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士別市 

人口：21,787人 

面積：1,119.29km2 

【特産品・グルメ】 

○士別サフォークラム(羊肉)、加工品
○サフォーク丼・サフォークスープカ
レー 

○サフォークニット製品 
○天然液状甘味料「ビートオリゴ」 
○顆粒片栗粉「とろみちゃん」 

【観光名所】 
 ○羊と雲の丘（羊飼いの家、世界のめ

ん羊館、めん羊工芸館「くるるん」）
○フットパス 
○道立自然公園「天塩岳」 

 ○岩尾内湖白樺キャンプ場 

  

 

士別市は、北海道第２の大河「天塩川」の源流部に

位置し、豊かな水と肥沃なみどりの大地のもと、農業

と林業を基幹産業として発展してきた田園都市です。 

 基幹産業とともに、黒い顔と手足が特徴のサフォー

ク種めん羊を活かしたまちづくりをすすめており、羊

肉や羊毛の活用など、さまざまな方向から「羊」に関

する新たな可能性を探求しています。 

夏の冷涼でさわやかな気候や冬の雪と寒さなどの

豊かな自然環境のもと、スポーツや文化活動など、「合

宿の里」として、多くの人々が合宿に訪れています。 

冬季は、「自動車等試験研究のまち」として、積雪

寒冷な自然条件や風土のもと、自動車やタイヤ、スノ

ーモビルなどの試験研究が数多く行われています。 

 

 

 

 

 
和寒町 

人口：3.832人 

面積：224.83km2 

【特産品・グルメ】 

○越冬キャベツ ○かぼちゃ 

○わっさむトマトジュース 

○かぼちゃペースト 

○和寒ジンギスカン 

【観光名所】 

○塩狩峠記念館 ○塩狩峠一目千本桜

○三笠山自然公園 ○南丘森林公園 

○夫婦岩 ○ミズナラの巨木  

○総合運動公園 ○東山スキー場 

 

 

 

 

 

 

 

和寒町は、北海道の二大水系石狩川と天塩川の分水

嶺「塩狩峠」の麓に広がり、東、西、南の三方を比較

的低い山岳に囲まれた自然の恵み豊かなまちです。越

冬キャベツ発祥のまちでもあり、「和寒越冬キャベツ」

は商標登録され、道内各地へ出荷されています。 

基幹産業である農業の振興をはじめ、地場産業の育

成、さらに地域資源を活用した観光事業や新エネルギ

ーの導入推進、地球温暖化対策に力を入れ、町民が主

体となったまちづくりを推進しています。 

また、「町民皆スポーツ」を目指して「スポーツの

まち」を宣言し、スポーツを通した地域間交流や世代

を超えたコミュニティ活動の取り組みを進めていま

す。 

 

 

塩狩峠記念館 

サフォーク羊 
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６ 都市機能の集積状況 
  

名寄市、士別市における公共施設等による各種サービス機能、医療機能、商業・娯楽機能その

他の行政及び民間分野に係る都市機能の集積状況は、概ね次のとおりです。 
 
分類 都市機能 名寄市 士別市 

行政機関 国の機関 旭川地方検察庁名寄支部 

旭川地方・家庭裁判所名寄支部 

名寄簡易裁判所 

名寄検察審査会事務局 

旭川地方法務局名寄支局 

名寄拘置支所 

名寄税務署 

名寄労働基準監督署 

名寄公共職業安定所 

旭川開発建設部名寄河川事務所  

旭川開発建設部名寄農業開発事業所 

陸上自衛隊名寄駐屯地 

旭川開発建設部士別道路事務所 

旭川開発建設部名寄河川事務所岩尾

内ダム管理支所 

士別河川防災ステーション 

北海道森林管理局計画部森林技術セ

ンター 

名寄公共職業安定所士別出張所 

 

 

