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第２章 住み良さと自然が共生するまち 
第２節 便利で安全な生活環境 
１ 公共交通 

 
＜現状と課題＞ 
◆ＪＲの帯広－札幌間は、「特急スーパーとかち」が全便振り子式車両※となり高速化し、運行本数も

増えています。を進めてきましたが、平成 23 年５月に発生した石勝線列車脱線火災事故やその後
の車両トラブルなどを踏まえ、現在は安全の確保、安全性の向上をめざす取組を進めています。 
◆北海道新幹線は、東北新幹線の新青森駅から札幌駅に至る延長約 360km の路線ですが、このうち
新青森駅から新函館北斗駅の区間は平成 27 年度末の開業が予定されており、交流人口の増加や消
費等による経済波及効果が期待されています。 
◆とかち帯広空港における航空路線は、航空機燃料の高騰に引き続き航空会社の経営状況の悪化など

により、国内線の休止や国際チャーター便の減少が続いていますが、平成 23 年３月に新たな航空
会社による羽田空港への路線が開設が予定されており、今後の利用増加が期待されています。され

たことから、利用者は増加傾向にあります。また、航空運賃が高いことや交通網が整備されること

により、新千歳空港への利用客の流出が懸念されていることから、十勝全体での観光なども含めた

利用客の増加をはかる取り組みが必要です。 
◆町内における町民の交通手段を確保するため、市街地におけるコミュニティバスの運行や、農村部

ではスクールバスの混乗利用を行っています。コミュニティバスについては、車両に小型ノンステ

ップバス※を導入するなど、利用者の利便性の向上に努め、運行時刻および路線の一部を変更し、

事業を継続しています。現状では２系統３便体制が限界ですが、町民からは「乗車時間が長い」「便

数を増やしてほしい」などの要望があります。これらに対応するためには、バスの増車や路線の抜

本的な見直しが必要であり、運行経費が増加した場合、現在の運賃（100円）設定についても再度
検討が必要です。また、スクールバス混乗利用については、現在の利用を進めるほか他の方策につ

いて検討が必要です。 
◆民間事業者により運営されている生活路線バスは、自家用車の普及や少子化などの影響で、路線の

廃止や減便が続いています。赤字バス路線は、国、北海道、町などが運行経費の一部を助成するこ

とによって路線が維持されており、今後も沿線自治体や民間事業者と協力し、利用増をはかってい

くことが必要です。 
◆公共交通機関の利用を進めるため、「自家用車に頼る状況から、環境問題などに配慮し自発的に公

共交通機関などに転換を促す取り組み（モビリティ･マネジメント）」についての検討が必要です。 
 

※振り子式車両：カーブでも速度を落とさず曲がれるよう、車体が傾斜するように設計された鉄道車両です。 

※ノンステップバス：出入口の段差（ステップ）を無くし、乗り降りしやすくしたバスです。 

 
＜めざす方向＞ 
◆町民の交通手段の確保のため、公共交通機関の維持に努めます。 
◆福祉の向上をはかるため、高齢者をはじめ車を持たない人が身近な交通機関を利用して外出できる

まちづくりを進めます。 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）鉄道や航空の利

便性の向上 
 

①帯広と道内主要都市を結ぶ JR の高速化のほか、災害時に強い鉄道路
線の保安対策強化などについて要請します。 

②とかち帯広空港における航空路線の拡充などを要請します。 
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（２）バスの利便性の
向上 
コミュニティバ
スの利便性の向
上 

①市街地では、コミュニティバスの利便性の向上に努めます。 
②農村部では、スクールバスの混乗利用や他の方策も検討し、利便性の
向上に努めます。 

③地域生活バス路線の確保に努めます。 
④モビリティ･マネジメントの取り組みを検討します。 

（３）農村部の利便性
の向上 

 

①市街地では、コミュニティバスの利便性の向上に努めます。 
②①農村部では、スクールバスの混乗利用や他の方策も検討し、利便性
の向上に努めます。 

③地域生活バス路線の確保に努めます。 
④モビリティ･マネジメントの取り組みを検討します。 

（４）地域生活バス路
線の確保 

 

①市街地では、コミュニティバスの利便性の向上に努めます。 
②農村部では、スクールバスの混乗利用や他の方策も検討し、利便性の
向上に努めます。 

③①地域生活バス路線の確保に努めます。 
④②モビリティ･マネジメントの取り組みを検討します。 

 
＜目標指標＞ 

 

（１）鉄道や航空の利便性の向上 

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 

とかち帯広空港利用者数 
とかち帯広空港の乗降客数(年
間) 

