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第２章 住み良さと自然が共生するまち 
第１節 環境との共生 
２ 景観 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町には、市街地の東西に音更川河岸段丘、オサルシナイ丘陵、耕地防風林、十勝牧場内の自然空

間など、景観上も重要な多くの「緑」が残されている一方で、市街地の一部では、緑化が不足して

います。身近な生活の場にも自然の潤いを感じられるような景観づくりを進めていくことが必要で

す。 
◆本町は、「景観づくり基本計画」などに基づき、河岸段丘の保全、公共施設案内看板の統一や地域

の緑化、景観に配慮した都市整備などに取り組んでいます。近年、国が平成１７年に「景観法」を

制定しが全面施行され、北海道では「北海道景観計画」を策定するなか、本町においても、良好な

景観の形成、保全に向けて、景観に対する町民の理解や意識を高めていくことが必要です。特に、

市街地の幹線道路沿道で、大型広告物の色彩などの景観に与える影響が大きいことから、事業者な

どとも連携して優れた景観づくりに取り組んでいくことが必要です。 
◆平成２７年度に国道２４１号の一部区間で無電柱化（電線類の地中化）事業実施が決定しました。

無電柱化は、景観阻害要因の除去につながり、景観づくりの先導的役割をはたすため、当該事業の

円滑な推進と事業対象区間の延伸を求めて、事業実施主体である国への協力や要請が必要です。 
 
＜めざす方向＞ 
◆「景観づくり基本計画」に基づき、景観の重要性の認識を高めるとともに、町内の優れた景観を保

全し、自然と調和した心安らぐ美しい景観づくりを進めます。 
 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）景観に対する意

識の向上 
 

①景観の重要性について認識を高める機会を提供します。 
②景観づくりを行う組織の育成や活動を支援します。 

 
（２）景観に配慮した

まちづくりの推
進 

 

①景観法の周知により、景観に配慮した公共事業を進めます。 
②沿道景観づくりのため、景観に配慮した大型広告物への指導、助言に
努めます。 

③国道２４１号における無電柱化事業の促進及び事業区間延伸を関係機
関に要請します。 

 

（３）地域の特性を活
かした景観の形
成、保護 

 

①河川における連続性のある緑の景観づくりを進めるため、河川空間の
整備と河岸段丘の保全に努めます。 

②地区計画制度※を活用して景観づくりを進めます。 
③農村の景観を向上させるため、景観緑肥※や耕地防風林の保全、沿道
景観づくりに努めます。 
※地区計画制度：いくつかの街区などからなる比較的小規模な地区を単位に、特

性に応じたきめの細かいまちづくりを行うための「地区計画」を立てて、それに

沿ってより良好な開発を進める制度のことです。  

※景観緑肥：収穫しないでそのまま田畑にすきこみ、後から栽培する作物の肥料

にする「緑肥」のうち、景観にも良いものを「景観緑肥」といいます。 
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＜目標指標＞ 

（１）景観に対する意識の向上 
目標指標名 説    明 当初数値 年度 中間数値 年度 目標数値 年度 

「潤いと思いやりの地域
づくり事業（地域緑化事
業）」の申請件数 

町内会組織などを中心とする「潤
いと思いやりの地域づくり事業」に
おける地域緑化事業の申請件数
（年間） 

37 件 H21 
44 件 
41 件 

H26 50 件 H32 

 
（２）景観に配慮したまちづくりの推進 

目標指標名 説    明 当初数値 年度 中間数値 年度 目標数値 年度 

北海道景観条例に基づ
く、意見聴取に対する回
答件数 

一定規模以上の建築物等の行為
に関する届出制度における意見
聴取 

10 件 H22 11 件 H25 10 件 H32 

 
（３）地域の特性を活かした景観の形成、保護 

目標指標名 説    明 当初数値 年度 中間数値 年度 目標数値 年度 

地区計画の区域内にお
ける行為の届出件数 

景観に関する規制を設けている
地区における建築等の行為の届
出件数 

105 件 H22 50 件 H26 50 件 H32 
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第２章 住み良さと自然が共生するまち 
第３節 快適な生活基盤 
１ 道路 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町の道路網は、北海道横断自動車道（高速道路）、帯広北バイパス（帯広北新道）、国道 241 号線