道の機関 上川総合振興局 

名寄道税事務所、保健環境部名 

寄社会福祉事務出張所、保健環 

境部名寄地域保健室、上川農業 

改良普及センター名寄支所、 

北部森林室 

名寄警察署 

上川総合振興局 

旭川建設管理部士別出張所、 

北部耕地出張所、上川農業改良 

普及センター士別支所 

 

 

士別警察署 

医療・福祉 医療機関 病院 4 機関、診療所 13 機関 

歯科診療所 15 機関 

病院 1 機関、診療所 12 機関 

歯科診療所 12 機関 

 公的機関 名寄市立総合病院 

初期救急医療施設 

第 2 次救急医療施設 

地方・地域センター病院 

地域周産期母子医療センター 

上川北部地域災害拠点病院 

名寄東病院 

名寄市風連国民健康保険診療所 

士別市立病院 

初期救急医療施設 

第 2 次救急医療施設 

 

 子育て施設 保育所（市立3ヶ所、私立1ヶ所、 

市立へき地3ヶ所、事業所内 4 ヶ所、 

認可外 1 ヶ所） 

私立幼稚園 5 ヶ所 

子育て支援センター3 ヶ所 

認定こども園 1 ヶ所 

総合療育センター1 ヶ所 

保育所（市立 4 ヶ所、へき地 4 ヶ所、 

事業所内 1 ヶ所、認可外 3 ヶ所） 

私立幼稚園 3 ヶ所 

子育て支援センター1 ヶ所 

母子通園センター1 ヶ所 

つどいの広場 2 ヶ所 

留守家庭保育室 5 ヶ所 

高齢者福祉 

入所施設 

特別養護老人ホーム 2 ヶ所 

軽費老人ホーム 2 ヶ所 

認知症高齢者グループホーム 3 ヶ所

介護老人保健施設 1 ヶ所 

特別養護老人ホーム 2 ヶ所 

養護老人ホーム 1 ヶ所 

認知症高齢者グループホーム 4 ヶ所 

介護老人保健施設 2 ヶ所 

住宅型有料老人ホーム 2 ヶ所 
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介護付有料老人ホーム 3 ヶ所 

 障害者福祉 

施設 

知的障害者支援施設 2 ヶ所 

地域活動支援センター2 ヶ所 

精神障害者支援施設 2 ヶ所 

障害者支援施設 1 ヶ所 

地域活動支援センター1 ヶ所 

就労継続支援 B 型事業所 2 ヶ所 

その他施設 名寄市総合福祉センター 

名寄市保健センター 

士別市保健福祉センター 

士別市総合福祉センター 

老人保健センター 

教育・文化・ 大学 名寄市立大学  

スポーツ 高等学校 名寄高校（道立） 

名寄産業高校（道立） 

士別翔雲高校（道立） 

士別東高校（市立） 

 文化・社会教

育施設 

なよろ市立天文台 

なよろ健康の森 

名寄市民文化センター 

市立名寄図書館 

名寄市北国博物館 

ふうれん地域交流センター 

市民文化センター 

生涯学習情報センター「いぶき」 

あさひサンライズホール 

市立士別図書館 

士別市博物館 

つくも青少年の家 

勤労者センター 

スポーツ施設 名寄市スポーツセンター 

名寄ピヤシリスキー場 

名寄ピヤシリシャンツェ 

サンピラー交流館カーリングホール 

名寄市営球場 

士別市総合体育館 

士別市陸上競技場、ふどう野球場、 

天塩川サッカー場、日向スキー場、 

朝日スキー場、朝日三望台シャンツェ、

多世代スポーツ交流館 

産業 商業施設 大規模商業施設 6 ヶ所 

 （店舗面積 1,000 ㎡以上） 

大規模商業施設 5 ヶ所 

 （店舗面積 1,000 ㎡以上） 

 観光施設 北海道立サンピラーパーク 

道の駅もち米の里☆なよろ 

ふうれん望湖台自然公園 

羊と雲の丘、世界のめん羊館 

めん羊工芸館「くるるん」 

天塩岳、岩尾内湖 

つくも水郷公園、ふどう運動公園 

 流通施設 名寄市公設地方卸売市場 士別地方卸売市場 

 金融機関 北星信用金庫、北洋銀行、北海道銀行、

北海道労働金庫、北見信用金庫、 

郵便局 

北星信用金庫、北洋銀行、北海道銀行、

郵便局 

 