502,842 人 H22 586,589 人 H26 620,000 人 H32 

 
（２）コミュニティバスの利便性の向上 

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 

コミュニティバス利用者数 
コミュニティバス（２台）を利用した
人の年間延べ人数（年間） 

32,018 人 H21 
34,200 人
32,784 人 

H26 
37,500 人 
34,200 人 

H32 

 
（３）農村部の利便性の向上 

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 

農村部における公共交通
機関利用者数 

農村部において、地域生活バス
路線以外の公共交通機関を利用
した人の年間延べ人数（年間） 

1,474 人 H22 2,041 人 H26 1,500 人 H32 

 
（４）地域生活バス路線の確保 

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 

地域生活バス路線数 音更町内の地域生活バス路線数 16 路線 H22 16 路線 H26 16 路線 H32 
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第２章 住み良さと自然が共生するまち 
第２節 便利で安全な生活環境 
２ 情報通信 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町のインターネットの基盤整備は、民間事業者によって進められていますが、農村部の一部では、

通信速度などの不都合も指摘されています。いたことから、平成２３年度に町が基盤整備を行い、

民間事業者が運営を行う公設民営方式により、農村部における通信環境の向上に努めています。今

後も民間事業者による光ファイバー網の整備、拡大を要請するとともに、農村部の本町のブロード

バンド※の基盤を向上させ、快適性を高めていくことが必要です。 
◆行政事務の効率化をはかるため、本町は、庁舎内、庁舎外出先部署、保育園、小中学校、音更消防

署を LAN※で結んでいます。また、財務会計をはじめ各種業務システムを取り入れ、情報の共有化、
事務処理の高度化、効率化を進めています。現状ではコンピュータ機器の更新が５年程度と短く、

メーカーのサポート期間にも限りがあることから、更新時では、より長期的な視点で維持管理面を

考慮しコスト削減をはかることが必要です。 
 

※ブロードバンド：直訳すると「広い帯」です。情報通信の分野では、高速かつ大容量に通信できる回線のことを

指します。 

※LAN：ローカル・エリア・ネットワークの略で、「構内通信網」とも言います。コンピュータやプリンタなどを

接続し、データの共有ややりとりができるようにする通信網です。 

 
 

＜めざす方向＞ 
◆町民にとってより利便性の高い通信基盤を検討し、整備を進めます。 
◆行政事務の効率化や住民サービスの向上を一層はかるため、情報通信技術を活用します。 

 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）情報通信環境の

向上 
 

①多様化、高度化する情報通信手段に対応するため、通信基盤の整備を
検討します。 

 
（２）情報通信基盤の

活用 
 

①事務の改善、迅速化をはかるため、庁内 LAN を充実させるとともに業
務のシステム化を進めます。 

②町の広報の一環として、地域の情報通信メディアの活用を検討します。 
③情報化に対応できる知識や技術の普及をはかります。 
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＜目標指標＞ 

（１）情報通信環境の向上 

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 

インターネットの高速通
信が可能なエリアの割合 

町内で人が住んでいる地域のう
ち、一般的なインターネット使用に
おいて、ADSL 並の通信ができる
地域の割合 

－ － 100.0％ H26 100.0％ H32 

 
 
（２）情報通信基盤の活用 

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 

地域ＦＭラジオ局の活用 
地域ＦＭラジオ局での町内イベン
ト等の周知 

12 回 H22 12 回 H26 12 回 H32 
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第２章 住み良さと自然が共生するまち 
第２節 便利で安全な生活環境 
３ 消防、防災 

 
＜現状と課題＞ 
◆常備消防である音更消防署は、北十勝音更町、士幌町、上士幌町及び鹿追町の４町で構成する一部

北十勝消防事務組合で運営していますが、に所属しています。十勝圏（１市 18 町村）の消防広域
化に向けた検討を進めています。町民サービスの向上と財政健全化の観点から、消防力を低下させ

ないことを前提に、目標を定め平成２１年より十勝圏複合事務組合内に消防広域推進室が設置され、

十勝圏の消防広域化に向け、１９市町村で、協議・検討を重ねてきました。６消防本部の統合に伴

う初動体制の強化や財政負担の軽減などを目的に、十勝圏における消防広域化を平成２８年４月１

日にから推進することが必要です。開始します。 
◆非常備消防である音更消防団（１本部７8分団、団員 156159名、うち女性は 1216名）は、広域化
後は、町に位置付けされますが、防災や常備消防と密接不可分な関係にある活動を行っておりは、

現行と変わらず、今後も消防団員の確実なを確保と常備消防との連携することが必要です。 
◆本町は、災害時に備え「地域防災計画」を策定し、全町的に一時避難場所 1312 か所と収容避難所

2830 か所を指定しているほか、十勝川温泉旅館組合、建設業関連団体などと災害時の協力に関す
る協定を締結しています。また、防災倉庫などに備蓄品や避難所用発電機を備えているほか、備蓄