（音更大通）と道道 12 路線を骨格とし、これらに接続する町道で形成されています。整備等の方

針については、地域住民の意向、交通需要、財政状況などから、必要性や実現性を総合的に検証し

整理していきます。 
◆北海道横断自動車道は、の道東自動車道が占冠まで開通しており、は、平成 23 年度に夕張まで開

通予定で、これにより十勝圏から札幌圏までの高速道の整備が完了します。平成 23 年 10 月に夕張

インターチェンジ～占冠インターチェンジ間が開通し、平成 27 年 3 月には浦幌インターチェンジ

～白糠インターチェンジ間が開通となり道央圏と釧路地域の一部が結ばれ、人的交流の活性化や物

流の効率化などに大きく貢献しています。このような状況から道央圏、釧路根圏、北網走圏への早

期全線開通が望まれていますが、足寄インターチェンジ～陸別インターチャンジ間などは当面着工

しない区間と整備方針が見直され、着工の事業着手の見通しが示されていない区間もあります。ま

た、高規格幹線道路の帯広・～広尾間は平成 20 年度に中札内平成 27 年 3 月に忠類大樹インターチ

ェンジまで開通しましたが、大樹までの工事着手や大樹から広尾までの事業化は示されていません。 
◆高速道路ネットワーク※の整備、促進延伸により交通の利便性向上の効果に加え、物流の効率化、

観光客の増加など多様な効果が明らかになってきています。が大幅に向上されたますが、消費の流

出などの問題も心配されています。このため、道央圏、釧根圏、北網圏などからの交流人口を増や

しや物流を増大させ、更なる地域を活性化を推進してさせていく方策として、道東自動車道の音更

帯広インターチェンジ～池田インターチェンジ間へのスマートインターチェンジ※設置や、スマー

トインターチェンジと既存の主要幹線道路を結ぶ機能的なアクセス路の整備が求められています。

長流枝パーキングエリアのスマートインターチェンジ※化が求められています。 
◆国道 241 号線（音更大通）は、本町を含む北十勝各町と帯広市とを結ぶ唯一の都市間道路であり、

帯広北バイパス（帯広北新道）の開通後、大型車は減少しましたが、依然として全体の交通量は多

く、特に木野市街地では交通事故と交通混雑が課題となっていることから、課題解決に向けて平成

27 年度より交通事故対策事業が着手されました。また、この整備にあわせて歩道上の電柱をなくす

無電柱化も行われ、災害時の電柱倒壊による交通障害を防ぐなどの都市防災が強化され、さらには

音更町の入り口としての都市景観の向上が期待されています。変則的な車線構造のため危険性が高

いことから、４車線整備が求められています。 
 
◆道道は、隣接する市町村を結ぶ地域の主要幹線道路であり、歩道などの交通安全施設の整備のほか、

帯広浦幌線などの整備計画路線の早期完成が求められています。また、道東自動車道音更帯広イン

ターチェンジに近接している上士幌士幌音更線は、同インターチェンジと接続することで帯広市方

面への最短ルートが確保され、高速道の札幌圏への開通後には一層の交通需要が見込まれることか

ら、早期接続が求められています。 
◆町道舗装率は、平成 2025 年度現在、市街地で 92.692.9％、農村部で 49.852.4％、全体で 60.262.2％
の舗装率であり、未舗装路線の計画的な整備が求められています。また、舗装済路線の延命のため、

計画的な補修が求められています。 
◆町内の橋梁はすべて永久橋化されましたが、今後は「橋梁長寿命化修繕計画」に基づく計画的な維

持管理が求められています。 
◆降雪状況にあわせて速やか適切な除排雪に努めていますが、除排雪方法などについて町民の理解を

促すことが必要です。 
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※高速道路ネットワーク：高速自動車国道（北海道縦貫自動車道及び北海道横断自動車）及び一般国道自動車専用

道路（帯広広尾自動車道外４路線）からなる道路網です。【都市計画課】 

※スマートインターチェンジ：高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア、バスストップから乗り降り

ができるように設置される、ETC 専用のインターチェンジです。 

 
 

道路整備状況の推移 

区分 

平成10年度 平成20年度 平成25年度 

総延長 
㎞ 

舗装済み 
総延長 
㎞ 

舗装済み 
総延長 
㎞ 

舗装済み 
0延長0 

㎞ 
舗装率 

％ 
0延長0 

㎞ 
舗装率 
％ 

延長 

㎞ 
舗装率 
％ 

国道 28.1 28.1 100.0 28.1 28.1 100.0 28.1 28.1 100.0 
道道 144.1 143.0 99.2 146.7 146.7 100.0 146.7 146.7 100.0 

町
道 

都市計画道路 31.1 16.5 53.1 30.8 23.4 76.0 30.8 24.1 78.2 
普通町道 970.8 521.6 53.7 1,010.2 602.8 59.7 1,011.6 624.7 61.8 

