
希
望
の
道
し
る
べ

町勢要覧

共和町
H O K K A I D O  K Y O W A  2 0 1 6



CONT EN T S

揺るぎないブランド力

豊かな心を育む環境

これまで、そしてこれから

医療・福祉

生活環境

観光

商工業

行政

町長のごあいさつ

04

08

12

14

16

18

22

24

26

希望の道しるべ
2015年、共和町は

3村合併60周年、町制施行45年を迎え、

2016年には御手作場が設置されてから160年という年月が経過しました。

そして今、先人たちが切り拓き、

代々受け継がれてきた大地には希望の道しるべが立っています。

そこに宿るのは、こんなまちであってほしい、

こうしたまちにしたいという町民一人一人の願いや想いです。

共和町は、確かな未来を描きながら次のステップへ。

まちが紡ぐ物語の第二章がはじまろうとしています。



より美味しく、
より厳しく、より安全に、
終わりのない追求が
『らいでん』ブランドのこだわりです。

らいでんスイカ、らいでんメロン、そしてらいでん米。

土づくりにはじまり、栽培技術の向上、厳しい品質管理など、

信頼されるブランドになるまでには長い道のりがありました。

そのブランド力を生かしてこれからの成長戦略を練り、

より美味しく、より厳しく、より安全に、

そんな終わりのない追求が『らいでん』ブランドのこだわりです。

共和町は農産物のブランド力をいっそう強化しながら、

次代の担い手である子どもたちに

しっかりと引き継いでいきたいと思います。
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揺るぎないブランド力
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集出荷選果施設
スイカやメロンの集出荷選果施設では、中身を割らずに糖度ならび
に品質を確認できる光センサーを導入。基準を満たさないものは出
荷しないというルールを徹底し、またトレーサビリティについても万
全に管理して『らいでん』ブランドを守っています。
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共和ダム
スイカやメロンの栽培には大量の水が必要です。さらに、
その水分調整が味を左右するといっても過言ではあり
ません。スイカやメロンの畑に安定した水を供給する
共和ダムは、『らいでん』ブランドを守り、その品質向上を
図るためには欠かせない存在です。

作物を育てる楽しさ、そして収穫の喜び。そんな農業
体験をしながら生産者と交流する場がふれあい農園です。
都市で暮らす人々が畑に通い、農家の指導のもと植え付け
から収穫までを体験。都市と農村を結ぶ架け橋として、
農業への理解を促すとともに農村の魅力を多くの人たち
に伝えています。

米穀調整貯蔵施設
おいしい米の産地として知られる共和町。その品質を支えているのが米穀調整貯蔵施設
です。最新鋭の機器を備え、『らいでん』ブランドの米を低温で保管。風味や食味を損なう
ことなく、高品質をキープしたまま出荷しています。

2015年8月、安倍晋三
首相は外交の一環とし
てカタールを訪問しまし
た。会談に先立ちアブド
ッラー首相兼内相に日
本の果物を紹介。その
一つに共和町が誇るら
いでんメロンが選ばれ、
午餐で振る舞われた際には好評価を得ました。また、2011
年からは香港への輸出もスタート。国外においても高く評さ
れています。

農業開発センター
栽培技術の研究とともに、土壌分析診断や品質比較試験などを担っているのが
農業開発センターです。約10,000㎡の圃場を有し、センター内には加工品づくり
に向けた設備やスペース、研修等に使われる会議室も完備しています。

らいでんメロンは安倍首相のカタール土産

スイートコーン、じゃがいも、かぼちゃなど、
共和町では野菜の栽培も盛んです。もぎたて、
獲れたてのフレッシュ野菜のおいしさを知って
もらいたい。また、珍しい西洋野菜も幅広く
親しんでもらいたいと、生産者が直接消費者
へ産品を販売する直売の動きも見られます。

