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7

序論
２．まち
を取り
巻く社
会・経
済動向

動向６　人口減少・高齢化の時代

　本町においても、今後、少子高齢
化が急速に進行することが見込まれ
ることから、コンパクトで魅力ある地
域社会を構築し、人口を維持するこ
とが求められています。

動向６　人口減少・高齢化の時代

　本町においても、今後、少子高齢
化が急速に進行することが見込まれ
ることから、コンパクトで魅力ある地
域社会を構築することが求められて
います。

18
２．
まちの
将来像

別添のとおり 別添のとおり

23

４．
将来人
口の目
標

（１）人口減少・少子高齢化への対応

　少子高齢化は、産業や就労、教
育、医療、福祉など様々な分野に影
響を与えるとされます。

（１）人口減少・少子高齢化への対応

　少子高齢化は、産業や就労、教
育、医療、福祉など様々な分野に影
響を与えるとされています。

35

施策の
大綱

６（１）

また、学校教育において、本町の教
育資源を生かした特色ある教育の推
進や児童・生徒一人ひとりの学ぶ意
識を高めた確かな学力の育成をはじ
め、外国語活動・教育、特別支援教
育など社会変化やニーズに対応した
教育の充実、思いやりや倫理観など
豊かな心の育成、体力の向上や食
育・健康教育の推進等による健やか
な体の育成など、生きる力を育む教
育活動を推進します。

また、学校教育において、本町の教
育資源を生かした特色ある教育の推
進や児童・生徒一人ひとりの学ぶ意
識を高めた確かな学力の育成をはじ
め、外国語活動・教育、特別支援教
育など社会の変化やニーズに対応し
た教育の充実、思いやりや倫理観な
ど豊かな心の育成、体力の向上や食
育・健康教育の推進等による健やか
な体の育成など、生きる力を育む教
育活動を推進します。

36

施策の
大綱

６（４）

また、各競技団体等の育成や指導
者の確保、年齢層に応じた競技レベ
ルの向上とスポーツの普及促進を図
り、スポーツを楽しめる環境づくりに
努めます。

また、スポーツ指導者の資質向上と
育成や確保、町民のニーズに応じた
健康づくりとスポーツの普及促進を
図り、スポーツを楽しめる環境づくり
に努めます。

基本構想　追加修正事項【全６件】
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36

施策の
大綱

６（５）

また、本町の貴重な歴史的文化財の
保護を進めるとともに、教育活動、交
流活動など様々な分野での文化財
の活用を進めます。

また、本町の貴重な文化財の保護を
進めるとともに、教育活動、交流活動
など様々な分野での文化財の活用を
進めます。
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9 1-3
「現状と課題」右側１行目

特に川崎市民まつりや

現状と課題

特にかわさき市民祭りや

14 1-5

成果指標

町職員における女性管理職登用の
割合

成果指標

町職員*における女性管理職登用の
割合

*町職員とは、本庁・病院・保健セン
ターなど町の機関に勤務する正職
員を言う。

31 2-4
主要施策（３）に記載の「社会福祉協
議会*」

主要施策（３）に記載の「社会福祉協
議会*」

*社会福祉協議会：民間の社会福祉
活動を推進することを目的とした非
営利の民間組織。

32 2-5

主要施策（１）

⑤健康増進・体力づくりの総合的な
推進を図ります。

主要施策（１）

⑤子どもから高齢者までそれぞれの
年代における健康増進・体力づくり
の総合的な推進を図ります。

33 2-5

主要施策（２）

③虐待予防・早期発見対策を健康
診査、健康相談事業により総合的に
実施します。

主要施策（２）

③乳幼児健康診査・健康相談の実
施により、疾病・発達の異常・育児
上の問題の早期発見により、早期
治療・早期療育開始による児の発達
の保障と児童虐待の予防・早期発
見を図ります。

33 2-5

主要施策（３）

③健康相談・家庭訪問の拡充を図り
ます。

主要施策（３）

③病気や障がいがあっても、健やか
に過ごせるよう、健康相談・家庭訪
問の拡充を図り、自主グループ活動
との連携に努めます。

前期基本計画　追加修正事項【全２７件】
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35 2-6

現状と課題

　近年、食生活習慣の変化等により
肥満、高脂血症、糖尿病、高血圧な
ど生活習慣病の増加する中、町民一
人ひとりが住みなれた地域で、健康
で安心した生活をおくれる地域を実
現するためには、救急医療をはじめ
とする地域医療体制の充実が求めら
れています。

現状と課題

　本町の医療体制は、自治体病院
である町立病院と、町内の６民間病
医院の協力を得ながら、地域に必要
な初期医療から入院・手術に対応す
る二次医療までを提供し、地域医療
の確保に重要な役割を果たしていま
す。
　また、近年、食生活習慣の変化等
により肥満、高脂血症、糖尿病、高
血圧など生活習慣病の増加する中、
町民一人ひとりが住みなれた地域
で、健康で安心した生活をおくれる地
域を実現するためには、救急医療を
はじめとする地域医療体制の充実が
求められています。

38 2-7

主要施策

医療技術職員養成修学資金貸付者
数
平成25年度（中間目標） 17人

主要施策

医療技術職員養成修学資金貸付者
数
平成25年度（中間目標） 15人

43 3-1

主要施策（１）

②営農しやすい生産環境の向上の
ためにＴＭＲセンター※等の飼料生
産専業の生産基盤整備を支援し、農
業者人口の減少の抑制を図ります。

主要施策（１）

②営農しやすい生産環境の向上の
ためにＴＭＲセンター※等の飼料生
産専業の生産基盤整備を支援しま
す。

43 3-1

主要施策（２）

①高齢化や労働力不足により、農業
者の減少は避けられない状況にあ
り、後継者や新規就農者への円滑な
経営移譲をすすめ、中核的担い手と
して育成します。

主要施策（２）

①高齢化や労働力不足により、農業
者の減少は避けられない状況にあ
り、後継者や新規就農者への円滑な
経営移譲をすすめ、中核的担い手と
して育成し、農業者人口の減少の抑
制を図ります。
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48 3-3