 その他施設 なよろ温泉サンピラー 

名寄市立食肉センター 

ＦＭ放送Ａｉｒてっし 

士別市サイクリングターミナル 

スポーツ合宿センター「しべつイン翠月」、

日向温泉、農畜産物加工体験交流工

房「の～む」 

生活 消費生活相談 名寄市消費者センター 士別市消費生活センター 

交通機能 鉄道 ＪＲ宗谷本線 ＪＲ宗谷本線 

 国道 国道 40 号、239 号 国道 40 号、239 号 

 高速道路  北海道縦貫自動車道士別剣淵 IC 

 長距離バス 名寄⇔札幌  名寄⇔札幌  

広域施設  上川北部消防事務組合消防本部 

炭化センター 

衛生センター 

上川北部森林組合 

士別地方消防事務組合消防本部 

北ひびき農協本所 

上川北農業共済組合 

てしおがわ土地改良区 

士別地区森林組合 
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   介護付有料老人ホーム 3 ヶ所 

 障害者福祉 

施設 

知的障害者支援施設 2 ヶ所 

地域活動支援センター2 ヶ所 

精神障害者支援施設 2 ヶ所 

障害者支援施設 1 ヶ所 

地域活動支援センター1 ヶ所 

就労継続支援 B 型事業所 2 ヶ所 

その他施設 名寄市総合福祉センター 

名寄市保健センター 

士別市保健福祉センター 

士別市総合福祉センター 

老人保健センター 

教育・文化・ 大学 名寄市立大学  

スポーツ 高等学校 名寄高校（道立） 

名寄産業高校（道立） 

士別翔雲高校（道立） 

士別東高校（市立） 

 文化・社会教

育施設 

なよろ市立天文台 

なよろ健康の森 

名寄市民文化センター 

市立名寄図書館 

名寄市北国博物館 

ふうれん地域交流センター 

市民文化センター 

生涯学習情報センター「いぶき」 

あさひサンライズホール 

市立士別図書館 

士別市博物館 

つくも青少年の家 

スポーツ施設 名寄市スポーツセンター 

名寄ピヤシリスキー場 

名寄ピヤシリシャンツェ 

サンピラー交流館カーリングホール 

名寄市営球場 

士別市総合体育館 

士別市陸上競技場、ふどう野球場、 

天塩川サッカー場、日向スキー場、 

朝日スキー場、朝日三望台シャンツェ、

多世代スポーツ交流館 

産業 商業施設 大規模商業施設 6 ヶ所 

 （店舗面積 1,000 ㎡以上） 

大規模商業施設 5 ヶ所 

 （店舗面積 1,000 ㎡以上） 

 観光施設 北海道立サンピラーパーク 

道の駅もち米の里☆なよろ 

ふうれん望湖台自然公園 

羊と雲の丘、世界のめん羊館 

めん羊工芸館「くるるん」 

天塩岳、岩尾内湖 

つくも水郷公園、ふどう運動公園 

 流通施設 名寄市公設地方卸売市場 士別地方卸売市場 

 金融機関 北星信用金庫、北洋銀行、北海道銀行、

北海道労働金庫、北見信用金庫、 

郵便局 

北星信用金庫、北洋銀行、北海道銀行、

郵便局 

 