計 1,001.9 538.1 53.7 1,041.0 626.2 60.2 1,042.4 648.8 62.2 
町道のうち市街地 228.1 205.0 89.9 251.1 232.5 92.6 254.1 236.1 92.9 
町道のうち農村部 773.8 333.1 43.0 789.9 393.7 49.8 788.3 412.7 52.4 

合計 1,174.1 709.2 60.4 1,215.8 801.0 65.9 1,217.2 823.6 67.7 
 

 
＜めざす方向＞ 
◆国道、道道で整備が必要な路線については積極的に要請するほか、これらに接続する町道の整備お

よび適切で計画的な維持管理を推進し、誰もが安全で快適に利用できる道路環境整備に努めます。 
◆快適な環境の創造や農業、観光などの産業の振興のため、高速道路ネットワークの整備促進をはか

ります。 
 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）高速道路、高速

ネットワークの
整備促進 

 

①供用区間の利用促進をはかるため、ＰＲ活動に努めます。 

②北海道横断自動車道の早期完成をめざし、関係機関に要請します。 

③帯広・広尾自動車道間の自動車専用道路の早期完成をめざし、関係機
関に要請します。 

④高速道路ネットワークとのアクセス強化をはかるため、スマートイン
ターチェンジやこれと主要幹線を結ぶアクセス路の設置をなど関係機
関に要請します。 

 
（２）国道、道道の整

備促進 
 

①国道２４１号線（音更大通）の交通事故対策事業及び無電柱化事業の
早期完成を音更木野間の全線４車線化をめざし、関係機関に要請しま
す。 

②沿道の状況や交通量を的確に見極め計画的な道路整備が進むよう、関
係機関に要請します。 

③音更帯広インターチェンジと上士幌士幌音更線帯広圏域環状線の早期

接続をめざし、関係機関に要請します。 

 
（３）町道の整備促進、

維持補修 
 

①交通ニーズに応じた整備手法を検討し、農村部の道路整備を進めます。 
②道路状況に応じて、市街地における住宅地内道路の再整備などを進め
ます。 

③自転車や歩行者のための道路づくりをめざし、ネットワーク化の促進
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に努めます。 
④誰もが利用しやすい、ユニバーサルデザイン※に配慮した道路整備に
努めます。 

 
※ユニバーサルデザイン：障がいの有無や年齢などにかかわらず、すべての人

が快適に利用できるように設計、製造することです。 

 
⑤町民との協働による道路の安全確保に向け、道路パトロールの強化や
情報の協力を得るなど道路管理体制のあり方について、地域と連携し
て検討します。 

⑥「音更町橋梁長寿命化修繕計画」に基づき適切な修繕を進め維持管理
により長寿命化に努めます。 

⑦道路の適切な維持補修管理により長寿命化に努めます。 
 

（４）迅速、的確な除
排雪の推進 

 

①速やか適切な除排雪体制の確保に努めます。 
②積雪状況に応じ、市街地などの的確な除排雪に努めます。 
③坂道、交差点、歩道の滑り止めなど、町民の協力を得ながら冬道の安
全確保に努めます。 

 
（５）道路の状況監視 
 

①道路パトロールの強化と町民からの情報の協力を得ながら道路の安全
確保に努めます。 
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＜目標指標＞ 

（１）高速道路ネットワークの整備促進 

目標指標名 説    明 当初数値 年度 中間数値 年度 目標数値 年度 

北海道横断自動車道の
供用延長 

北海道横断自動車道の供用延長 
218.0km H22 252.0km H25 343.0km H32 

帯広・広尾自動車道の供
用延長 

帯広・広尾自動車道の供用延長 
35.4km H22 42.0 ㎞ H25 58.6km H32 

 
 

（２）国道、道道の整備促進 

目標指標名 説    明 当初数値 年度 中間数値 年度 目標数値 年度 

「都市環境や都市基盤の
整備について」の「道路
の整備・管理」に対する
町民の満足度 

まちづくり町民アンケート（「満足、
やや満足、普通」と回答した割合） 

70.3％ H20 73.0％ H27 76.0％ H32 

 
 
（３）町道の整備促進、維持補修 

目標指標名 説    明 当初数値 年度 中間数値 年度 目標数値 年度 

都市計画道路の整備率 
都市計画道路（町道）における計
画延長に対する整備率 

76.8％ H21 
78.3％ 
78.2％ 

H26 
H25 

82.4％ H32 

住宅地内道路の再整備
率※ 

市街部における道路再整備事業
の実施延長と実施率 29,053ｍ 

(47.838.0％) 
H21 

39,553ｍ 
(65.1％) 

