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近年、わが国では国際化∑情報化の進展、少子高齢社会の到来など社会∑

経済情勢に大きな変化を迎えています。その中で本町も、行政、経済、文化

など、さまざまな分野において、新たな時代を見据えた視点のもと、まちづ

くりを推進してきました。 

本町では今までに 

昭和 40 年度 羽幌町総合振興計画（昭和 41 年度～45 年度） 

昭和 46 年度 羽幌町総合振興計画（昭和 46 年度～51 年度） 

昭和 52 年度 羽幌町総合振興計画（昭和 52 年度～61 年度） 

昭和 62 年度 新羽幌町総合振興計画（昭和 63 年度～平成 13 年度） 

をそれぞれ策定し、地域の振興発展に取り組んできましたが、現代社会が当

初の予測をはるかに超えて変化している中、地域活性化の取り組みや生活基

盤の整備をより一層強力に進めていくことが必要です。 

今､本町では主要産業である第一次産業の振興策を中心に、若者の定住、

快適な居住環境の整備、保健∑医療∑福祉が一体化した介護体制の構築と推

進、さらに新しい文化∑教育の創造と豊かな人間性を追求する生涯学習の場

の充実∑強化など重要課題が山積みしています。また、国においても行政改

革、地方分権などの政策が進められています。 

ここに策定した『羽幌町総合振興計画「ほっとプラン 21」』は、こうした

時代背景の中、これまで築きあげた「はぼろ」をさらに発展させ、新しい時

代に対応できるよう、21 世紀における将来像と町民の生活像を明らかにす

るための「町民が主体となったまちづくり」を推進する指針として、長期的

展望にたった方向性を示すものです。 
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この計画は本町の今後 10 年間の進むべき方向と基本目標、基本的政策を

明らかにするもので、その役割は、次のとおりです。 

１ 町民にとって 

『町民主体によるまちづくり』への共通目標∑行動指針となります。 

２ 町政にとって 

これからの町政の方向、事業の計画、実施事業の指針を長期的∑総合的

に定めたものです。 

３ 国・道・広域圏にとって 

町の立場と役割を明らかにし、国∑道∑広域圏の事業との調整･連携の

ための指針となります。 
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この計画は、基本構想（10 年計画）と基本計画（10 年計画）からなって

います。その構成と期間は、次のとおりです。 
 

                                           

           14     15      16      17      18      19       20      21      22      23 

       

 

      2002.4.1                                                                        2012.3.31 

 

基本構想（平成 14～23 年度） 

町の将来像を描き、それらを実現すべき施策の基本方向を明確にするもの。

  ①まちづくりの目標  ②まちづくりの指標  ③施策の体系 

基本計画（平成 14～23 年度） 

基本構想を実現するため、分野ごとに現状と課題、施策等を示すもの。 

        
         基本計画の各施策を予算化し、事業を実施するための

画 
     

 

－４－ 
   
実施計
計画。 

        ３ケ年計画とし、毎年見直しを行う。（ローリング方式） 



※ＩＴ 
 information technologyの
略。情報技術のこと。 

 

 

１ 高齢社会の到来 
   将来のわが国における高齢化は、世界に類のないスピードと規模で進み、

平成 27 年頃には、４人に１人が高齢者という超高齢社会の到来が予想され

ています。 

こうした高齢化の進行は、福祉、医療にとどまらず、労働力の高齢化、扶

養負担の問題など、経済全般に大きな影響を及ぼします。このため、社会全

体の仕組みを見直し､高齢者の保護∑医療∑福祉サービスの充実だけではな

く、就労やいきがい等、日常生活においても幅広く活動しやすい環境づくり

が求められています。 

 

２ 地方重視・町民主体の時代へ 

   国の行政改革､地方分権により､市町村にはそれぞれの地域性を生かした

まちづくりが求められています。このため、町民自らが計画づくりに参加し、

相互に理解を深め、創意工夫をこらした事業を推進することが必要です。 

 