 その他施設 なよろ温泉サンピラー 

名寄市立食肉センター 

ＦＭ放送Ａｉｒてっし 

士別市サイクリングターミナル 

スポーツ合宿センター「しべつイン翠月」、

士別市林業センター「日向温泉」、 

農畜産物加工体験交流工房「の～む」

農産加工実習施設、勤労者センター 

生活 消費生活相談 名寄市消費者センター 士別市消費生活センター 

交通機能 鉄道 ＪＲ宗谷本線 ＪＲ宗谷本線 

 国道 国道 40 号、239 号 国道 40 号、239 号 

 高速道路  北海道縦貫自動車道士別剣淵 IC 

 長距離バス 名寄⇔札幌  名寄⇔札幌  

広域施設  上川北部消防事務組合消防本部 

炭化センター 

衛生センター 

上川北部森林組合 

士別地方消防事務組合消防本部 

北ひびき農業協同組合本所 

上川北農業共済組合 

てしおがわ土地改良区 

士別地区森林組合 
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- 7 - 

旧 

イ 医師等派遣事業 

事 業 内 容 医療スタッフの不足を補うため、医療機関や地域保健健診へ医師等を派遣する。

効   果 人的資源が不足する地域医療や地域保健健診の維持・確保が図られる。 

役 割 分 担 
医師等の確保や派遣は中心市が行う。 

派遣に必要な経費は各自治体が負担する。 

補助制度等 
地域医療サポートセンター整備事業、へき地医療拠点病院運営事業、過疎債、

病診連携等による地域医療の確保に対する財政措置 

 

（単位：千円）

事 業 名 事業主体 H 24年 H 25年 H 26年 H 27年 H 28年 総事業費

地域医療サポートセンター整備事業 名寄市 9,632 9,632 9,632 9,632 9,632 48,160

医師等派遣事業 名寄市 33,196 33,196 33,196 33,196 33,196 165,980

巡回診療 名寄市 1,437 1,437 1,437 1,437 1,437 7,185

地域保健健診事業 名寄市 2,255 2,255 2,255 2,255 2,255 11,275

医師等派遣事業 士別市 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 145,000

医師等派遣事業 和寒町 610 610 610 610 610 3,050

地域保健健診事業 和寒町 150 150 150 150 150 750

地域保健健診事業 剣淵町 150 150 150 150 150 750

医師等派遣事業 下川町 75 75 75 75 75 375

地域保健健診事業 美深町 60 60 60 60 60 300

代替医師確保補助金 音威子府村 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 48,000

地域医療サポートセンター整備事業 枝幸町 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 14,250

医師等派遣事業 浜頓別町 → → → → →   

医師等派遣事業 中頓別町 → → → → →   

※各事業については、平成23年12月時点の見込みであり、今後変更する可能性があるものとする。また、事業費が明確で

ないものについては→で表記している。 

 

 

 

 

- 25 - 

 

 

 

- 8 - 

新 

イ 医師等派遣事業 

事 業 内 容 医療スタッフの不足を補うため、医療機関や地域保健健診へ医師等を派遣する。

効   果 人的資源が不足する地域医療や地域保健健診の維持・確保が図られる。 

役 割 分 担
医師等の確保や派遣は名寄市立総合病院が行う。 

派遣に必要な経費は各自治体が負担する。 

補助制度等
地域医療サポートセンター整備事業、へき地医療拠点病院運営事業、過疎債、

病診連携等による地域医療の確保に対する財政措置 

 

（単位：千円）

事 業 名 事業主体 H 24年 H 25年 H 26年 H 27年 H 28年 総事業費

地域医療サポートセンター整備事業 名寄市 9,632 9,632 9,632 9,632 9,632 48,160

医師等派遣事業 名寄市 33,196 33,196 33,196 33,196 33,196 165,980

巡回診療 名寄市 1,437 1,437 1,437 1,437 1,437 7,185

地域保健健診事業 名寄市 2,255 2,255 2,255 2,255 2,255 11,275

医師等派遣事業 士別市 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 145,000

医師等派遣事業 和寒町 610 610 610 610 610 3,050

地域保健健診事業 和寒町 150 150 150 150 150 750

地域保健健診事業 剣淵町 150 150 150 150 150 750

医師等派遣事業 下川町 75 75 75 75 75 375

地域保健健診事業 美深町 60 60 60 60 60 300

代替医師確保補助金 音威子府村 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 48,000

地域医療サポートセンター整備事業 枝幸町 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 14,250