39,480ｍ 
(51.6％) 

Ｈ26 
52,153ｍ 

(85.868.2％) 
H32 

「都市環境や都市基盤の
整備について」の「道路
の整備・管理」に対する
町民の満足度 

まちづくり町民アンケート（「満足、
やや満足、普通」と回答した割合） 

70.3％ H20 73.0％ H27 76.0％ H32 

※平成 23 年度に住宅地内道路再整備事業の全体計画を見直し、全体事業量を変更（ΣL=15,670ｍ増、ΣL=60,770

ｍ⇒ΣL=76,440ｍ）したため、実施率を修正している。 

 
（４）迅速、的確な除排雪の推進 

目標指標名 説    明 当初数値 年度 中間数値 年度 目標数値 年度 

「潤いと思いやりの地域
づくり事業＜地域福祉・
安全事業（除排雪）＞」の
申請件数 

町内会組織などを中心とする「潤
いと思いやりの地域づくり事業」に
おける地域福祉・安全事業（除排
雪）の申請件数（年間） 

3 件 H22 6 件 H26 6 件 H32 

「都市環境や都市基盤の
整備について」の「道路
や歩道の除排雪」に対す
る町民の満足度 

まちづくり町民アンケート（「満足、
やや満足、普通」と回答した割合） 

60.5％ H20 
66.0％ 
60.9％ 

H27 
H26 

72.0％ H32 
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第２章 住み良さと自然が共生するまち 
第３節 快適な生活基盤 
２ 河川 

 
＜現状と課題＞ 
◆町内には、国、北海道および町が管轄する 101条の河川があります。根幹となる大きな河川はほぼ
改修を終えていますが、中小の河川には未整備のものがあり計画的な整備が必要です。 
◆河川の整備では、通常の維持管理における樹木の伐採などでも、町民の意見を聞きながら進めてい

ます。今後も町民の意見を取り入れ、自然に配慮した潤いのある環境づくりに努めることが必要で

す。 
 

＜めざす方向＞ 
◆生態系の保全に配慮した未改修河川の整備をめざし、関係機関に要請します。 
◆水に親しめる川づくりと自然に配慮した治水事業を進めます。 

 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）河川改修の推進

と維持管理 
 

①未改修河川の整備をめざし、関係機関に要請します。 
②自然環境や生態系の保全に配慮した工法や親水性のある工法などによ
る改修を関係機関に要請します。 

③町民の河川に対するニーズに沿った河川空間の有効活用ができるよ
う、改修や利活用の協議に町民参加を進めます。 

 
（２）河川や河川敷地

の維持管理 
 

④①河川の機能を維持するため、必要に応じて河川や河川敷地の維持管
理に努めるとともに関係機関に要請します。 
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第２章 住み良さと自然が共生するまち 
第３節 快適な生活基盤 
３ 公園、緑地 

 
＜現状と課題＞ 
◆町内には、現在 102101か所の都市公園と 12か所のその他公園などがあります。 
◆公園施設の経過年数に伴う老朽化が進むことから、遊具などの老朽化が進んでいる公園施設もあり、

計画的な維持管理・安全対策への取り組みが必要です。 
◆多様化する余暇の過ごし方に対応して、計画的な再整備や高齢者の利用、冬期間における利用を考

慮した整備と質の良い緑の確保が求められています。 
◆河川空間の緑の保全と有効利用など町民と町との連携を深めながら、緑豊かなまちづくりを進めて

いくことが必要です。 
 
 
＜めざす方向＞ 
◆くつろぎの場や余暇を過ごす場として、誰もが利用しやすい安全な公園づくりをめざし、整備と維

持管理を計画的に進めます。 
◆快適な生活環境と安全な都市づくりの一環として、緑地の整備と緑化を促進します。 

 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）公園、緑地の整

備、維持管理 
 

①「緑の基本計画」に基づく公園の適正な配置と誰もが利用しやすい公
園づくりに努めます。 

②「音更町公園施設長寿命化計画」をもとに策定し、既存公園施設の延
命化と再整備を計画的に進めます。 

③一部の公園、緑地では冬期間も利用できるよう、整備を検討します。 

 
（２）町民との協働に

よる緑化、公園
の維持管理 

 

①町民との協働による花壇づくりや緑化を進める活動などを支援しま
す。 

②町民との協働による公園の維持管理を進める活動などを支援します。 
 

（３）多面的な利用に
基づいた公園の
整備 

 