新鮮野菜のおいしさを届ける
直売の動き

交流を通して農業と農村の魅力を伝える
ふれあい農園



スイカ・メロン集出荷選果施設

子どもたちには、学校に限らず〝学ぶ場〟がたくさんあります。

家庭・学校・地域が連携し、

その健やかな成長を見守りつつ

みんなで子どもを育てていく輪が広がっているからです。

そんなまちぐるみの姿勢や活動があるからこそ、

共和町は道内でも合計特殊出生率が高くなっています。

これからも共和町はまちの未来を託すべき子どもたちが、

生きる力を磨きながら自由に大胆に可能性を広げられるよう

多彩な環境づくりをしていきます。

豊かな心を育む環境

豊
か
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心
を
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子どもたちのやわらかな心と可能性の芽を
育て、伸ばし、磨く、
多彩な環境づくりをしています。
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幼児センターから小学校、中学校へ
共和町では、いち早く幼保一元化に取り組み、保育所の機能と幼稚園の
機能を併せ持つ施設として２つの幼児センターを運営しています。充実し
た幼児教育によりすくすくと育った子どもたちは、３つの小学校と１つの
中学校で学び、心身ともに健やかに、たくましく成長していきます。
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世代間交流
かかし古里館は、子どもたちがさまざまな年代の人たちとふれあう
世代間交流の場としても活用されています。お年寄りからかつての
生活ぶりや農業についてのお話を聞いたり、カルタやあやとりといっ
た昔遊びを一緒に楽しむことも。こうした時間の共有が、子どもたち
と地域との結びつきを深めています。

スポーツ施設
町内にはプール、体育館、野球場、パークゴル
フ場、スキー場等があり、四季折々のスポー
ツ施設が充実。各種教室や大会の開催はもち
ろん、クラブの支援にも力を注ぎ、子どもたち
が普段からスポーツに親しめるよう環境整
備に努めています。

豊稔太鼓は、3村合併20周年、町制施行5周年を
迎えた1975年（昭和50年）に五穀豊穣を祈念して
創作されました。以来、共和の郷土芸能として受け継
がれ、お正月の初打ちやかかし祭のステージなどで
披露。後継者の育成にも力を注ぎ、保存会の打ち手
が小学校に出向いて指導するなど、その心と技を子ども
たちに伝えています。

郷土が誇る芸能の
「心」と「技」を伝える豊稔太鼓

生涯学習センター
約30,000冊の蔵書が並ぶ図書
室を核とした「学習施設」、アリー
ナを中心に柔・剣道専用格技室
やトレーニングルームを配した
「体育施設」、大ホールやサークル
室を備えた「文化施設」という
３つのゾーンで構成。生涯学習
センターは、子どもたちのもっと
学びたい、挑戦したいといった
意欲に応える施設です。

西村計雄記念美術館では、子どもたちに向け
て多彩なプログラムを用意。なかでもトライア
ートは、バラエティに富んだ内容が魅力です。
長い紙にみんなで絵を描いたり、美術館を探
検するなど、子どもたちの好奇心を刺激しなが
ら柔軟で豊かな発想を育んでいます。

好奇心とともに
柔軟で豊かな発想を育む
トライアート

美術館のトライアートでは、長い紙に親子で一緒に絵を
描くなど、ユニークなプログラムが行われています。

子育て支援センター『どろんこ』は、子育てに関する
相談・支援の拠点であり、また子育て中の親子がふれ
あい交流する場です。現在は中央幼児センターに
併設されていますが、より快適な環境と広い遊び場の
確保をめざして独立した建物を建設する予定です。

お母さんも赤ちゃんも笑顔が弾ける
子育て支援センター『どろんこ』
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町民一人一人の考えや想いにより
まちは動き、歴史は刻まれます。

この地に鍬が下ろされて、およそ160年。

先人の弛まぬ努力のおかげで、まちの礎が築かれました。

その勇気と情熱は歴史をつくる原動力となり、

町民一人一人の考えや想いがまちを動かしてきたのです。

それは、これまでもこれからも変わりがありません。

これまで、そしてこれから

1955年（昭和30年）4月1日、町村合併促進法の制定を受け、小沢、前田、発足の３村が合併
し共和村が誕生しました。『共和』という名前には、“共”に力を合わせ、“和”をもって発展して
いこうという町民の想いが込められています。その後、1971年（昭和46年）に町制が施行
され共和町に移行。少子高齢化や人口減少など、社会情勢の急速な変化に対応しながら、
ブランド化への挑戦により農業を振興。また、世界シェアの一端を担う電子工場の躍進など、
新しい産業にも活発な動きが見られます。共和町は、町民一人一人の考えや想いを汲み取り
ながら、先人の勇気と情熱を受け継いで“ふるさときょうわ”づくりを進めています。

３村合併により共和村
そして町制施行により共和町へ
先人の勇気と情熱を受け継いで
まちづくりを推進

1857年（安政4年）、江戸幕府は幕府直轄の開墾地として幌似
地区と発足地区の2ヵ所に御手作場を開設。約160年の歳月が
流れ、共和町は道内屈指の米どころとして、またらいでんスイカや
メロンの産地として発展を遂げてきました。御手作場の碑は、まち
の礎を築いた先人たちの苦労を偲ぶとともに、その弛まぬ努力を
称えて建立されたものです。