「現状と課題」右側４行目

さらに、地域内で生産・製造される特
産物の付加価値を高め、町の特産物
を通して仲間づくり（生産者から消費
者まで）から地域経済の発展に寄与
することを目的になかしべつミルク
ロード（中標津特産物協議会）を設
置し、特産品の生産・製造及び町
外・道外へのＰＲ活動を積極的に
行ってきました。

現状と課題

さらに、地域内で生産・製造される特
産物の付加価値を高め、町の特産物
を通して仲間づくり（生産者から消費
者まで）から地域経済の発展に寄与
することを目的に設立された、なかし
べつミルクロード（中標津特産物協
議会）における特産品の生産・製造
及び町外・道外へのＰＲ活動等に対
し、支援を行ってきました。

49 3-3

主要施策（６）
①なかしべつミルクロードと関係機関
との連携により、国の補助事業等も
視野に入れ、新規特産品の開発に
向けた取り組みを推進します。

主要施策（６）
①なかしべつミルクロード等関係機
関との連携により、国の補助事業等
も視野に入れ、新規特産品の開発に
向けた取り組みを推進します。

49 3-3

主要施策（６）

②現在行っている町外・道外へのＰＲ
活動を継続的に実施していくととも
に、新たな販路拡大に向け、積極的
なＰＲ活動を展開します。

主要施策（６）

②現在行っている町外・道外へのＰＲ
活動を継続的に実施・支援していくと
ともに、新たな販路拡大に向け、積
極的なＰＲ活動を展開します。

51 3-4

「現状と課題」左側９行目

町の魅力の向上と交流人口の増加
に向け、

現状と課題

本町の魅力の向上と交流人口の増
加に向け、

52 3-4

主要施策（２）

②当町の立地条件を生かし、ゲート
ウェイ※空港としての機能を持つ中
標津空港を活用し、海外も視野に入
れた観光客誘致に関係機関と協力し
て取り組みます。

主要施策（２）

②本町の立地条件を生かし、ゲート
ウェイ※空港としての機能を持つ中
標津空港を活用し、海外も視野に入
れた観光客誘致に関係機関と協力し
て取り組みます。

56 3-6

現状と課題

また、冬期間の失業を余儀なくされる
この地域において、冬期技能講習助
成金制度の廃止もあり、冬期の就労
対策は不可欠であり、

現状と課題

また、冬期間の失業を余儀なくされる
この地域において、冬期技能講習助
成金制度の廃止もあり冬期の就労対
策が不可欠であることから、
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56 3-6

現状と課題

さらに、本町の経済の発展及び雇用
の拡大を目的に、立地企業等に対し
て中標津町産業振興奨励金を助成し
ていますが、企業誘致的な要素もあ
り大企業が多く、

現状と課題

さらに、本町の経済の発展及び雇用
の拡大を目的に、立地企業等に対し
て中標津町産業振興奨励金を助成し
ていますが、企業誘致的な要素もあ
り対象者には大企業が多く、

56 3-6

主要施策（１）

②若者や高齢者など様々な季節労
働者を参加しやすく、やる気の出さ
せる事業展開により、通年雇用者の
増加を図ります。

主要施策（１）

②若者や高齢者など様々な季節労
働者が参加しやすく労働意欲が喚
起されるような事業の展開により、
通年雇用者の増加を図ります。

56 3-6

主要施策（２）

①冬期期間の就労対策事業を継続
的に実施していきます。

主要施策（２）

①冬期間の就労対策事業を継続的
に実施していきます。

63 4-2
成果指標

景観団体の育成

成果指標

景観形成団体の育成

67 4-4

成果指標

ホームページのアクセス件数（郷土
館）

成果指標削除

94 6-1

現状と課題

　高等学校教育においては、道立の
北海道中標津高等学校、北海道中
標津高等養護学校が配置され、さら
に町立の北海道中標津農業高等学
校が設置されています。

現状と課題

　高等学校教育においては、町立の
北海道中標津農業高等学校が設置
され、さらに道立の北海道中標津高
等学校、北海道中標津高等養護学
校が配置されています。

96 6-1

主要施策（５）

④学校、ＰＴＡとの連携を強化し、給
食費滞納問題の解消に取り組みま
す。

主要施策削除
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102 6-3

成果指標

郷土館収蔵資料点数
平成２１年度　42,322

成果指標

郷土館収蔵資料点数
平成２１年度　42,330

107 6-5

現状と課題

また、地域の文化サークル･団体活
動への参加奨励や学習機会を拡充
し、文化の継承や次代の担い手を発
掘して、新たに地域の学習支援者と
して活躍できる場を創出する必要が
あります。

現状と課題

また、地域の文化サークル･団体活
動への参加奨励や学習機会を拡充
し、文化の継承や次代の担い手を発
掘して、新たに地域の学習支援者と
して活躍できる場を創出するととも
に、北海道の風土に根ざしたアイヌ
の人々の文化活動についても、他
の文化・芸術と同様に支援していく
必要があります。

107 6-5
現状と課題

追加

現状と課題

最後に
「また、開拓の歴史をこれからのま
ちづくりに活かすため調査研究が必
要です。」を追加

108 6-5

主要施策（３）

③開拓の歴史をこれからのまちづく
りに活かすため調査研究を行いま
す。

主要施策削除
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