医師等派遣事業 浜頓別町 → → → → →   

医師等派遣事業 中頓別町 → → → → →   

※各事業については、平成23年12月時点の見込みであり、今後変更する可能性があるものとする。また、事業費が明確で

ないものについては→で表記している。 

 

 

- 25 - 



 

 

 

- 9 - 

旧 

（２）障がい者福祉の推進 

協

定

の

内

容 

（取組の内容） 

障がい者（児）の自立と社会参加を促進するため、療育施設及び地域活動支援センター

の広域利用を推進する。 

（甲の役割・名寄市、士別市） 

名寄市総合療育センタ―及び士別市こども通園センターを運営するとともに、乙と連携

して地域活動支援センターの広域利用を推進する。 

（乙の役割・和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町） 

甲が設置する名寄市総合療育センター及び士別市こども通園センターの運営に必要な協

力と応分の経費を負担するとともに、甲と連携して地域活動支援センターの広域利用を推

進する。 

 

ア 障害福祉サービス 

事 業 内 容 
障がい者の自立と社会参加を促進する地域活動支援センターの広域利用を推進

する。 

効   果 地域活動支援センターの安定した事業運営の確保が図られる。 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等 地域生活支援事業費補助金 

  

（単位：千円）

事 業 名 事業主体 H 24年 H 25年 H 26年 H 27年 H 28年 総事業費

名寄市地域活動支援センター事業 名寄市 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 61,000

名寄市地域活動支援センター事業 下川町 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 5,800

名寄市地域活動支援センター事業 美深町 812 812 812 812 812 4,060

名寄市地域活動支援センター事業 音威子府村 162 162 162 162 162 810

名寄市地域活動支援センター事業 中川町 113 113 113 113 113 565

士別地域活動支援センター事業 士別市 4,342 4,342 4,342 4,342 4,342 21,710

士別地域活動支援センター事業 和寒町 546 546 546 546 546 2,730

士別地域活動支援センター事業 剣淵町 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 5,645

士別地域活動支援センター事業 剣淵町 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 5,645

※各事業については、平成23年12月時点の見込みであり、今後変更する可能性があるものとする。また、事業費が明確で

ないものについては→で表記している。 

 

- 30 - 
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新 

（２）障がい者福祉の推進 

協

定

の

内

容

（取組の内容） 

障がい者（児）の自立と社会参加を促進するため、療育施設及び地域活動支援センター

の広域利用を推進する。 

（甲の役割・名寄市、士別市） 

名寄市総合療育センタ―及び士別市こども通園センターを運営するとともに、乙と連携

して地域活動支援センターの広域利用を推進する。 

（乙の役割・和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町） 

甲が設置する名寄市総合療育センター及び士別市こども通園センターの運営に必要な協

力と応分の経費を負担するとともに、甲と連携して地域活動支援センターの広域利用を推

進する。 

 

ア 障害福祉サービス 

事 業 内 容
障がい者の自立と社会参加を促進する地域活動支援センターの広域利用を推進

する。 

効   果 地域活動支援センターの安定した事業運営の確保が図られる。 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等 地域生活支援事業費補助金 

  