①子どもから高齢者までが広く利用できるようにワークショップ※など
の手法を用いて、利用者の意見を反映した公園整備を行います。の健
康づくりの場として、健康遊具の設置を検討します。 

 
※ワークショップ：地域に係るさまざま人が集まり、誰か一人に頼るのではなく、

みんなが意見を出し合い、出された意見をまとめて、ものづくりの方針を決め
る会合です。 
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＜目標指標＞ 

（１）公園・緑地の整備、維持管理 

目標指標名 説    明 当初数値 年度 中間数値 年度 目標数値 年度 

「都市環境や都市基盤の
整備について」の「公園
や緑地の整備・管理」に
対する町民の満足度 

平成 20 年まちづくり町民アンケー
ト（「満足、やや満足、普通」と回
答した割合） 

84.4％ H20 86.0％ H27 87.0％ H32 

公園の再整備箇所 再整備を実施した公園数（累計） 37 か所 H21 50 か所 H26 63 か所 H32 

公園施設長寿命化対
策事業費実施率        

公園施設長寿命化計画（H24～
H33）における事業費割合       

  36.8％ H26 87.8％ H32 

                          
（２）町民との協働による緑化、公園の維持管理 

目標指標名 説    明 当初数値 年度 中間数値 年度 目標数値 年度 

「潤いと思いやりの地域
づくり事業（地域緑化事
業）」の申請件数 

町内会組織などを中心とする「潤
いと思いやりの地域づくり事業」に
おける地域緑化事業の申請件数
（年間） 

40 件 H22 41 件 H26 50 件 H32 

「潤いと思いやりの地域
づくり事業＜地域環境美
化事業（公園の定期清
掃）＞」の申請件数 

町内会組織などを中心とする「潤
いと思いやりの地域づくり事業」に
おける地域環境美化事業（公園
の定期清掃）の申請件数（年間） 

36 件 H22 42 件 H26 45 件 H32 

地域住民による公園・緑
地維持管理団体数 

町内会、老人会による公園、緑地
維持管理団体数 

    16 団体  H26 16 団体 H32 

 
（３）多面的な利用に基づいた公園の整備 

目標指標名 説    明 当初数値 年度 中間数値 年度 目標数値 年度 

ワークショップによる公園
整備 

ワークショップを行って整備した公
園数（累計） 

－ － 2 か所 H26 3 か所 H32 
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第２章 住み良さと自然が共生するまち 
第３節 快適な生活基盤 
５ 住宅、宅地 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町では、平成 21 26 年度末現在 984 976 戸の町営住宅を管理しています。これまで「公共賃

貸住宅再生マスタープラン」により公営住宅の建て替えを進めてきましたが、今後は、おり、今後

も「公営住宅等長寿命化計画」に基づき、公営住宅の建て替え、改修などを進めていくことが必要

です。 
◆近年の住宅へのニーズとして、高齢者や障がい者に配慮した住環境づくりや、省エネ型の住宅づく

りが求められています。 
◆宅地については、少子高齢化による人口減少や国のコンパクトシティ推進施策により、今後は住居

系の新規市街化区域の編入が困難となり、従来の形態での大規模な宅地開発は実施できなくなる可

能性があり極めて難しい状況となっています。また、土地区画整理事業補助についても、新規市街

地開発は採択されない状況です。 
◆近年に新規市街化区域編入地区内に近年で開発された宅地については、土地取引や住宅の建設が概

ね順調に推移しています。が、今後もは既存市街地内にある未利用地に着目し、帯広圏内の宅地ニ

ーズに対応した開発を促進することが必要であり重要です。また、平成２７年から施行された『空

家等対策の推進に関する特別措置法』では、空き家等及びその跡地の活用がうたわれていることか

ら、民間開発行為への技術的な助言だけでなく、平成２５年から運用を開始している『音更町空き

地・空き家バンク制度』や、民間が保有する空き地・空き家情報も把握し、積極的に活用すること

が必要です。 
 

＜めざす方向＞ 
◆「住宅マスタープラン」「公営住宅等長寿命化計画」に基づき、多様なニーズに対応する良質な住

まいづくりや、既存公営住宅の有効活用により公営住宅の整備を進めます。 
◆未利用のままである市街化区域既存市街地内の土地について、適切な利用を促し区域の用途に応じ

た土地利用を進めます。 
施  策 施 策 の 主 な 内 容 

（１）民間住宅の整備
推進 

 

