努め

ていきます。 

 

 

４．情報の発信               

いくら良い取組みや商品があったとして

も、それを伝えられなければ、何もやってい

ないことと同じになります。 

広報紙、防災無線での周知、マスコミとの

連携は勿論、世界中に無限の発信力を持つ

SNS を最大限に活用し、積極的に本町を発

信していきます。 

 

 

基本方針の達成を確実なものにするための基盤的な取組み 

 

基本方針の達成を確実なものにするためには、分野や時代に関わらず、まちづくりの基礎、

根となる取組みが必要です。 