（単位：千円）

事 業 名 事業主体 H 24年 H 25年 H 26年 H 27年 H 28年 総事業費

名寄市地域活動支援センター事業 名寄市 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 61,000

名寄市地域活動支援センター事業 下川町 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 5,800

名寄市地域活動支援センター事業 美深町 812 812 812 812 812 4,060

名寄市地域活動支援センター事業 音威子府村 162 162 162 162 162 810

名寄市地域活動支援センター事業 中川町 113 113 113 113 113 565

士別地域活動支援センター事業 士別市 4,342 4,342 4,342 4,342 4,342 21,710

士別地域活動支援センター事業 和寒町 546 546 546 546 546 2,730

士別地域活動支援センター事業 剣淵町 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 5,645

※各事業については、平成23年12月時点の見込みであり、今後変更する可能性があるものとする。また、事業費が明確で

ないものについては→で表記している。 

 

- 30 - 
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旧 

イ 母子通園事業 

事 業 内 容 
子どもの発達にあわせた個別事業や集団指導等を行う療育施設の広域利用を推

進する。 

効   果 母子通園施設等の広域利用によって、安定した事業運営の確保が図られる。 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  

 

（単位：千円）

事 業 名 事業主体 H 24年 H 25年 H 26年 H 27年 H 28年 総事業費

名寄市母子通園事業 名寄市 24,763 24,763 24,763 24,763 24,763 123,815

名寄市母子通園事業 下川町 771 771 771 771 771 3,855

名寄市母子通園事業 美深町 683 683 683 683 683 3,415

名寄市母子通園事業 音威子府村 88 88 88 88 88 440

名寄市母子通園事業 中川町 73 73 73 73 73 365

士別市こども通園センター運営事業 士別市 5,653 5,653 5,653 5,653 5,653 28,265

士別市こども通園センター運営事業 和寒町 617 617 617 617 617 3,085

士別市こども通園センター運営事業 剣淵町 300 300 300 300 300 1,500

※各事業については、平成23年12月時点の見込みであり、今後変更する可能性があるものとする。また、事業費が明確で

ないものについては→で表記している。 

 

 

- 31 - 

 

 

 

- 12 - 

新 

イ 母子通園事業 

事 業 内 容
子どもの発達にあわせた個別事業や集団指導等を行う療育施設の広域利用を推

進する。 

効   果 母子通園施設等の広域利用によって、安定した事業運営の確保が図られる。 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  

 

（単位：千円）

事 業 名 事業主体 H 24年 H 25年 H 26年 H 27年 H 28年 総事業費

名寄市母子通園事業 名寄市 24,763 24,763 24,763 24,763 24,763 123,815

名寄市母子通園事業 下川町 771 771 771 771 771 3,855

名寄市母子通園事業 美深町 683 683 683 683 683 3,415

名寄市母子通園事業 音威子府村 88 88 88 88 88 440

名寄市母子通園事業 中川町 73 73 73 73 73 365

士別市こども通園センター運営事業 士別市 23,341 23,341 23,341 23,341 23,341 116,705

士別市こども通園センター運営事業 和寒町 617 617 617 617 617 3,085

士別市こども通園センター運営事業 剣淵町 300 300 300 300 300 1,500

※各事業については、平成23年12月時点の見込みであり、今後変更する可能性があるものとする。また、事業費が明確で

ないものについては→で表記している。 

 

 

- 31 - 
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旧 

（２）鳥獣被害防止対策の推進 

協

定

の

内

容 

（取組の内容） 

鳥獣による農林業への被害防止を図るため、関係機関・団体と連携して被害状況や被害

防止対策等の情報交換を行い、効果的な対策を推進する。 

（甲の役割・名寄市、士別市） 

鳥獣による被害状況や被害防止対策等に係る情報交換を行い、乙及び関係機関・団体と

連携して被害防止対策を講じるとともに、担い手育成に向けた講習会や残滓処理について

の情報を乙に提供する。 

（乙の役割・和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町） 

鳥獣による被害状況や被害防止対策等に係る情報交換を行い、甲及び関係機関・団体と

連携して被害防止対策を講じるとともに、甲が提供する情報の有効活用を図る。 

 

