
総合計画前期計画点検シート 

専門部会名 産業経済   担当部局名 経済部農務課  

基本目標 Ⅳ 創造力と活力にあふれたまちづくり（産業振興） 

主要施策名 １ 農業・農村の振興 

施策の基本的な 

考え方 

 

（総計記載事項を要約

して記入してくださ

い。） 

 農業基盤及び農業施設の整備、土づくりなどの推進と試験研究体制の充実、農

業支援、担い手育成など農業生産体制の持続的発展に努めるとともに、農業団体

との連携による営農指導体制の強化、生産技術の向上、産地化、特産化、高付加

価値化、クリーン農業の推進、家畜排泄物及び農業廃棄物の適正管理による環境

保全型農業を目指し、合わせて、食育、地産地消の推進、体験農業、グリーンツ

ーリズムの拡大に努める。 

前期計画の取組状況 

 

 

 

 

 

 

１ 収益性の高い農業経営の確立 

  基盤整備や農業所得の確保、付加価値の向上などの取り組みを実施 

２ 多様でゆとりのある農業経営の促進 

  ファームコントラクターや酪農ヘルパーなどの取組を実施 

３ 農業担い手の育成と確保 

  担い手支援、新規参入受入、農業振興センターの充実などの取組を実施。 

４ 環境と調和した農業の促進 

  畜産環境の保全、農業用廃棄物適正処理などの取組を実施 

５ 豊かさと活力のある農村の構築 

  農業・農村が持つ多面的機能の保全、グリーンツーリズム、地産地消の推進

などの取組を実施。 

主な前期事業（当初） 主な前期事業（実績） 

① 名寄市農業振興基金 

② 農業支援システム定着促進事業 

③ 農産物簡易加工施設維持管理事

業 

④ 農業青年チャレンジ事業 

⑤ 新規就農等に関する助成事業 

⑥ グリーンツーリズム推進事業 

⑦ アスパラ振興事業 

⑧ 中山間地域直接支払交付金 

⑨ 農地・水・環境保全対策 

⑩ 畜産環境総合整備事業 

⑪ 農業振興センター運営事業 

⑫ 名寄市営牧場管理運営事業 

⑬ 母子里地区共同牧場管理事業 

⑭ 酪農ヘルパー事業 

① Ｈ19～H22、預託額  198,681 千円 

② Ｈ19～H22、総補助経費 7,857 千円 

③ Ｈ19～H22、総補助経費 7,857 千円 

 

④ Ｈ19～H22、総補助経費 12,388 千円 

⑤ Ｈ19～H22、総補助経費 15,554 千円 

⑥ Ｈ19～H22、総補助経費  1,613 千円 

⑦ Ｈ19～Ｈ21、総事業費  2,376 千円 

⑧ Ｈ19～H22、総補助経費 105,266 千円 

⑨ Ｈ19～H22、総補助経費 155,834 千円 

⑩ Ｈ21～Ｈ22、総事業費 333,462 千円 

⑪ Ｈ19～Ｈ22、総事業費 140,477千円 

⑫ Ｈ19～Ｈ22、総事業費  39,697千円 

⑬ Ｈ20～Ｈ22、総事業費 333,462 千円 

⑭ Ｈ21～Ｈ22、毎年 1,430千円 



⑮ 食肉センター改修事業 ⑮ Ｈ19～Ｈ22、総事業費 55,676 千円 

前期計画の成果 

と課題 

 

 

 

 

 農業施設、土づくりなどの生産基盤の一層の推進、農業振興センターの充実、

農業支援、担い手育成など農業生産体制の持続的発展に向けて取組、農業団体と

の連携による営農指導体制の強化を図り、生産技術の向上、クリーン農業の推進

及び家畜排泄物の農業廃棄物の適正管理に努め、環境保全型農業を推進するとと

もに、食育、地産地消の推進、体験農業、都市と農村の交流を促進するグリーン

ツーリズムに取り組んできました。 

 本市農業・農村は、担い手の減少や高齢化が進行しており、新規就農者の育成

確保をはじめ、青年・女性組織の活動支援、地域農業の中核となる認定農業者や

農業生産法人の育成を図るとともに農地の利用集積を行い、農業構造の改善を進

める必要があります。 

 また、農家戸数の減少による集落のコミュニティ機能や農村の多面的機能の低

下が懸念されるなかで、農村環境の保全に向けた取組みを推進していく必要があ

ります。 

後期計画の考え方 

（前期計画の変更、追

加、廃止など見直しが必

要と考える事項、後期計

画の課題となる事項な

ど記載してください。） 

 担い手の減少や高齢化が進行しており、新規就農者の育成確保をはじめ、青年・

女性組織の活動支援、地域農業の中核となる農業者や農業生産法人の育成を図り

農業構造の改善を進める必要があります。 

 後期計画と同様に「名寄市農業・農村振興計画実施計画」においても、見直し

時期となっていることから、関係機関と協議しながら取り進めます。 

 

