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西紋別５市町村地域連携ビジョン 

 

平成２９年３月２３日策定 

   平成３０年４月２３日変更 

 

１ 連携地域の名称及び構成市町村 

（１）連携地域の名称 

西紋別５市町村連携地域 

 

（２）構成市町村 

 紋別市、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 

 

２ 西紋別５市町村地域連携ビジョンの取組期間 

平成 29 年度から平成 33 年度までの５年間とし、毎年度所要の見直しを行う。 

 

３ 連携地域の将来像 

（課題） 

西紋別５市町村連携地域は、北海道の東部、オホーツク海沿岸のほぼ中央に位

置しており、西部は南北に走る北見山地、南部は東西に起伏する千島山系に囲ま

れている。春から夏には芝桜をはじめとする様々な花が咲き誇り、酪農地帯の美

しい景観、冬の流氷の到来など、四季を通じオホーツクの大自然を満喫できる地

域である。 

本地域の産業は、大規模草地型酪農や畑作など地域特性を活かした農業、ホタ

テ貝やサケなど海域毎に多様な魚種に恵まれた漁業などの一次産業のほか、水産

加工業を主体とする食料品製造業、木材・木製品製造業等の二次産業を基幹とし

ている。 

本地域の人口は、平成 27 年（2015 年）国勢調査によると 35,380 人で平成 22

年（2010 年）国勢調査と比較すると 7.3％の減少となっており、全道（2.2％減）、

全国（0.7％減）を大幅に上回って減少している。特に就職や進学に伴う若年層の

転出が多く見られており、人口構造の高齢化が急速に進んでいる。 

我が国全体の人口も平成 20 年（2008 年）をピークに継続して減少しており、

本地域においても各市町村での税収減や人員減が予想される中で、住民が安心し

て暮らし続けられる地域を維持するためには、市町村が広域で連携してスケール

メリットを発揮し、提供する住民サービスを維持し、その向上を図る必要がある。 

また、地域のめぐまれた自然や産業、文化など地域資源を活用して地域外から

人や資金を呼び込むことにより、交流人口を拡大するとともに産業振興を図り、

地域の活力を増進することで、将来にわたり住民が安心して働き、暮らすことが

できる地域を維持していく必要がある。 

 



 

西紋別５市町村連携地域の人口の推移及び推計               （単位：人、％） 

 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2015-2040増減率 

紋 別 市 26,632 24,750 23,109 21,049 19,258 17,453 15,693 14,000 △39.4％ 

滝 上 町 3,366 3,028 2,721 2,401 2,131 1,873 1,646 1,435 △47.3％ 

興 部 町 4,589 4,301 3,909 3,748 3,490 3,230 2,980 2,744 △29.8％ 

西興部村 1,224 1,135 1,116 1,006 944 883 829 771 △30.9％ 

雄 武 町 5,507 4,939 4,525 4,190 3,846 3,516 3,208 2,906 △35.8％ 

合 計 41,318 38,153 35,380 32,394 29,669 26,955 24,356 21,856 △38.2％ 

※2005～2015 国勢調査結果 

※2020～   国立社会保障・人口問題研究所推計 

（参考）全国 △15.3％（2015 年：12,660 万人→2040 年：10,727 万人） 

    全道 △21.8％（2015 年： 536.1 万人→2040 年： 419.0 万人） 

 

（目指す姿）  

 西紋別５市町村連携地域は、地域全体で人口定住のために必要な生活機能を確

保するため、自立のための経済基盤を培い、地域の活性化を図るという観点から、

地域の特色を活かして連携し、「福祉」と「産業振興」に関する取組を一体的かつ

効果的に進める。  

具体的には、地域で生まれた心身に障害を持った子どもたちが、適切な支援を

受けながら地域で育ち、働く場や生活の場を得て、地域の一員として住み続ける

ために必要な療育支援の充実強化に取り組むとともに、地域の財産である観光資

源を活かし、地域外からより多くの人と資金を呼び込むことで、地域の活力を増

進するための広域観光の推進の取組を行うことにより、住民が将来にわたって安

心して暮らし続けられる持続可能な地域づくりを行う。  



 

４ 地域連携協定に基づき推進する取組 

（１）生活機能の強化に係る具体的取組  

ア 福祉  

 

（協定の内容）  

障害を持った子どもたちが、地域で育ち、働く場や生活の場を得て、地域の一

員として住み続けるために必要な療育支援の充実強化に取り組む。 

 