品保管倉庫の設置を進めています。今後も、緊急避難所としての民間施設の活用、避難所生活にお

ける高齢者、障がい者、妊産婦などへの配慮などを考えていくことが必要です。 
◆自主防災組織は、平成 2126年度末現在で 4069団体（5394行政区）が組織されています。組織率
は、町内全世帯数の 37.960.2％にとどまっているため、出前防災講座などを通じて防災意識を高め
るとともに、他の事例も参考にしながら、組織率を向上させることが必要です。 
◆災害時要援護者登録者数は、平成 2126年度末現在 2,9653785名で、そのうち避難所まで自らの力
で移動することが困難な人は 614849名となっており、引き続き災害時要援護者の把握と情報提供
を進めることが必要です。 
◆平成 20 年度に「耐震改修促進計画」を策定し、住宅および多くの人が利用する建築物の耐震化率
を平成 27 年度までに 90％以上とする目標を立て、木造住宅の耐震診断、耐震改修に対する助成、
無料簡易耐震診断のほか大規模建築物の耐震診断、耐震改修設計、耐震改修に対する補助を行って

いますが、耐震診断や耐震改修の状況は低調です。助成制度の周知をさらに進め、民間住宅建築物

の耐震化を促進することが必要です。 
 
 
＜めざす方向＞ 
◆広域化後も消防・救急体制の充実強化をはかり、町民の生命や財産を守ります。 
◆町民生活を災害から守るため、防災に対する町民意識を高めるとともに、安全・安心な生活を営む

ことができるよう、災害に強いまちをめざします。 
◆耐震化を促進し、震災に強いまちをめざします。 
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施  策 施 策 の 主 な 内 容 

（１）消防・救急体制
の充実 

 

①消防車両の計画的な更新に努めます。 
②消防用水利の計画的な整備、更新に努めます。 
③広域的な応援体制と活動の促進に努めます。 
④高機能消防指令センター整備による通信指令業務の一元化施設の整備
をはかります進めます。 

⑤消防力の充実のため、消防職員の計画的な確保と資質の向上をはかり
ます。 

⑥救急救助体制を充実させるため、救急救命士の確保や救急車両などの
整備に努めます。 

⑦消防広域化に向けて、関係市町村と連携して検討を進めます。 

 
（２）火災予防の充実 
 

①福祉・宿泊施設、店舗、病院などの予防査察立入検査を強化します。 
②防火・消防クラブなど地域住民による防火組織の育成、活動を支援し
ます。 

③防火管理協会、危険物安全協会と連携し、火災予防に関する知識の普
及に努めます。 

④町民の防火意識を高めるため、啓発活動を進めます。 
 

（３）消防団の活性化 
 

①若年層の入団促進など消防団の人材確保をはかるほかに努め、装備品
をの充実し、円滑な活動を進め強化をはかります。 

②消防団員の資質を向上させるため、教育訓練を計画的に進めます。 
③自主防災組織など地域との連携を深め、消防団員による火災予防活動
を促進します。 

④消防団活動の拠点となる消防会館を計画的に整備します。 
 

（４）防災対策の充実 
 

①災害に対する備えや防災意識の向上をはかるため、地域防災計画や防
災情報などを周知します。 

②民間木造住宅の耐震化を進めるため、耐震診断や耐震改修費に対し助
成や無料簡易耐震診断を実施します。 

③民間大規模建築物の耐震化を進めるため、耐震診断、耐震改修設計、

耐震改修に対し助成します。 

④③災害時の緊急連絡情報が円滑に伝わるよう、伝達手段のあり方を検
討し整備します。 

⑤④災害物資や防災救助品を充実させるとともに、その保管場所の整備
をはかります。 

⑥⑤自主的な防災活動を全町に普及させるため、自主防災組織などの育
成に努めるとともに、災害時要援護者の把握と情報提供をはかります。 

⑦⑥武力攻撃事態などから町民を保護する「国民保護計画」の周知や体
制の整備をはかります。 
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＜目標指標＞ 

（１）消防・救急体制の充実 

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 

「生活環境や安全・安心
について」の「消防・救急
体制」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） 

86.9％ H20 
93.0％ 
88.9％ 

H27 
H26 

100.0％ H32 

救急救命士の資格者数 
救急救命士の資格を持つ消防職
員数 

17 人 H21 
22 人 
24 人 

H26 
H27 

27 人 
24 人 

H32 

 
（２）火災予防の充実 

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 

住宅用火災警報器の普
及 

住宅用火災警報器設置率 73.6％ H21 
85.0％ 
78.0％ 

H26 
H27 

90.0％ H32 

 
（３）消防団の活性化 

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 

消防団員数の確保 消防団員定員数 156 人 H21 159 人 Ｈ27 159 人 H32 

 
（４）防災対策の充実 

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 

「生活環境や安全・安心
について」の「自然災害な
どに対する防災体制」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） 

77.0％ H20 
79.0％ 
81.7％ 

H27 
H26 

81.0％ H32 

自主防災組織の組織率 
総世帯数に対する自主防災組織
結成行政区の世帯数の割合 

37.9％ H21 
50.0％ 
60.2％ 

H26 70.0％ H32 

「潤いと思いやりの地域
づくり事業（地域防災組
織活動事業）」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
おける地域防災組織活動事業の
申請件数（年間） 