 

 

 

 

※ 各項目は簡潔に記入してください。 

※ 取り組みや成果など数値化できるものは数値を用いてください。 

※ 主要施策の内容が多岐にわたる場合は、細分化して複数枚としてください。 



総合計画前期計画点検シート 

専門部会名 産業振興   担当部局名 経済部        

基本目標 Ⅳ 創造力と活力にあふれたまちづくり 

主要施策名 １ 農業・農村の振興 

（収益性の高い農業経営の確立・農業生産基盤の整備） 

施策の基本的な 

考え方 

 

（総計記載事項を要約

して記入してくださ

い。） 

・農業基盤整備及び農業施設の整備、土づくりなどの生産基盤の一層の推進

と研究体制の充実、農業支援、担い手育成などを図り、農業生産体制の持続

的発展に努める。 

 

 

 

前期計画の取組状況 

 

 

 

 

 

 

 農業生産基盤の整備として農業基盤整備事業の計画的推進を行った。 

 

 

 

 

 

主な前期事業（当初） 主な前期事業（実績） 

農業基盤整備事業 

 

 

 

 

 

８地区完了、新規２地区採択実施               

 

 

 

 

 

前期計画の成果 

と課題 

 

 

 

 

農業基盤整備事業は計画的事業推進が実施されて来た。 

 

 

 

 

 

後期計画の考え方 

（前期計画の変更、追

加、廃止など見直しが必

要と考える事項、後期計

画の課題となる事項な

ど記載してください。） 

今後とも農業生産基盤の確立のため継続推進を行うとともに老朽化、不足す

る水利施設の新たな事業の検討実施が求められている。 

 

 

 

 

 

※ 各項目は簡潔に記入してください。 

※ 取り組みや成果など数値化できるものは数値を用いてください。 

※ 主要施策の内容が多岐にわたる場合は、細分化して複数枚としてください。 



総合計画前期計画点検シート 

専門部会名        担当部局名         

基本目標 Ⅳ 創造力と活力にあふれたまちづくり 

主要施策名 ２ 林業の振興 

施策の基本的な 

考え方 

 

（総計記載事項を要約

して記入してくださ

い。） 

森林整備水準の向上を図り、森林の有する多面的機能の発展に努めます。 

地域林業システムの形成や地域材の産地化、銘柄化に努め、林業の生産性 

の向上を目指します。 

 

 

 

前期計画の取組状況 

 

 

 

 

 

 

計画に基づき各種事業を推進した。 

 

 

 

 

 

主な前期事業（当初） 主な前期事業（実績） 

森林整備地域活動支援交付事業 

市有林造林事業 

民有林林業振興推進事業 

森林整備担い手対策推進事業 

 

 

23,188ha    116,594 千円 

造林、間伐等 138,311 千円 

870ha           7,733 千円 

241名          60,374 千円 

 

 

前期計画の成果 

と課題 

 

 

 

 

概ね計画どおり進んでいる 

 

 

 

 

 

 

後期計画の考え方 

（前期計画の変更、追

加、廃止など見直しが必

要と考える事項、後期計

画の課題となる事項な

ど記載してください。） 

基本的には変わらないが、国の政策等により変更もある。 

 

 

 

 

 

 

※ 各項目は簡潔に記入してください。 

※ 取り組みや成果など数値化できるものは数値を用いてください。 

※ 主要施策の内容が多岐にわたる場合は、細分化して複数枚としてください。 



総合計画前期計画点検シート 

専門部会名産業経済部会   担当部局名 営業戦略室         

基本目標 Ⅳ 想像力と活力にあふれたまちづくり 

主要施策名 ３ 商業の振興 

施策の基本的な 

考え方 

（総計記載事項を要約

して記入してくださ

い。） 

 中心市街地及び各地域商店街の組織充実及び商店街区の整備、地域に根差

した魅力ある商店街づくり。中小企業などの経営基盤の強化、経営革新、後

継者による第２創業を含めた起業支援の強化。農林業との連携による地場産

業の活性化を図り、生鮮食料品等の安定供給のための物流システムの効率化

や市場機能の充実。 

前期計画の取組状況 

 

 

 

 

 

 