2016年8月、共和町160年記念事業として「夏期巡回ラジオ体操・
みんなの体操会」が開催され、約1,100人が参加しました（上写真）。
共和町内では古くからラジオ体操に取り組んでおり（左写真）、今後
もラジオ体操による健康づくりを推進します。

幕府直轄の開墾地だった足跡を示す
御手作場の碑

共和町内の幼児センターや小学校では、地域の農家に協力していただきながら手作業による「田植え」や「稲刈り」の体験授業を行っており、また農協青年部が学校菜園でメ
ロンの栽培指導を行うなど、子どもたちに基幹産業である農業の歴史や大切さを伝えています。

昭和40年代前半の小沢地区の様子
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健康づくりを支援しながら、
医療・保健・福祉が連携し
安心を届けています。
赤ちゃんからお年寄りまで、

安心して暮らせるまちをつくるためには

医療と福祉の充実が欠かせません。

共和町では、世代はもちろん、さまざまな事情に応じた

福祉サービスの提供をめざすとともに、

広域を含めた医療体制の整備に努めています。

また、医療・保健・福祉が連携し予防医療を推進。

多面的な取り組みで、町民の健康づくりを支えています。

医療・福祉

診療所
小沢診療所、前田診療所、
発足診療所のほか、共和歯
科診療所や共和整骨院な
どの医療施設があり、それ
ぞれの地区に暮らす住民
の健康維持・増進を担って
います。広域を含めた医療
体制、さらに医療・保健・福
祉の連携による支援体制も
整えているので安心です。 前田診療所

みのりの里

いきいきセンター ふれあいセンター

ふれあいセンターの広間では、カラオケや
ミニコンサートが行われています。

保健福祉センター
予防医療の大切さ、健康づくりに対する意識は高まっています。この健康づくりはもちろん、乳幼児健
診、健康診断、在宅福祉サービスなど、保健福祉に関する窓口として、さまざまな相談に応じ支援してい
るのが保健福祉センターです。

いきいきセンターは不安のある高齢者を受け入れる居住棟を併設したデイサービスの拠点。
ふれあいセンターは温泉を完備した高齢者の交流施設。そしてみのりの里・共和は全室個室
のユニットケア方式を採用した特別養護老人ホームです。共和町は、多様化するニーズに
応える手厚い福祉の実現をめざします。

多様化するニーズに応える
３つの高齢者福祉施設

発足診療所 共和整骨院 小沢診療所
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生活基盤の機能強化や
災害に対する備えなど、
安全で住み心地のよいまちづくりを
推進しています。

便利さや快適さばかりでなく、

美しい自然がもたらす潤い、そして環境への配慮も

求められる時代となりました。

さらに、さまざまな災害に対する防災意識も高まっています。

共和町では、自然環境の保全に努めるとともに、

生活基盤の機能や利便性を高め、

各種災害に対する防災・減災対策を充実させるなど、

安全で住み心地のよいまちづくりを推進しています。

生 活 環 境
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防災・減災
日本各地で自然災害が頻発するなか、防災や減災に対する意識は
高まっています。共和町では、消防ポンプ自動車の更新や訓練など
を通して消防力を強化。さらに災害用備蓄品も計画的に整備する
など、その対策にも力を注いでいます。

「道道泊共和線」の整備
災害時における避難道路の複線化を求める声が高まり、道道1178号「泊共
和線」の新設が決定されました。2025年の完成をめざし、共和町国富の「国
富2号トンネル」をはじめ、各工区で着々と工事が進められており、災害時の
避難道路としての役割が期待されています。

北海道横断自動車道 共和
～余市間の完成をめざして
着々と工事が進み、2016
年には共和～倶知安間の
事業化が決まりました。この
道路整備により、安全性の
向上、時間短縮、物流の効
率化が図られるばかりでな
く、観光需要も見込まれるこ
とから、地域の拠点となる
道の駅構想についても検討
しています。

共和につながる
高速道路により
まちを活性化

「国富２号トンネル」の工事現場を見学する小学生

防災備蓄倉庫

防災資機材倉庫

交通安全キャンペーン

景観や自然環境に配慮した「シーニックバイ
ウェイ北海道」として、2014年（平成26年）
に整備された国道276号

事業箇所

事 業 中(NEXCO)

供 用 中

調 査 中

生
活
環
境



湖沼や湿原が広がる一帯は神仙沼自然休養林となっていて、多く
の人々が訪れます。その玄関口にあるレストハウスには、広い駐車場
をはじめ、軽食コーナー、売店、トイレなどを完備。さらにレスト
ハウス横の道を進むと、美しい田園風景や日本海を一望できる展
望台もあります。