30 件 H22 49 件 H26 55 件 H32 

住宅の耐震化率 
住宅の総戸数に対する耐震性の
ある住宅の割合 

75.1％ H20 78.9％ H25 90.0％ H32 

特定建築物の耐震化率 
多数の人が利用する建築物（特
定建築物）総数に対する耐震性
のある特定建築物の割合 

72.2％ H20 81.4％ H25 90.0％ H32 
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第５章 町民の力で動く、協働のまち 
第１節 交流や連携、町民参加の推進 
１ 国際・地域間交流 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町は、国内交流として、岩手県軽米町と姉妹町を提携しているほか、静岡県下田市観光協会と観

光提携を行い、地域間交流を進めています。そのほか、音更にゆかりのある人たちがふるさと音更

札幌会と東京音更会を組織して、互いに交流を深めています。 
◆国際交流については、十勝インターナショナル協会の会員として、十勝地域における国際交流、国

際協力の推進や人材育成、地域の国際的機能の充実をはかっています。近年は国際交流の実績が少

ないため、今後、同協会事業の活用拡大を進めることが必要です。 
◆町の海外視察研修は、農政関係で実施されているほか、現在は行われていません。 
◆人材育成や教育・文化・経済振興に成果がある地域間交流は、まちづくりを進めるために重要な要

素であり、成果のある交流が求められています。 
◆地域間交流は、交流相手とのタイミングや相互調整が必要であり、交流の内容によって対応や体制

を考えていくことが重要です。 
 
 
＜めざす方向＞ 
◆他地域との連携、交流により、地域の活性化や人づくりを進めます。 
◆国際交流の推進や国際化に対応したまちづくり、人づくりを進めるとともに、それらの取り組みを、

地域の活性化に結びつけていきます。 
 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）国内における地

域間交流の推進 
 

①姉妹町、姉妹温泉、ふるさと会などを通じた、幅広い交流を町民レベ
ルで進めます。 

②産業をはじめさまざまな分野やテーマで交流する地域や団体などの活
動を支援します。 

 
（２）移住・定住の促

進 
①豊かな自然や都市の利便性、モール温泉など本町の魅力発信に努めま
す。 

②北海道移住促進協議会や十勝圏複合事務組合などと連携し、情報発信
や相談会などの事業を進めます。 

③若者の出会いの場の創出など、町内の関係機関と連携し、各種事業を
進めます。 

 
（３）（２）国際交流の

推進 
 

①十勝圏の国際化を推進するため、広域による国際交流・国際協力事業
を進めます。 

②十勝インターナショナル協会を核に、各団体や市町村間のネットワー
クづくりを進めます。 

③国際交流団体の育成を進めます。 

 
（４）（３）国際化に対

応したまちづく
り、人づくり 

①外国人の招致や留学生､研修生の受入を充実し､町民との交流機会を拡
充します。 

②生涯学習と連携した外国語教育などの充実に努め、国際社会の一員と
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 しての役割を果たすことのできる人材を育成します。 
③外国人居住者や観光客に情報を提供するため、外国語を用いた情報発
信の充実に努めます。 

 
 
 
＜目標指標＞ 

（１）国内における地域間交流の推進 
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 

姉妹町視察研修の参加

者数 

小学生の軽米町派遣事業の参加

者数 
23 人 H21 

23 人 

22 人 
H26 23 人 H32 

                           
 
（２）移住・定住の促進 

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 

社会増（転入）の人口 
年度末（3 月末）における社会増

（転入）の人口 
1,947 人 H22 1,769 人 H26 2,000 人 H32 

 
 
（３）国際交流の推進 

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 

十勝圏国際交流事業参

加者数 

十勝圏域において実施する国際

交流事業参加者数 
4,194 人 H21 3,962 人 H26 4,000 人 H32 

 
 
（４）国際化に対応したまちづくり、人づくり 

目標指標名 説    明 
策定時 目   標   値 

数値 年度 現状値 年度 最終数値 年度 

十勝圏国際交流学習の

参加者数 

高齢者大学・大学院における交

流学習の参加者数 
80 人 

H18～

H21 

(平均) 

90 人 

92 人 

H23～

H26 

(平均) 

100 人 

H27～

H32 

(平均) 

町勢要覧の発行 
一部を英語表記した町勢要覧の
発行 

36 ページ H21 36 ページ H26 36 ページ H32 
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第５章 町民の力で動く、協働のまち 
第１節 交流や連携、町民参加の推進 
２ コミュニティ 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町には 179181の行政区があり、町民と町を結ぶ重要な組織になっています。 
◆町内会活動は、地域の結びつきを支える重要な役割を担っています。しかし、平成 2126 年度の町
内会への加入率は 70.666.6％で、特にアパートやマンションがある市街地の加入率が低調です。ま
た、町全体では町内会加入者の高齢化が進んでいることから、地域活動に与える影響が懸念されま