 商業の活性化     商業経営基盤の強化 

 商業団体の支援強化  金融の円滑化 

 流通機能の強化 

 都市基盤整備と一体となった商店街の環境景観整備を図るとともに、交通

体系・観光施策などと連動した複合的施設の整備、個性ある商店街づくりを

推進します。 

主な前期事業（当初） 主な前期事業（実績） 

 商店街活性化事業 

 中心市街地近代化事業 

 商工振興事業 

 中小企業特別融資事業 

 特別融資利子・保証料補給事業 

 物産振興事業 

 複合交流施設整備事業 

 商店街活性化事業 

 中心市街地近代化事業 

 商工振興事業 

 中小企業特別融資事業 

 特別融資利子・保証料補給事業 

 物産振興事業 

（仮称）複合交通センター整備事業 

前期計画の成果 

と課題 

 

 

 

 

 名寄市中小企業振興条例に基づく各種ソフト事業により、商店街の活性化

を促進し、商店街の賑わいづくりを支援してきた。また、制度融資の実施や

融資時の利子・保証料の補給により金融の円滑化を図ってきた。中心市街地

活性化基本計画の策定に向けて取組んできたが、認定に至らず、他メニュー

の活用していくことで作業を進めた。 

  永年の懸案であった駅前地区での複合交流施設の建設により公共交通

機関の結節点整備、観光・物産交流の活性化のほか、業務機能の集中、市民

会館の会議室機能の集中により駅前地区への人の集中により市街地中心部

のにぎわいの創出の実現をはかる。自然に発生する人の集中とさらなる活性

化には、関係する機関、団体が工夫を図ることで、さらに人の集中を目指す

必要がある。 

後期計画の考え方 

（前期計画の変更、追加、廃止

など見直しが必要と考える事

項、後期計画の課題となる事項

など記載してください。） 

 駅前の拠点施設を核として商店街振興を充実することで郊外へ流出した

購買力を回帰する。また、商店街、商工会議所、関係経済団体と協働で地域

活性化をさらに進める必要がある。 

 公設地方卸売市場の機能を検証し、市場改築について議論していく。 

※ 各項目は簡潔に記入してください。 

※ 取り組みや成果など数値化できるものは数値を用いてください。 

※ 主要施策の内容が多岐にわたる場合は、細分化して複数枚としてください。 



総合計画前期計画点検シート 

専門部会名産業経済部会   担当部局名 営業戦略室         

基本目標 Ⅳ 想像力と活力にあふれたまちづくり 

主要施策名 ４ 工業の振興 

施策の基本的な 

考え方 

（総計記載事項を要約

して記入してくださ

い。） 

 経営基盤の強化と経営の安定化を図り、地場企業の成長、地域経済の活性

化を図る。地場企業の体質強化と近代化、産学官及び産業間連携、起業及び

新産業の創出推進を図る。農林業との連携で地域資源、気象条件、人材を活

用した技術開発を進め、産業集積をしながら企業誘致を推進する。 

前期計画の取組状況 

 

 

 

 

 

 

 地場企業の支援強化 

 企業立地の推進 

 技術開発の支援 

主な前期事業（当初） 主な前期事業（実績） 

 既存企業の育成強化 

 企業立地促進事業 

 技術開発の支援事業 

 

 既存企業の育成強化 

 企業立地促進事業 

 技術開発の支援事業 

 

 

前期計画の成果 

と課題 

 

 

 

 

 名寄市企業立地促進条例や名寄市中小企業振興条例に基づき、製粉工場、

ひまわり油の搾油工場等の地域資源を活用した企業立地や新製品開発をし

た企業に対し助成を行ってきた。 

 

 

 

 

後期計画の考え方 

（前期計画の変更、追

加、廃止など見直しが必

要と考える事項、後期計

画の課題となる事項な

ど記載してください。） 

 企業立地や技術開発に対する助成制度等の周知に努め、地域資源を活用し

た企業立地企業立地に対し、引き続き支援していく。 

 

 

 

 

 

 

※ 各項目は簡潔に記入してください。 

※ 取り組みや成果など数値化できるものは数値を用いてください。 

※ 主要施策の内容が多岐にわたる場合は、細分化して複数枚としてください。 



総合計画前期計画点検シート 

専門部会名 産業経済部会  担当部局名 営業戦略課 

基本目標 Ⅳ 創造力と活力にあふれたまちづくり 

主要施策名 ５ 雇用の安定 

施策の基本的な 

考え方 

 

（総計記載事項を要約

して記入してくださ

い。） 

人口の減尐、尐子高齢化と景気低迷の中で企業の原動力の労働力は臨時パ

ート化、また、地域の課題である季節労働者の通年化も厳しい環境にある。 

 産業振興施策と一体的に雇用の確保と拡大に努め、新規学卒者の地元就職

や季節労働者の働く場の確保、労働者全体の労働条件・福祉向上により、安

定した定住促進を目指す。 

 