湖沼や湿原散策のスタート地点にある
神仙沼自然休養林レストハウス
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観
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花々に彩られた高原
神仙沼、大谷地、長沼、大沼。それぞれに違った景観と趣を有し、周
辺にはゆっくり散策を楽しめるよう木道が延びています。海抜750
ｍ以上の高原は湿原植物や高山植物の宝庫で、まさに花の名所。野
生の小動物も時折顔をのぞかせるなど、大自然とその営みを感じる
ことができる貴重なフィールドです。

大沼 長沼

かかしは、田園が広がる共和町のシンボル。その名を冠した祭が、8月下旬の2日間
にわたって開催されます。かかしコンクールでは、町内外の参加者によるユニークな
かかしが勢揃い。ばん馬競技大会や芸能ショーのほか、農産物の即売会も行われ、
町民はもとより多くの観光客で賑わいます。

熱気があふれ、歓声が響く
共和かかし祭

大谷地

長沼大沼

豊かで美しい自然が
四季折々の表情で語りかけてきます。

ニセコ山系の湖沼のなかで、

もっとも美しいと称えられる神仙沼。

季節により、さまざまな表情を見せてくれるのも魅力です。

周辺には自然休養林が広がり、

大沼や長沼、湿原植物が数多く見られる大谷地が点在。

その植生とともに、ありのままの景観を守るため、

遊歩道や木道の整備等にも力を注ぎ、

自然保護と観光の両立を図っています。

観　　光
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1 パークゴルフ場

4 ワイス温泉

3 神仙沼

2 ニセコパノラマライン

駐在所

郵便局

診療所

学校

凡 例

駐車場

温泉

観
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共和町出身で国際的に活躍した
西村画伯の作品を展示する美術
館。モダンな建物内で、洗練され
た芸術世界を堪能できます。

西村計雄記念美術館5

共和町南幌似143-2
☎0135-71-2525
開館時間／9：00～17：00
休館日／月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始
入館料／大人500円、高校生200円、小中学生100円

廃校となった小学校校舎を活用
した郷土資料館です。まちの歴
史や文化、そして懐かしい時代
のぬくもりを伝えています。

かかし古里館6

共和町南幌似103-13
☎0135-73-2617
開館時間／9：00～17：00（11月～3月は10：00～16：00）
休館日／月曜、祝祭日の翌日、年末年始
入館料／100円（小学生以上）

国鉄岩内線幌似駅を当時のまま
に保存し一般公開しています。鉄
道ファンだけでなく、昔を知る世
代に人気のスポットです。

幌似鉄道記念公園7

共和町幌似
問い合わせ／☎0135-73-2011
開館時間／9：00～17：00
休館日／月曜、11月～4月の冬期間
入館料／無料
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商
工
業

７月から８月までの約２ヶ月間、期間限定でオープンして
いる直売所です。共和町自慢のらいでんスイカとらい
でんメロンを販売。ひっきりなしに買い物客が訪れる人気
のショップで、試食はもちろん地方発送もＯＫです。
共和町発足190
☎0135-74-3011
営業時間／8：00～17：00（7月～8月のみ）

みずみずしいスイカやメロンが並ぶ
ＪＡきょうわ直売所

住鉱国富電子株式会社
1935年（昭和10年）に「住友」として操業を開始した銅精錬からの流れを汲むのが住鉱
国富電子株式会社です。現在は、スマートフォンやタブレット端末などに搭載される結晶
材料、さらに小型モーター等に使われる磁性材料を製造。なかでも表面弾性波フィルタ
ーに使用される結晶材料は世界で30％以上のシェアを誇るなど、まちの産業の一翼を
担っています。

かつて、まちのシンボルだった旧銅製錬所の大煙突。
現在は、その歴史を後世に伝えようとモニュメントが
建っています。

商工業の振興を図りながら、
活力あふれるまちづくりを
進めています。

基幹産業である農業はもちろん、

商工業の振興がまちの活性化につながります。

共和町では、商工業者に対するさまざまな支援を行うことで、

地元企業の事業拡大を促し雇用を確保、

そして健全で安定した経営を促進。

さらに、新たな特産品を生み出すため

農産物を利用した加工品の開発や

研究を後押しするなど、

活力あふれるまちづくりを進めています。

商工業

すいか糖

らいでん米

トンネル餅

かかしせんべい

ナチュラルチーズ 日本酒『安政浪漫』 三田アイス

夏菓子漬

らいでんメロンゼリー

農産物、チーズに
お菓子など
おいしいものが
いっぱい！
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行
政