３ 自然との共生社会へ 

   現在、森林開発や大気、水質等の汚染が進み、地球規模での環境問題が深

刻化しています。地域でも自然のうるおいを受けて楽しむことができる快適

な環境の維持∑再生が求められ、地球的視野に立ち、これまで以上に自然環

境の保全への取り組みが不可欠となっています。 

このため、北海道の雄大な自然の中で､その環境を持続的に利用できる体

制づくりや取り組みが求められています。 

 

４ ＩＴ
※

の推進、技術革新 

   先端技術と情報化の発展はめざましく、わが国の経済成長に大きく貢献し

現在では産業分野のみならず、国民の身近な生活にまで普及してきています。 

特に、情報分野では、インターネットをはじめとする高度情報通信ネット

ワークが形成され、余暇や教育、文化、健康、生活等の様々な情報が地域に

流れています。 

このため､生活者のニーズや経済状況の変化と地域性に応じた、より高度

なサービスの提供と各分野における情報化を進めていく必要があります。 

－５－ 



  

 

本計画に関連する計画は、全国総合開発計画『21世紀の国土のグランドデ

ザイン』、第３次北海道長期総合計画、第２次留萌ふるさと市町村圏計画な

どがあります。本町を含む留萌圏域には「たくましい農林水産業の展開、広

域観光∑レクリェーションの形成、創造性豊かな芸術∑文化活動の展開、国

際的な交流拠点の形成、自然の保全と回復」などが求められています。 

 

 
」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
① 快適

② 個性

③ サハ

④ 自然

⑤ 地域

⑥ 道内
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全国総合開発計画「21 世紀の国土のグランドデザイン
北海道地域の方向付け
① 安心かつ安定的に良質な食料や木材を提供する拠点 

② 新規産業などの産業振興や先端的な研究課題の推進拠点 

③ 国際空港、国際港湾をはじめとした国際交流拠点機能の強化と地理的条件を

活用した広域交流圏の形成 

④ 情報通信基地のモデルとしての整備、展開 
 

で安心して暮

的な地域文化

リン州などと

と調和し､活

の特色を生か

外と結ぶ交通
第 3次北海道長期総合計画
羽幌町を含む道北圏の位置付け

らせる地域づくり 

の形成と創造性豊かな人材の育成 

の交流拠点の形成 

力豊かな農林水産業やすそ野の広い産業の育成 

した広域観光の展開 

、情報ネットワークの形成 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
画  

 

 

 ① 自然環境を生か

ての整備促進を

② 自然をテーマに

型観光を目指し

③ 新エネルギービ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各計画へ  

 

 

 

 

 

 

第 2次留萌ふるさと市町村圏計
け

し

し

羽幌町を含む中部地域の位置付
た観光開発と地域振興の拠点づくりを進め､地域拠点とし

図る 

たまちづくりを進め、研修や自然とのふれあいなどの体験

た特色ある事業展開を図る 

ジョンを策定し､「風を活かしたまちづくり」を進める 

ほっとプラン２１

羽幌町総合振興計画

ろ 

各計画へ 

･

●老人保健福祉計画、介護保険事業計画 ●中心市街地活性化基本計画 

●公共賃貸住宅再生マスタープラン   ●生涯学習推進基本計画 など･･
はぼ
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本町は、昔、耕地開拓や鰊・鯨漁による本州方面からの入植が行われ、昭