前期計画の取組状況 

 

 

 

 

 

 

・雇用の安定と確保 

・労働条件の改善 

・福利厚生の充実 

・雇用能力開発 

・勤労者の地位向上 

主な前期事業（当初） 主な前期事業（実績） 

・雇用安定促進 

・季節労働者対策 

・退職金制度充実 

・勤労者福祉融資制度 

・勤労者共済会支援 

・人材開発センター補助 

 

・雇用安定促進（新規学卒者対策） 

・季節労働者対策 

・退職金制度充実 

・勤労者福祉融資制度 

・勤労者共済会支援 

・人材開発センター補助 

前期計画の成果 

と課題 

 

 

 

 

季節労働者対策として冬期援護制度から厚生労働者委託の通年雇用化促進

事業において、事業主、労働者双方に対策事業を行ってきており、また、事

業主に対し中小企業通年雇用化融資制度を創設してきた。新規学卒者対策は

ハローワーク・道教委・関係機関と連携し、対策事業を実施する。労働者の

人材育成・福祉向上のため人材開発センター補助、勤労者共済会補助、中小

企業退職共済制度、勤労者福祉融資制度の周知に努めてきた。 

 

後期計画の考え方 

（前期計画の変更、追

加、廃止など見直しが必

要と考える事項、後期計

画の課題となる事項な

ど記載してください。） 

積雪地域の課題である季節労働者の職場確保については、厚生労働省の指導

のもと引き続き対策に努めます。予想される雇用の厳しい状況に対しては、

引き続き関係機関との連携・情報交換により対策に努めます。新規学卒者対

策はハローワーク・道教委等と「企業説明会・企業職場体験」などの具体的

な対策を行います。 

 

 

※ 各項目は簡潔に記入してください。 

※ 取り組みや成果など数値化できるものは数値を用いてください。 

※ 主要施策の内容が多岐にわたる場合は、細分化して複数枚としてください。 



総合計画前期計画点検シート 

専門部会名産業経済部会   担当部局名 営業戦略室         

基本目標 Ⅳ 想像力と活力にあふれたまちづくり 

主要施策名 ６ 観光の振興 

施策の基本的な 

考え方 

（総計記載事項を要約

して記入してくださ

い。） 

 既存観光資源の保全・有効活用、新たな観光資源の発掘、体験型・滞在型

観光の振興を推進する。観光振興による地域の活性化を図る。自然・スポー

ツ・文化的な観光資源を活用し、広域連携の強化を図る。 

前期計画の取組状況 

 

 

 

 

 

 

 観光開発 

観光事業の充実 

観光誘致宣伝  

観光の拠点施設の充実を図り、観光ホスピタリティ運動の展開、充実を推

進する。 

主な前期事業（当初） 主な前期事業（実績） 

 観光振興事業 

 ピヤシリスキー場整備事業 

 観光協会負担金 

 複合交流施設整備事業 

 観光振興事業 

 ピヤシリスキー場整備事業 

 観光協会負担金 

（仮称）複合交通センター整備事業 

前期計画の成果 

と課題 

 

 

 

 

 観光のソフト事業は、観光協会の主導により各種イベント開催、観光開発

を行い、交流人口の拡大に努めた。スキー場は、指定管理者制度を活用し効

率的な管理運営を行ったが、スキー客減少・天候不順などにより利用者数は

漸減している。映画ロケを契機したヒマワリ観光に結び付けていく施策を含

め、交流人口の拡大・体験観光の推進を計画的に推進するための観光振興計

画を策定していく。 

 名寄地区の観光拠点施設としての「道の駅」の充実や JR・高速バス利用

者の利便性を高めるとともに、観光ホスピタリティの充実をはかる。 

また、観光振興とともに地域物産品の販売により、産業全般の活性化をは

かる。 

後期計画の考え方 

（前期計画の変更、追加、

廃止など見直しが必要と考

える事項、後期計画の課題

となる事項など記載してく

ださい。） 

 民間、関係団体と連携した観光振興計画の実施により、ひまわり・星空な

どの地域観光資源を有効に活用た交流人口の拡大に努めていく。 

 道北観光の拠点としてふさわしい公共交通機関結節点整備をすすめ観光

の充実を図る。 

 

※ 各項目は簡潔に記入してください。 

※ 取り組みや成果など数値化できるものは数値を用いてください。 

※ 主要施策の内容が多岐にわたる場合は、細分化して複数枚としてください。 