す。 
◆「潤いと思いやりの地域づくり事業」を通じて、各地域で自主的に行われるコミュニティ事業や自

主防災組織活動を支援しています。 
◆広報紙では、ふるさと通信員を通じて、地域の情報を掲載しています。地域に根ざした広報活動を

進めるためには、より多くのふるさと通信員の確保が必要です。 
◆町民が利用しやすいように地域会館はなどの備品を整備していますが、施設の老朽化に伴い、長寿

命化を目的とした改修修繕や改築を計画的に進めていくことが必要です。 
 
 
＜めざす方向＞ 
◆町民と情報を共有し相互理解を深め、地域の自主性を尊重したコミュニティ活動を促進します。 
◆地域に対する町民の関心をより高めるため、地域に根ざした情報集約・発信を進めます。 
◆地域の自主的なまちづくりへの参加が促進される支援を積極的に行います。 

 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）情報共有、意見

交換の場の充実 
 

①町民と町の情報共有、意見交換の機会として、まちづくり懇談会など
対話の場づくりを広めます。 

②情報の共有を進めるため、町民参加型の情報集約・発信の充実に努め
ます。 

 
（２）コミュニティ活

動の促進 
 

①コミュニティ活動を支える人材を増やすため、学習機会や相互の交流
機会などの充実をはかります。 

②地域主体の協働のまちづくりを促進するため、地域が自主的に行う環
境整備活動や地域福祉活動などを支援します。 

③町内会への加入を促進するとともに、町内会規模の適正化、町内会相
互の情報共有を促進します。 

④コミュニティ施設の維持管理や計画的な整備、改修を進めます。 
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＜目標指標＞ 

 
（１）情報共有、意見交換の場の充実 

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 

まちづくり懇談会の実施
回数 

地域毎の複数町内会で組織する
地区連絡協議会等と行う「まちづ
くり懇談会」の実施回数（年間） 

5 回 H22 11 回 H26 11 回 H32 

広報紙にふるさと通信員
欄を掲載 

広報紙に「ふるさと通信員」の取
材による地域の話題を掲載 

12 回 H22 12 回 H26 12 回 H32 

 

 

（２）コミュニティ活動の促進 

目標指標名 説    明 
現状値 目   標   値 

数値 年度 中間数値 年度 最終数値 年度 

地域会館、コミュニティセ
ンターなどの利用者数 

地域会館およびコミュニティセンタ
ー（２か所）、総合福祉センターの
利用者数（年間、葬儀を除く） 

272,979 人 H21 
292,000 人 
262,917 人 

H26 320,000 人 H32 

「潤いと思いやりの地域
づくり事業」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」
の申請件数（年間） 

210 回 H22 273 回 H26 273 回 H32 
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第５章 町民の力で動く、協働のまち 
第１節 交流や連携、町民参加の推進 
３ 町民参加 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町は、平成 18 年度に「まちづくり基本条例」※を制定し、町民、議会、町が情報を共有すること、

まちづくりは町民一人ひとりの参加のもとに進めること、適切な役割分担によってまちづくりを進

めることなどを改めて示しました。条例で定めた町民との協働をより一層進め、情報の提供方法の

改善など、町民が一層まちづくりに参加しやすい方策を検討することが必要です。 
◆まちづくりに関する計画を策定する際には、審議会などを設置するとともに、委員の一般公募を行

い、広く町民から意見を聴くように努めています。今後さらに、少子高齢化社会が進み、地域で生

じるさまざまな課題を解決していくためには、地方分権社会における地域のあり方として、これま

で以上に町民と町が情報を共有し、一体となってまちづくりを進めていくことが必要です。 
 
 ※まちづくり基本条例：町民、議会、町が情報を共有することで、まちづくりは町民一人ひとりの参加のもとに進め

ることなど、まちづくりを進めるうえでの基本的な考え方を示しています。 

 
 
＜めざす方向＞ 
◆町民自治によるまちづくりを進めるため、協働のまちづくりに対する理解と参加を促進します。 

 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）まちづくりの場

への町民参加の
促進 

 

①まちづくりに関するさまざまな分野やテーマにおいて、町民参加を進
めます。 

②各種審議会委員などへの一般公募を推進するとともに、現在参加が低
調な若者の参加を促進します。 

 
（２）町民の自主的な

まちづくり活動
の促進 

 

①まちづくりに必要な情報を町民と町が提供しあい、共有します。 
②まちづくりに関わる各種組織を把握し、活動の支援や組織相互の交流
促進に努めます。 
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＜目標指標＞ 