和 14年には炭鉱の開発が盛んになり、この炭鉱産業の発展が経済をはじめ、

さまざまな分野にわたり大きな影響を与えてきました。 

しかし、昭和 45 年の炭鉱閉山を機に過疎化が急速に進み、企業誘致など

を試みたものの、大きな成果を上げることは出来ませんでした。現在は基幹

産業である第１次産業の推進と平成２年度に国定公園に指定された『天売・

焼尻島』をはじめ、リバーサイド開発事業により整備した「はぼろ温泉」「バ

ラ園」、さらに「サンセットビーチ」を拠点とする観光業の振興により町の

活性化を図っています。 

現在、昭和 63 年に定めた『新羽幌町総合振興計画』に掲げています 

   『活力みなぎる生産都市』 

   『交通ネットワークの充実した快適な都市』 

   『安らぎとうるおいに満ちた福祉・教育文化都市』 

の３つの指針を柱に産業基盤の整備や住民福祉の向上等を目指したまちづ

くりを進めてきました。 

これからは時代の大きな転換期にあって、このような取り組みを継続ある

いは見直し、町民が主体となって推進することが必要です。 

   ―これまでのまちづくりー 

      1930 年代     40 年代      50 年代     

経 済 状 態             復興期           高度成長期

総 合 計 画               

自  然 天売海鳥繁殖地が天然記念物指定        

産  業 
炭鉱開発 

鰊大豊漁                   

観  光 
 

 

基  盤 
人口２万人 

              天売村・焼尻村編入

福祉医療         町立羽幌病院 

町
の
あ
ゆ
み 

教  育 
 

           羽幌中学校 羽幌高校   
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国鉄羽幌線の様子 

（昭和 62年３月 29日廃止）
 

 

 

 

  

 

1960年代    70年代    80年代    90年代    2000年代 

               安定成長期   バブル期   不況期 

    総合計画①  総合計画②  総合計画③  新総合計画 

   天売焼尻道立自然公園     天売焼尻国定公園 海鳥ｾﾝﾀｰ 

              焼尻自然林が天然記念物指定       

炭鉱閉山             栽培漁業ｾﾝﾀｰ 

                 ｳﾆ種苗ｾﾝﾀｰ 漁協合併  

                  朝日公園   温泉・ｻﾝｾｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ 

            離島ブーム ｻﾝｾｯﾄﾋﾞｰﾁ    バラ園・道の駅 

             羽幌川切替        開基 100 周年  

     人口３万人           国鉄羽幌線廃止   

           道立羽幌病院        ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

          特別養護老人ﾎｰﾑ     すこやか健康ｾﾝﾀｰ 

スポーツ公園  焼尻高校閉校        総合体育館 

                 武道館            スキー場 

炭鉱跡 

（笹田 健氏提供）
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１ 立地条件 

本町は、北海道の北部 東経 141°42′05″ 北緯 44°21′30″、留萌管

内の中央に位置し、南は苫前町、北は初山別村に接し、東は天塩山脈を隔て、

名寄、士別の両市に相対し、西は日本海に面しています。その沖合 24ｋｍ

地点には国定公園である天売島（海鳥の島）と焼尻島（みどりの島）があり

ます。 

また道庁所在地である札幌市へ約 200ｋｍ（約 3 時間 40 分）、地域行政の

中心地留萌市へ約 50ｋｍ（約 60 分）の距離にありますが、昭和 62 年国鉄

羽幌線が廃止されてからは、公共交通バスと自動車が交通手段で、南北に縦

断する国道 232 号が基幹道路となっています。 

   

２ 自然条件 

町域は東西 62.0ｋｍ、南北 25.7ｋｍ、総面積 472.81ｋ㎡で、うち山林が

87.2%を占めています。その主峰「ピッシリ山」を源流として羽幌川と築別

川が朝日台地を境に東西を貫流し、日本海に注いでおり、その流域は肥沃な

農耕地で、豊富な水量に恵まれた水稲栽培の適地となっています。 

また、海岸線は単調で台地が水際までせまり、低地が少なく、沖合は大陸

棚が広く張出し、武蔵堆をはじめ魚介類の生息に適した好漁場を形成してい

ます。 

気候は俗にいう『裏日本型』で、年間を通じてシベリアから吹きつける季

節風の影響で風の強い日が多くなっています。夏季は温暖で春から初夏にか

けて乾燥し、晩夏から冬にかけては多雨、そして冬季は湿潤寒冷、積雪が多

く、対馬暖流の影響で内陸部よりは温暖でありますが、季節風に雪をともな

い、しばしば暴風雪となる日があります。 
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３ 人口、世帯 