①町による町内土地住宅情報のネットワーク化を進めの活用を進めま
す。 

②高齢者や障がい者などに配慮した住宅を供給の整備を推進するため、
民間活力による整備を促進します。既存住宅の改修に対し助成します。 

③地球温暖化対策のため、省エネ型住宅による建設を促進します。 

（２）公営住宅の整備、
維持管理 

 

①「住宅マスタープラン」「公営住宅等長寿命化計画」に基づき、公営住
宅の適正な整備と維持管理に努めます。 

②民間活力を活用した買取り・借上げ公営住宅制度の活用をはかります。 
③公営住宅の入居待機者を解消するため、子育て世帯に向け民間賃貸住
宅家賃補助事業を推進し、公営住宅を補完する住宅として民間賃貸住
宅の活用をはかります。 

（３）ユニバーサルデ
ザイン住宅の普
及 

 

①子供からお年寄まですべての人にやさしく、安全で使いやすい快適な
ユニバーサルデザイン※住宅の普及啓発に努めます。 

②①公営住宅の建て替えにおいて、ユニバーサルデザイン※に配慮した
住宅づくりに努めます。 

※ユニバーサルデザイン：障がいの有無や年齢などにかかわらず、すべての人

が快適に利用できるように設計、製造することです。 
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（４）宅地の開発、環
境の向上 

 

①既存市街地内の未利用地について、住宅地としての利用を促進します。 
②町民ニーズに沿った居住環境づくりを推進するため、地区計画制度※

などによる住民協定の導入を促進します。 
※地区計画制度：いくつかの街区などからなる比較的小規模な地区を単位に、

特性に応じたきめの細かいまちづくりを行うための「地区計画」を立てて、

それに沿ってより良好な開発を進める制度のことです。  

 
＜目標指標＞ 

（１）民間住宅の整備推進 

目標指標名 説    明 当初数値 年度 中間数値 年度 目標数値 年度 

「都市環境や都市基盤の
整備について」の「公営
住宅環境の整備」に対す
る町民の満足度 

平成20 年まちづくり町民アンケート
（「満足、やや満足、普通」と回答し
た割合） 

80.3％ H20 82.0％ H27 83.0％ H32 

優しい住宅改修費補助の
利用数 

優しい住宅改修費補助金を受けて
改修を行った累計件数 － － 81 件 H26 200 件 H32 

空き地情報の公開件数 
登録された空き地情報の公開累計
件数 

－ － 39 件 H26 100 件 H32 

空き家情報の公開件数 
登録された空き家情報公開の累計
件数 

 
－ 

－ 21 件 H26 50 件 H32 

 

（２）公営住宅の整備、維持管理 

目標指標名 説    明 当初数値 年度 中間数値 年度 目標数値 年度 

老朽化した公営住宅など
の割合 

耐用年限の２分の１を経過し老朽
化した簡易耐火構造の平家建
て、2 階建て公営住宅等が、公営
住宅等総戸数に占めるの割合 

48.5％ H21 
42.1％ 
45.3％ 

H26 
37.7％ 
40.0％ 

H32 

民間賃貸住宅の活用戸
数 

公営住宅の入居待機者を解消す
るため、公営住宅を補完する民間
賃貸住宅の活用戸数 

－ － 50 戸 H26 50 戸 H32 

子育て世帯向け民間賃
貸住宅戸数 

子育て世帯を支援するための民
間賃貸住宅の活用戸数 － － 6 戸 H26 50 戸 H32 

 
（３）ユニバーサルデザイン住宅の普及 

目標指標名 説    明 当初数値 年度 中間数値 年度 目標数値 年度 

ユニバーサルデザインを
導入した公営住宅の戸数 

公営住宅におけるユニバーサル
デザインの導入戸数累計 

116 戸 H22 172 戸 H26 208 戸 H32 

 
（４）宅地の開発、環境の向上 

目標指標名 説    明 当初数値 年度 中間数値 年度 目標数値 年度 

宅地造成地区の宅地利
用率 

近年に宅地造成された団地の宅
地利用率（住宅が建築されている
区画数/全住宅区画数） 

77.0％ H21 
87.6％ 
92.7％ 

H26 94.9％ H32 
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第２章 住み良さと自然が共生するまち 
第３節 快適な生活基盤 
６ 地籍調査 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町の地籍調査は、調査対象面積に対して約 9392％終了していますが、市街地（市街化区域 10.83 

k ㎡ 10.27k ㎡）では、平成 2621 年度末現在で約 5844％の実施率にとどまっています。市街地の

地図混乱地区については、計画的に調査を早期に着手することが必要です。 
◆地図情報システム化については、平成 2621 年度末現在で市街地 2.642.11k ㎡の地籍情報管理シス