ア 鳥獣被害防止対策事業 

事 業 内 容 鳥獣による農林業への被害防止を図るため、鳥獣被害防止対策を推進する。 

効   果 

 鳥獣による被害状況や被害防止対策等に係る情報共有など、連携を図ることに

よって未然防止が期待される。さらに、第１次産業である農林業に対する被害防

止が図られる。 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  地域づくり総合交付金 

 

（単位：千円）

事 業 名 事業主体 H 24年 H 25年 H 26年 H 27年 H 28年 総事業費

エゾシカ緊急対策事業 名寄市 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 35,000

有害鳥獣被害防止対策事業 士別市 12,475 11,948 11,948 11,948 11,948 60,267

有害鳥獣被害対策事業 和寒町 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 24,000

有害鳥獣対策事業 剣淵町 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 8,000

農作物鹿等被害対策支援事業補助金 下川町 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000

有害鳥獣捕獲業務委託料等 下川町 8,475 7,875 7,875 7,875 7,875 39,975

有害鳥獣対策事業 美深町 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 19,000

有害鳥獣対策事業 音威子府村 1,719 2,000 2,000 2,000 2,000 9,719

有害鳥獣捕獲駆除報償 中川町 3,048 3,048 3,048 3,048 3,048 15,240

有害鳥獣駆除委託 中川町 500 500 500 500 500 2,500

鳥獣害防止対策事業 幌加内町 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000

※各事業については、平成23年12月時点の見込みであり、今後変更する可能性があるものとする。また、事業費が明確で

ないものについては→で表記している。 

 

 

- 40 - 

 

 

 

- 14 - 

新 

（２）鳥獣被害防止対策の推進 

協

定

の

内

容

（取組の内容） 

鳥獣による農林業への被害防止を図るため、関係機関・団体と連携して被害状況や被害

防止対策等の情報交換を行い、効果的な対策を推進する。 

（甲の役割・名寄市、士別市） 

鳥獣による被害状況や被害防止対策等に係る情報交換を行い、乙及び関係機関・団体と

連携して被害防止対策を講じるとともに、担い手育成に向けた講習会や残滓処理について

の情報を乙に提供する。 

（乙の役割・和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町） 

鳥獣による被害状況や被害防止対策等に係る情報交換を行い、甲及び関係機関・団体と

連携して被害防止対策を講じるとともに、甲が提供する情報の有効活用を図る。 

 

ア 鳥獣被害防止対策事業 

事 業 内 容 鳥獣による農林業への被害防止を図るため、鳥獣被害防止対策を推進する。 

効   果

 鳥獣による被害状況や被害防止対策等に係る情報共有など、連携を図ることに

よって未然防止が期待される。さらに、第１次産業である農林業に対する被害防

止が図られる。 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  鳥獣被害防止総合対策事業、地域づくり総合交付金 

 

（単位：千円）

事 業 名 事業主体 H 24年 H 25年 H 26年 H 27年 H 28年 総事業費

エゾシカ緊急対策事業 名寄市 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 35,000

有害鳥獣被害防止対策事業 士別市 12,475 11,948 11,948 11,948 11,948 60,267

有害鳥獣被害対策事業 和寒町 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 24,000

有害鳥獣対策事業 剣淵町 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 8,000

農作物鹿等被害対策支援事業補助金 下川町 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000

有害鳥獣捕獲業務委託料等 下川町 8,475 7,875 7,875 7,875 7,875 39,975

有害鳥獣対策事業 美深町 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 19,000

有害鳥獣対策事業 音威子府村 1,719 2,000 2,000 2,000 2,000 9,719

有害鳥獣捕獲駆除報償 中川町 3,048 3,048 3,048 3,048 3,048 15,240

有害鳥獣駆除委託 中川町 500 500 500 500 500 2,500

鳥獣害防止対策事業 幌加内町 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000

※各事業については、平成23年12月時点の見込みであり、今後変更する可能性があるものとする。また、事業費が明確で

ないものについては→で表記している。 
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