 

⑴ 人口と人口動態 

国勢調査による平成 12（2000）年の総人口は、9,364 人で、昭和 40（1965）

年から昭和 50（1975）年の間に大幅に減少し、その後は緩やかに減少して

います。 

人口動態は、平成 12（2000）年度で自然減 42人（出生 55人、死亡 97 人）、

社会減 108 人（転入 350 人、転出 458 人）で、150 人が減少しています。転

入数、転出数が全て減少傾向にあるため、自然動態の動向により人口減少の

幅が変わると思われます。 

 

⑵ 年齢別人口構成 

平成 12(2000)年の年齢別人口構成比は、年少人口（0～14 歳）12.5％、生

産年齢人口（15～64 歳）60.6％、老年人口（65 歳以上）26.8％で年少人口

の減少と老年人口の増加により、少子高齢化が進行しています。 

平成 12(2000)年の男女５歳別人口をみると、特に 50歳～55 歳が 8.5％と

多く、反対に０歳～４歳が 3.5％と少なくなっています。 

 

⑶ 産業別就業者数 

平成 12（2000）年の就業者数は 4,884 人で、第１次産業 19.1％、第２次

産業 22.5％、第３次産業 58.4％となっています。 

産業分野別に就業者数をみると、平成７（1995）年から平成 12（2000）

年にかけて、第１次産業では 1,123 人から 931 人に、第２次産業では 1,312

人から 1,100 人、第３次産業では 2,959 人から 2,850 人へ推移しています。 

 

⑷ 世帯 

平成12(2000)年の世帯数は、3,854世帯で１世帯あたり人員数は2.4人で、

昭和 55(1980)年の 4,307 世帯から年々減少しています。 

また１世帯あたりの人員数も昭和 55 年の 3.1 人から減少し、核家族化が

進行しています。 

 

⑸ 転入∑転出の動向 

平成 12 年度の転入∑転出の状況をみると、転入 350 人に対し、転出 458

人で転出が 108 人上回っています。主な転入先は、札幌市 87人(24.9%)、留

萌市 42 人(12.0%)、旭川市 30 人(8.6%)が多く、主な転出先も、札幌市 123

人（26.9%）、旭川市 60 人(13.1%)、留萌市 48 人(10.5%)となっています。 
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４ 産 業 

 

⑴ 農業 

  平成 11(1999)年の農業粗生産の総額は、約 16億 9,200 万円で、内訳は米

13億 200 万円（77.0%）、野菜２億 7,400 万円(16.2%)、穀類∑豆類 5,100 万

円(3.0％)などとなっています。 

  生産額の推移をみると過去数年では、平成６年の 24 億 6,400 万円が最高

であり、その後は年々減少の傾向にあります。 

  平成12(2000)年の農業就業人口は438人で平成７(1995)年の598人からお

よそ 26.8％減少し、担い手不足が顕著に表れています。 

  平成11(1999)年の農家戸数は、213戸であり、内訳は専業農家69戸（32.4%）、

第一種兼業農家 104 戸（48.8%）、第二種兼業農家 40戸（18.8%）となってい

ます。 

  農家数は、年々減少の傾向にあり、専業農家から第一種兼業農家へ移行す

る農家が増加しています。 

 

⑵ 漁業 

   平成 12(2000)年の漁獲高は、25 億 9,314 万円で、主な魚種はえび 10 億

6,126 万円(40.9%)、ほたて３億 4,526 万円(13.３%)、たこ２億 8,311 万円

(10.9%)で、地域別では、羽幌 18 億 6,112 万円(71.8%)、天売４億 3,272 万

円(16.7%)、焼尻２億 9,930 万円(11.5%)となっています。 

  平成 12 年の組合員数は 258 人で、平成７(1995)年の 306 人から 84.3％に

減少しています。年齢別にみると、60歳以上の就業者が 64.8％(162 人)と３

分の２近くを占め、平成７年の 61.4％(189 人)と比べ、さほど数値は変わり

ませんが、構成割合から担い手不足であることがわかります。 

  平成 12 年の経営体数は 231 体で、平成７年 287 体に比べると 80.5%に減少

しています。地域別にみますと、羽幌地区は平成 12年 66 体で、平成７年 70

体の 94.3％、焼尻地区は平成 12年 68 体で、平成７年 96 体の 70.8％、天売

地区は平成12年97体で平成７年121体の80.2％にそれぞれ減少しています。 
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(3) 商業 