テム化が完了しています。数値情報化した地図・地籍情報を、統合型地図情報システム（ＧＩＳ）

に有効活用していくことにより、地籍調査の事業効果をさらに高めていくことが必要です。 
 
※統合型地図情報システム（ＧＩＳ）：コンピュータ上の地図に文字や数字、画像などの情報を結びつけ、地図上でさ

まざまな情報を統合したり、わかりやすく表示したり検索することができるシステムです。 

 
＜めざす方向＞ 
◆土地の有効活用や土地取引の円滑化、土地政策の基礎資料としての利活用のため、調査の推進に努

めます。 
◆地図・地籍情報のシステム化を継続し、地籍調査の成果をより有効利用するために、統合型地図情

報システムとの連携をはかります。 
 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）地籍調査の推進 
 

①特に市街部地の調査を進めることをめざし、地籍調査事業の推進に努
めます。 

 
（２）調査結果の活用 
 

①地籍調査の結果を有効活用するため、地図情報のシステム化を進めま
す。 

 
 
＜目標指標＞ 

（１）地籍調査の推進 

目標指標名 説    明 当初数値 年度 中間数値 年度 目標数値 年度 

地籍調査実施面積およ
び実施率 

地籍調査を行った面積÷地籍調
査対象面積 

430.76k ㎡ 
(92.52%) 

 
H21 

431.56k ㎡ 
(92.69%) 
431.98 k ㎡ 
(92.80%) 

 
H26 

432.26k ㎡ 
(92.85％) 
433.41k ㎡ 
(93.00)％ 

 
H32 

                            
 
（２）調査結果の活用 

目標指標名 説    明 当初数値 年度 中間数値 年度 目標数値 年度 

システム化の面積 市街地の地籍情報システム化を
行った面積 

2.11k ㎡ H21 2.64 k ㎡ H26 3.32k ㎡ H32 
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第２章 住み良さと自然が共生するまち 
第３節 快適な生活基盤 
７ 水道 

＜現状と課題＞ 
◆本町の水道は、河川からの取水と深井戸を水源としているほか、十勝中部広域水道企業団から受水

し、安全で良質な水をより安定的に供給することに努めています。 
◆上水道区域では、第 3 次拡張事業により整備を進めており、平成 2126 年度末現在の給水人口は

37,65738,074人で給水区域内の普及率は90.390.4％、計画人口に対する達成率は88.689.6％です。
農村部簡易水道区域では、市街地に比べて整備が遅れていますが、営農用水事業および簡易水道事

業により整備を進めていますが、市街地に比べて整備が遅れています。今後も、水道未普及地域の

解消に努めるとともに、ことが必要です。 
◆全国的にも高度経済成長期に整備された施設の老朽化が問題となっているところですが、本町水道

施設においても例外なく経年期を迎えようとしており、水道施設の老朽化による改修や計画的な更

新、耐震化が必要です。 
また、自然災害などに対する機能強化として平成 25 年度までに町内６か所に緊急貯水槽を整備
していますが、施設や管路についても耐震化が必要です。 
また、自然災害など、緊急時の危機管理体制や機能の強化が必要です。 

 
 
＜めざす方向＞ 
◆安全で良質な水を安定して供給します。 
◆水道未普及地域の解消をはかります。 
◆老朽施設の更新事業と耐震化を計画的に進めます。 

 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）水源の確保 ①水源の適切な維持管理、更新を進めます。 

 

（１）水道普及率の向
上 

①水道未普及地域の整備を進めます。 

④②農村部の水の確保に努めます。 

 

（２）水道施設の計画
的な更新と耐震
化整備、維持管
理 

 

①水道未普及地域の整備を進めます。 

②①水道施設の長寿命化のため、計画的な更新と耐震化を進めます。 

③災害時の応急飲料水を確保するため、緊急貯水槽の整備を進めます。 

④農村部の水の確保に努めます。 
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＜目標指標＞ 

（１）水道普及率の向上 

目標指標名 説    明 当初数値 年度 中間数値 年度 目標数値 年度 

水道の普及率 全町の水道普及率 86.2％ H21 
92.3％
90.0％ 

H26 94.9％ H32 

 