（１）まちづくりの場への町民参加の促進 
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 

審議会など、まちづくりに
意見を提言する機会に参
加したいと思う町民の割
合 

まちづくり町民アンケート（｢そう思
う、やや思う｣と回答した割合） 

37.9％ H20 
45.0％ 
29.1％ 

H27 
H26 

50.0％ H32 

 
（２）町民の自主的なまちづくり活動の促進 

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 

「潤いと思いやりの地域
づくり事業」の申請件数 

住民町民主体のまちづくりを実施
するため「潤いと思いやりの地域
づくり事業」の申請件数（年間） 

211 件 H21 
230 件 
273 件 

H26 
250 件 
273 件 

H32 
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第５章 町民の力で動く、協働のまち 
第１節 交流や連携、町民参加の推進 
４ 男女共同参画 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町は、「まちづくり基本条例」で男女共同参画の推進を定めています。今後は、男女共同参画を

具体的に進める計画策定に向けた検討が必要です。男女共同参画を具体的に進めていくため、平成

26年度に「おとふけ男女共同参画プラン」を策定し、この計画に基づいた取組を行っています。 
◆審議会などに占める女性委員の割合が全体の 30％となることを目標に、女性の登用に取り組んでい
ます。男女双方の意見が反映されるよう、町が設置する審議会などへの女性委員の登用をさらに進

めていくことが必要です。 
◆近年は、配偶者やパートナー間での暴力（DＶ※）が社会的な問題となっています。おり、高校生
の被害など、その若年化も指摘されています。本町でも、予防を含めた対策を検討することが必要

です。 
◆仕事、家庭、地域生活などの調和を保ちながら生活する「ワークライフバランス」の大切さが認識

されるなか、本町でも男女それぞれが家庭と仕事を両立できるように支援していくことが必要です。 
 

※ＤＶ：配偶者やパートナー間での暴力を「ドメスティック・バイオレンス」といい、頭文字をとって「DV」とも

いいます。 

 
＜めざす方向＞ 
◆協働のまちづくりを進める基本として、性別を問わず誰もが能力を発揮してあらゆる分野に参画で

きる男女共同参画社会の実現をめざします。 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）人権の尊重を基

本とする男女共
同参画の意識づ
くり男女共同参
画を推進する体
制や意識づくり 

 

①家庭、学校、地域における男女平等の視点に立った教育を進めます。
男女共同参画を推進する計画の策定に取り組みます。 

②男女共同参画の認識を深めるため、広報・啓発の充実に努めます。男
女共同参画に関する理解を促すため、広報活動や情報提供の充実に努
めます。 

③男性にとっての男女共同参画を進めるため、啓発や学習活動の充実に
努めます。男女共同参画に関する理解を深めるため、学習機会の提供
や参加を促します。 

④女性の人権を尊重する認識の浸透に努めます。女性が就業をはじめさ
まざまな問題を相談できる場として、本町の相談窓口を周知するとと
もに、国や北海道などの関係機関との連携に努めます。 

⑤生命の尊さ、母性、父性に関する保健知識についての学習機会を提供
します。 

⑥男女間の暴力を根絶するため、意識啓発などに努めます。 

 
（２）男女がともにあ

らゆる分野に参
画できるまちづ
くり家庭と仕事
の両立（ワーク
ライフバラン
ス）の普及支援 

 

①政策、方針決定過程への女性の参画を促進します。家庭と仕事の両立
を支援するため、保育サービスなどの充実に努めるとともに、職場の
理解に向けた啓発を進めます。 

②まちづくりにおける男女共同参画を促進します。女性も経営や事業に
参加することを支援します。 

③父親の積極的な育児参加を促すため、家庭での役割や子育て意識の啓
発をはかり、夫婦共同での子育て環境づくりを進めます。 
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（３）男女がともにい
きいきと働ける
環境づくり政策
決定の場への参
加促進 

 

①仕事と家庭の調和（ワーク・ライフ・バランス）の普及・浸透や家庭
生活への男女共同参画を促進し、男女がともに働くための環境整備に
努めます。性別を問わず誰もが政策決定の場に参加できるよう、審議
会などにおいて女性の登用を促進します。 

②子育て支援・介護支援体制の充実に努めます。 
③関係機関と連携し、就労における男女平等を促進します。 
④関係機関と連携し、就業支援体制や学習機会の充実に努め、就業機会
を促進に努めます。 

⑤経営活動等における男女共同参画の促進に努めます。 

 
（４）男女がともに心

豊かに安全に安
心して暮らせる
環境づくり 

 

①女性に対するあらゆる暴力や嫌がらせの根絶に努めます。 
②男女の生涯を通じた健康保持のため、健康づくり・食育を進めます 
③男女共同参画の視点を取り入れ、誰もが安心して暮らせる環境整備を
進めます。 

④男女が心豊かな生活を送ることができるよう多様な学習ニーズに対応
した生涯学習の機会を提供します。 

 

 
＜目標指標＞ 

（１）人権の尊重を基本とする男女共同参画の意識づくり 
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 

男女の地位が平等になっ
ていると感じている町民
の割合 

平成 25 年男女共同参画に関する
町民アンケート（「平等」と回答し
た割合） 

  16.2％ H25 30％ H32 

生活環境や安全・安心に
ついての「男女が等しく社
会参加できる環境づくり」
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） 