   平成 11(1999)年の小売業は商店数 168、従業者数 722 人、年間販売額約

116 億 9,218 万円、卸売業は商店数 22、従業者数 118 人、年間販売額約 31

億 3,080 万円となっています。 

  平成６(1994)年と比較すると、小売業で商店数 13、従業者数 14 人減少し

ていますが、年間販売額で２億 4,683 万円増加しています。卸売業では商店

数は変わらないものの従業者数で 16 人増加していますが、年間販売額で２

億 1,141 万円減少しています。 

   

(4) 工業 

 平成 11(1999)年の事業所数は 23、従業者数は 373 人、製造品出荷額等は

約 46 億 9,030 万円となっています。平成７(1995)年と比較すると事業所数

９、従業者数 181、製造品出荷額等 11 億 4,403 万円それぞれ減少していま

す。 

 

⑸ 観光∑レクリェーション 

   本町は、平成２(1990)年に国定公園に指定された「天売∑焼尻島」、海水

浴場「サンセットビーチ」、道の駅「ほっと♡はぼろ」（サンセットプラザ

はぼろ、はぼろバラ園）など自然や温泉の観光資源と、さらに『サンセット

王国祭』『味まつり』をはじめ、多彩なイベントを開催して観光客の積極的

な誘致を図っています。 

 観光客数の推移をみると、天候に左右される施設が多いため、その年によ

りバラツキがあるものの、平成９年からは横ばい傾向にあります。これは、

サンセットプラザはぼろの夏場における観光客の利用が定着していること

がうかがえます。 
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大きく変化する時代背景、本町におけるこれまでの取り組み、人口∑産業などの

動向、町民アンケート調査などから、本町の主な課題をまとめると、次のようにな

ります。 

 

● 自然環境の保全と活用 

 

  豊かな自然環境と共存するために、町民一人ひとりが自然の大切さを学んだうえ

で、環境に配慮した保全と活用をしなければなりません。また、土地の有効利用を

図ることが求められています。 

  

● 保健・医療・福祉 

 

  生活習慣病、高齢社会の到来、医療技術の高度化など、現代の保健∑福祉∑医療

に対応する、町民が健康ですこやかに暮らしていくための環境づくり、仕組みづく

りが求められています。 

 

● 教育・文化の充実と発展 

 

  家庭∑地域社会を含めた幅広い層が協力し、手を取り合って学校教育を支える環

境づくりや地域資源を活用した地域文化の発展、継承、そして交流を図ることが求

められています。 

 

● 町民主体のまちづくり 

 

市町村合併や広域連携、さらに町財政のひっ迫など、まちづくりにおいて多くの

課題が山積みとなっています。新しい世紀に向け、広い視野に立ったまちづくり、

ひとづくり、効率のよい行政運営など、町民主体のまちづくりが求められています。 

 

● 産業の振興 

 

   農林業、水産業、商工業、観光業など地域を支える各産業の発展は、町に活力を

与え、町民がいきいきと暮らしていく源です。全ての産業において魅力ある、やり

がいのある基盤と経営体質の確立が求められています。 

 

● 生活環境の改善 

  

 人が安心して暮らせる住みよい環境をつくるためには、安全で便利な交通体系、

上下水道∑公営住宅の整備、ゴミ問題、防災体制、国土の保全など、暮らしに欠か

せない施設の整備∑改善が重要な課題となっています。 
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