（２）水道施設の計画的な更新と耐震化 

目標指標名 説    明 当初数値 年度 中間数値 年度 目標数値 年度 

基幹管路の耐震化率 
基幹管路に占める耐震管および
耐震適合性のある管の使用割合 

48.5％ H21 
55.0％
53.0％ 

H26 
60.2％ 
58.0％ 

H32 
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第２章 住み良さと自然が共生するまち 
第３節 快適な生活基盤 
８ 下水道、排水処理 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町の平成 2126 年度末現在の公共下水道普及率は 83.685.4%で、浄化槽や農業集落排水施設や個

別排水処理施設を含めた汚水処理人口普及率は 91.293.5%です。 
◆市街化区域内の汚水整備はほぼ終了していますが、今後も市街化区域の拡大等に合わせた伴う整備

が必要です。また、埋設後 30 年以上経過している汚水管が 28km 以上あり、今後も増加していく

ことから、下水道処理施設も含めた適切な維持管理とあわせ、老朽管対策が必要です。 
◆埋設後 30 年以上経過しているコンクリート製汚水管が 26km 以上あり、今後も増加していくこと

から、下水道処理施設も含めた適切な維持管理とあわせ、老朽化対策が必要です。 
◆雨水の整備率は、約 56％全体の 6 割ほどであるため、今後も整備が必要です。 
◆下水道計画区域以外の市街化調整区域や農村地域部では、今後も未整備部分（約 4,0002,500 人分）

の汚水整備が必要です。 
 
＜めざす方向＞ 
◆快適な生活環境づくりと公共用水域の水質保全のため、下水道の整備促進に努めます。 

 
施  策 施 策 の 主 な 内 容 

（１）下水道施設の整
備、維持管理 

 

① 市街化区域内下水道計画区域内の汚水及び雨水下水道整備を進めま
す。 

② 下水道施設の長寿命化のため、計画的な更新と耐震化を進めます。 
③②下水道事業の運営の合理化を推進するため、施設の統合などを進め
ます。 

④不良排水地区を解消するため、雨水整備を進めます。 
⑤下水道区域外の個別排水処理施設（合併浄化槽）の整備を進めます。 

⑥下水道区域内および個別排水処理区域内の水洗化の普及に努めます。 
 

（２）下水道施設の維
持管理 

① 適切な維持管理のもと、耐震対策を含めた改築・更新を計画的に行
い、施設の長寿命化を進めます。 

 

（３）個別排水処理施
設の整備 

① 下水道計画区域外の個別排水処理施設（合併処理浄化槽）の整備を
進めます。 

 
（４） 水洗化の推進 
 

① 下水道計画区域内及び個別排水処理区域内の水洗化の普及に努めま
す。 

 
（２）（５）下水道利用

者への意識啓発 
 

① 事業所などで下水道を適切に使用してもらうため、特定事業場の水
質調査を実施します。 

② 家庭雑排水に対する意識啓発を進めます。 
① 事業所などに下水道の適切な使用を促し、一般家庭の生活排水に対
する意識啓発を進めます。 
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＜目標指標＞ 

 

（１）下水道施設の整備 

目標指標名 説    明 当初数値 年度 中間数値 年度 目標数値 年度 

汚水管整備延長 計画区域内における整備延長 204.9ｋｍ H21 211.6ｋｍ H26 216.5ｋｍ H32 

雨水管整備延長 計画区域内における整備延長 143.4ｋｍ H21 146.0ｋｍ H26 146.7ｋｍ H32 

 

（２）下水道施設の維持管理 

目標指標名 説    明 当初数値 年度 中間数値 年度 目標数値 年度 

汚水老朽管の更新延長 
30 年以上経過した汚水コンクリー
ト老朽管の更生などの工事延長 1,196ｍ H21 

3,696ｍ 
4,256ｍ 

H26 
8,196ｍ 
8,756ｍ 

H32 

 
（３）個別排水処理施設の整備 

目標指標名 説    明 当初数値 年度 中間数値 年度 目標数値 年度 

個別排水処理施設整備
個数 

合併処理浄化槽の設置数 498 基 H21 600 基 H26 660 基 H32 

 
（４）水洗化の推進 

目標指標名 説    明 当初数値 年度 中間数値 年度 目標数値 年度 

生活排水施設総合普及
率 

全町の生活排水施設の普及率
（公共下水道、農業集落排水、個
別排水処理施設） 

91.6％ H21 
93.3％ 
93.5％ 

H26 
94.8％ 

 
H32 

 

（５）下水道利用者への啓発 

目標指標名 説    明 当初数値  中間数値 年度 目標数値 年度 

下水道利用者への啓発 
町広報紙、町ホームページ等によ
る年間の啓発回数 年 1 回 H21 年 1 回 H26 年 2 回 H32 

 
 