83.5％ H20 84.0％ H27 85.0％ H32 

 
（２）男女がともにあらゆる分野に参画できるまちづくり 

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 

女性委員の登用率 
各種審議会などへの女性委員の
登用割合 

24.2％ H21 
30.0％
24.2％ 

H26 40.0％ H32 

 

３）男女がともにいきいきと働ける環境づくり 
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 

生活の中で仕事と家庭の
両方を優先する町民の割
合 

平成 25 年男女共同参画に関する
町民アンケート（「仕事と家庭優
先」と回答した割合） 

  17.5％ H25 30.0％ H32 

パパママ教室のパパの
参加率 

パパママ教室への参加者全体に
占める父親の割合 

19.7％ H21 
30.0％ 
42.9％ 

H26 50.0％ H32 

 
（４）男女がともに心豊かに安全に安心して暮らせる環境づくり 

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 

ＤＶ（身体的な暴力）をさ
れたことのある町民（女
性）の割合 

平成 25 年男女共同参画に関する
町民アンケート（「ある」と回答した
割合） 

  15.8％ H25 8％ H32 
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第５章 町民の力で動く、協働のまち 
第２節 行財政運営の推進 
１ 広報、広聴、情報公開 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町は、毎月１回広報紙を発行し、町民にわかりやすい表現を用いて、暮らしに関わる情報のほか、

町政の重点施策や制度に関する情報の提供に努めています。本町に関する情報を入手する手段とし

て多くの町民が広報紙を利用しており、今後も、どの年齢層にも見やすくわかりやすい紙面づくり

が求められています。また、町内会未加入者などへの配布方法を検討する必要があります。 

◆本町のホームページについては、平成 22 年に全面的にリニューアルしました。今後も、利用者を

意識した見やすくわかりやすいデザインや情報提供に努めていくことが必要です。また、現在、ホ

ームページがスマートフォン対応となっていないため、「画面サイズが小さく文字が小さい」、「リ

ンクを押しにくい」といった課題があります。今後は、運用面の操作性などを調査しながら、シス

テムの再構築も含めて検討する必要があります。 
◆近年、若者を中心に利用者が急増しているＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）を活用

した情報提供について、より有益な利活用方策や運用面の課題などを踏まえて検討していく必要が

あります。 
◆インターネット環境を活用できない、パソコンをお持ちでない方に対して、暮らしに役立つ行政情

の提供を検討する必要があります。 
◆町の情報を外国人にも提供するため、町勢要覧の英語版を作成しています。 
◆地域との意見交換や要望を把握するために「まちづくり懇談会」を開催しているほか、「町政声の

ポスト」を通じて、広く町民の意見、要望を聴いています。 
◆町の基本的な政策（計画や条例）に広く町民の意見などを反映するため、各種説明会やパブリック

コメント※制度などを実施しています。より多くの意見などを聴くため、制度の周知や機会の充実

をはかることが必要です。 
◆「情報公開条例」に基づき、町が保有する情報の公開を進めています。 
◆町民法律相談や人権・行政・暮らしの相談を実施し、町民の悩み事相談に対応しています。今後も

相談窓口のＰＲ、プライバシーの配慮などに努めることが必要です。 

 
※パブリックコメント：町など公の機関が規則や条例、計画などをつくる際に、広く意見や改善案などを求めるこ

とです。 

 
 
＜めざす方向＞ 
◆町の情報を積極的かつわかりやすく提供できるように努めるとともに、町民の声を広く取り入れる

機会やしくみの充実をめざします。 
◆町民と町が情報を共有するため、積極的な情報の公開に努めます。 
◆ホームページを通じた広報、広聴、情報発信など、インターネットを有効に活用します。 
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施  策 施 策 の 主 な 内 容 

（１）広報紙の充実 
 

①町民にとって見やすい、わかりやすい広報紙となるよう、町民のニー
ズをふまえた情報提供、紙面づくりに努めます。 

②町内会の未加入者にも広報紙が配布できる方法について検討します。 
③町勢要覧の内容の充実に努めます。 

 
（２）広聴、相談体制

の充実 
 

①広聴手段を充実させるため、町民から広く意見などを聴く機会とその
しくみの充実をはかります。 

②法的問題など専門的な相談に対応できるよう、弁護士などによる相談
を実施します。 

③人権、行政、暮らしに関する悩みに対応できるよう、相談体制を充実
させます。 

 
（３）情報公開の推進 
 

①情報公開条例に基づき、町の情報の積極的な公開に努めます。 
 

（４）ホームページの
充実、インター
ネットの活用 

 

①広報手段としてホームページがより一層活用されるよう、内容の充実
と管理、見やすさの向上などに努めます。 

②インターネットを広聴手段として有効に活用できるよう、意見を幅広
く受け入れるしくみの充実をはかります。 

③双方向性機能の整備をめざし、インターネット、ホームページなどを
活用したシステムづくりを進めます。 
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＜目標指標＞ 