（具体的取組）  

事 業 内 容 療育支援体制の充実  

紋別市幼児療育センターを西紋別地域における子どもへの支

援の他、保護者支援（就学や制度等必要な情報提供を行う。お子

さんへの関わり方における気づきを与える）及び療育支援に関す

る専門機関・有識者や関係機関との連携、必要に応じた助言等を

行う拠点施設と位置づけ、地域の障害を持った子どもへの早期の

言語・運動（粗大・微細運動）・コミュニケーション等、日常生

活に必要とされる基本動作の指導、集団生活の適応訓練など発達

段階に応じた療育支援を行う。  

町村から療育センターへの受入を行うほか、必要に応じ町村保

育所等に出向いて支援を行う。  

職員研修の実施  

各市町村で障害を持った子ども達の療育に関わる保育士等を

対象にした研修を開催し、個々の能力の向上、事例研究による職

員間での知識技能の伝達などを図る。  

情報提供冊子等の活用  

障害を持った子どもを持つ家庭に、障害に関する正しい情報、

利用可能な行政サービスなどの情報が記載されたパンフレット

の作成や、ホームページの作成、さらにサポートファイル等の活

用と併せてお子さんの利用機関への引継ぎを行い、障害を持つお

子さんの情報が適切に引継がれるよう支援していく。  

地域における障害理解の促進  

地域住民、関係機関（保健師・保育士等）と連携し、障害にお

ける早期発見及び障害理解促進に努める。  

事 業 効 果 ○障害を持った子どもへの早期の言語指導や、集団生活の訓練な

ど子どもたちが日々成長するための機会が数多く確保される  

○障害を持った子どもを持つ家庭へ、成長の各段階で利用できる

行政サービスなど必要な情報が提供され、保護者は安心して子

育てができる  



○療育機能の強化により、より適切な発達支援が行われ、子ども

たちがその能力を十分に活かし、将来にわたって地域で暮ら

し、活躍していくことが可能となる  

役 割 分 担 紋別市  

・療育機能の強化に係る全体調整  

・療育支援体制の充実強化に関する企画調整等総合業務  

・療育専門機関、民間事業者、各町村及び関係団体との企画調整

等総合業務  

滝上町、興部町、西興部村、雄武町  

・療育支援体制の充実強化に関する企画調整業務  

・療育専門機関、民間事業者、各市町村及び関係団体との企画調

整業務  

指   標 待機児童数 

事業費見込額 

（単位：千円） 

H29 H30 H31 H32 H33 計 

5,000 9,000 9,000 9,000 9,000 41,000 

 

【事業費一覧】                    （単位：千円） 

市町村名 H29 H30 H31 H32 H33 

紋別市 1,000 1,800 1,800 1,800 1,800 

滝上町 1,000 1,800 1,800 1,800 1,800 

興部町 1,000 1,800 1,800 1,800 1,800 

西興部村 1,000 1,800 1,800 1,800 1,800 

雄武町 1,000 1,800 1,800 1,800 1,800 

合 計 5,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

 



 

イ 産業振興  

 

【協定の内容】  

地域の財産である観光資源を活かして地域外からより多くの人と資金を呼び

込み、地域の活力を増進するため、広域観光を推進する。  

 

【具体的取組】  

事 業 内 容 広域観光ルートづくりとプロモーション 

西紋別地域の特性を活かした観光素材の抽出と観光ルートの

商品化を進めるとともに、実際に観光客を呼び込むために最も重

要である「商品販売」に重点を置き、多くの人と資金を地域に取

り込むためのプロモーション活動を国内外にて展開する。 

マーケティング調査等 

イベント会場、道の駅などで観光客等を対象としたアンケート

調査を行い、地域への訪問意向、観光ニーズ調査及び分析を行う。 

旅行会社等を招聘し、新たな滞在交流型観光メニューづくりな

どに活用する。 

広域観光を担う人材育成 

広域観光について、事例紹介や専門家の講演等により、広域観

光の必要性と最新の情報収集を行い識見の向上を図る。 

地域の観光関係者間の人脈を構築し、広域観光に関する円滑な

連携が取れる環境を整える。  

事 業 効 果 ○本地域のすぐれた自然、ここでしか味わえない食、ここでしか

できない体験などを目指して、道内外、国外から数多くの観光

客が地域を訪れる  

○観光客の多様なニーズに応じた複数の広域観光ルートが形成

され、地域内で周遊する観光客数及び宿泊客数が増加し、多く

の外部資金が地域に流入する  

○民間事業者等において観光客を受け入れるための新規雇用や

設備投資が行われるなど、食と観光を軸にした経済の好循環が

促進される  

役 割 分 担 紋別市  

・広域観光の推進に係る全体調整  

・広域観光ルートづくり、プロモーション活動の実施に関する企

画調整等総合業務  

・民間事業者、各町村及び関係団体との企画調整等総合業務  

滝上町、興部町、西興部村、雄武町  

・広域観光ルートづくり、プロモーション活動の実施に関する企



画調整業務  

・民間事業者、各市町村及び関係団体との企画調整業務  

指   標 観光入込客数（道外客、道内客、日帰客、宿泊客、宿泊客延数） 

外国人宿泊客数（宿泊客数、宿泊客延数） 

事業費見込額 

（単位：千円） 

H29 H30 H31 H32 H33 計 

20,000 16,000 16,000 16,000 16,000 84,000 

 

【事業費一覧】                    （単位：千円） 

市町村名 H29 H30 H31 H32 H33 

紋別市 4,000 3,200 3,200 3,200 3,200 

滝上町 4,000 3,200 3,200 3,200 3,200 

興部町 4,000 3,200 3,200 3,200 3,200 

西興部村 4,000 3,200 3,200 3,200 3,200 

雄武町 4,000 3,200 3,200 3,200 3,200 

合 計 20,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

 