後志広域連合は、2007年（平成19年）に後志16町村の合意で発足しま
した。地方行政の権限が広がり業務が増えるなか、行政体制の効率化と
連携強化を図るための組織です。16町村をネットワークで結び、介護保
険業務、国民健康保険業務、さらには税金の滞納管理などを一括して行
っています。

町民と行政が協働し、
未来に夢と希望がもてる
まちをめざします。

行　　政

共和町副町長
竹内 孝

共和町長
山本 栄二

共和町教育長
谷内 則行

町議会議長
小田 恒夫

町議会副議長
濱岡 康行

行政体制の効率化と連携強化に向け
16町村をネットワークで結ぶ後志広域連合

少子高齢化、人口減少、一次産業の伸び悩みなど、

地方を取り巻く環境は厳しさを増しています。

地方創生を実践するためには、

実情に応じて創意工夫を凝らし、

自主性や自立性を発揮しなければなりません。

共和町は、参画と協働の名のもとに、

町民と行政が一体となって数々の課題に取り組み、

将来にわたり自立可能なまちをめざします。

共和町ホームページ
観光やイベント情報はもちろん、行政の催しやさまざまな取り組み
を紹介しているホームページ。常に最新の情報を入手できます。

http://www.town.kyowa.hokkaido.jp/

広報「きょうわ」
毎月発行している広報誌に
は、地域のニュースやお知ら
せを集めて掲載。全戸に配
布しています。町民による文
芸欄や、結婚や誕生、おくや
み欄もあり、生活情報が満
載です。
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町
長
の
ご
あ
い
さ
つ

　共和町は安政４年（１８５７年）、徳川幕府が直轄の開墾場として御手作場を開設し、開拓の
鍬が打ちおろされて以来、先人の勇気と弛まぬ努力によって拓かれた「緑広がる豊かな大地」で、
恵まれた気候風土を活かし、道内屈指の農業を基幹産業とするまちとして発展の道を歩んで
まいりました。
　殊に、高品質米の生産をはじめ、スイカやメロン、スイートコーンなどの高級果菜は「北海道
の食」としてその名を馳せていますが、らいでんブランドのスイカ・メロンは最新鋭の装置を
備えた集出荷選果施設で品質管理を徹底、安全安心な産品を消費者の皆様にお届けしており、
道内外から厚い信頼を得、確固たる地位を築いていることに感慨を深くしています。
　時に、社会・経済情勢の変容は著しく、急速な少子高齢化や人口減少など、地方を取り巻く
環境は峻厳さを増し、地域の特性を活かした子育て支援策や産業の振興、雇用の創出など
様々な取り組みが強く求められています。
　こうした状況下、町としては国と一体となって取り組むこととしている「共和町まち・ひと・
しごと創生総合戦略」に基づく施策を、町民皆様の相互理解と協力による総合力の結集で
着実に推進し、更なる共和町の発展を目指して参る所存であります。
　この要覧により、本町の現況をご理解いただき、なお一層のご支援ご指導を賜りますれば
幸いと存じます。

共和町長  山本栄二

発行にあたって
町章
上部に「共」の文字をデザイン化、下部の
円形は「和」を示すものです。さらに、
「共」の文字には３地区の住民が共に力を
合わせて未来を切り拓く姿を、円には共和
の肥沃な大地と住民の和によって力強く
発展する姿を重ねています。

町の花／ミツガシワ
神仙沼のふちを取り巻くように群生し
ているミツガシワ。湖沼や湿原に自生
する多年草で、６月頃水中から伸びた
柄に白い可憐な花をつけます。

町の木／イチイ
日本全国に自生するイチイ、北海道で
はオンコと呼ばれています。共和町の
イチイは樹齢を重ねたものが多く、長
く風雪に耐えてきた姿が印象的です。

●共和⇒札幌
　〈稲穂峠・小樽まわり〉
　国道5号→札樽道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約1時間45分
　〈中山峠・倶知安まわり〉
　国道276号→国道230号・・・・・・・・・・・・・約2時間15分
●共和⇒千歳
　〈稲穂峠・小樽まわり〉
　国道5号→札樽道・道央道・・・・・・・・・・・・約2時間15分
　〈美笛峠・倶知安まわり〉
　国道276号→国道36号・・・・・・・・・・・・・・約2時間30分

緑は豊かな自然、青は明るく健や
かな町民、そしてオレンジは太陽と
未来への希望を象徴。ＫＹＯＷＡ
の「Ｋ」、大切なものを両手で掲げ
るという意味合いがある「共」をモ
チーフにして、ともに助け合い、未
来へ向けて成長していこうとする
まちの姿勢を表現しています。

共和町ロゴマーク



かかしのふるさと

共和町
発行／北海道共和町
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