（１）広報紙の充実 

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 

その他行政運営について
の「広報紙やホームペー
ジなどの情報提供」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） 

86.0％ H20 
87.0％ 
86.5％ 

H27 
H26 

87.0％ H32 

広報紙を読む町民の割
合 

まちづくり町民アンケート（広報紙
を「読んでいる」「興味のあるとこ
ろは読んでいる」と回答した割合） 

93.0％ H20 
100.0％ 
88.1％ 

H27 
H26 

100.0％ H32 

広報紙を配置している施
設数 

広報紙を配置している町内の主
な公共施設等の数 

31 か所 H20 32 か所 H26 32 か所 H32 

 
（２）広聴、相談体制の充実 

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 

まちづくり懇談会の実施
回数 

地域毎の複数町内会で組織する
地区連絡協議会等と行う「まちづ
くり懇談会」の実施回数（年間） 

5 回 H22 11 回 H26 11 回 H32 

行政区・町内会など地域
からの要望書の提出 

地域からの要望書の提出（年間） 4 件 H22 5 件 H26 5 件 H32 

  
（３）情報公開の推進 

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 

パブリックコメント 
町広報紙に掲載されたパブリック
コメント案件の件数（年間） 

1 件 H20 5 件 H26 5 件 H32 

  
（４）ホームページの充実、インターネットの活用 

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 

ホームページアクセス数 
町ホームページへの年間アクセ
ス数（年間） 

267,717 件 H21 
320,000 件 
391,646 件 

H26 
350,000 件 
510,000 件 

H32 

その他行政運営について
の「広報紙やホームペー
ジなどの情報提供」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） 

86.0％ H20 
87.0％ 
86.5％ 

H27 
H26 

87.0％ H32 

ホームページからの投稿 
ホームページ上に開設している町
への意見・質問コーナー「みんな
の声」の件数（年間） 

33 件 H22 46 件 H26 46 件 H32 
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第５章 町民の力で動く、協働のまち 
第２節 行財政運営の推進 
２ 行政運営 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町は、平成 10 年度から行政改革に取り組み、平成 13 年度から 3 年間で事務事業全体を見直し、

特に３大改革として、サイクリングターミナルの廃止、保育園の民営化、国保診療所の廃止を実施

しました。旧国保診療所は、平成 19 年度から民間の診療所として施設を貸付しているとともに、

平成 27 年度からは、学童保育所の民営化を実施します。本町を取り巻く環境も複雑多岐にわたり、

町民ニーズも多様化していることから、今後も事務事業の見直しとともに、社会・経済情勢の変化

や行政ニーズに対応した行政運営が必要です。 
◆職員数については、人数の適正化に取り組み、指定管理者制度や保育園の民営化を進め、平成 21
年度 275 名を目標に削減に努める一方、大幅な制度改革や新規事業の創設に対応するため、組織の

見直しを行い、事務事業量に応じた職員の適正な配置に努めています。新たな事務や権限が増え、

事務量や責任の度合いが増すなか、事務処理能力の向上に努めることが必要です。職員数の抑制に

努めてきたところでありますが、制度改革や新規事業の創設等により増大する新たな事務や権限委

譲に対応し、平成 26 年度より導入している職員の再任用制度の運用も考慮に入れ、組織見直し等

の検討や事務事業量に応じた職員の適正な配置に努めるとともに、職員の事務処理能力の向上を進

めることが必要です。 

◆各種計画を策定する際は、横断的な庁内検討委員会を設置し、縦割りによる弊害を招かないよう、

横の連携や情報共有に努めています。今後も必要に応じ横断的な組織をつくることが必要です。 
◆事務の迅速な処理と効率的な執行のため、戸籍などの事務の電算化や情報通信・技術の活用を進め

ています。今後も技術進歩を活かし、事務の効率化やサービスの向上に努めることが必要です。 
◆行政評価については、事務事業評価を一部行っていますが、政策などの評価は実施していないため、

行政事務全体での評価・改善のしくみをつくることが求められています。平成 24 年度より施策及

び事務事業を内部で評価するしくみを整えるとともに、町民の目線から客観的な評価を行うため、

「音更町総合計画推進委員会」を設置し、外部評価を行っています。また、新たな人事評価制度の

構築に向けて、平成 20 年度から一般職全員を対象に人事評価制度の試行を行っていますが、能力

評価および業績評価双方において、評価結果にバラツキが見られるなど課題が残されており、評価

能力を向上させていくことが必要です。平成 24 年度より、職員の育成を目標とした「人事評価制

度」を全職員を対象に導入していますが、平成 28 年度より地方公務員法において人事評価制度が

義務付けられることから、今後はさらに評価手法を充実させていく必要があります。 

◆北海道からの権限移譲事務は、343293 の事務になります。（北海道の特例条例に基づく 313 事務、

法定移譲による 30 事務）今後も、権限移譲が町民の利便性やサービスの向上につながるよう、推

進体制を整えていくことが必要です。 
◆住民窓口業務は、毎週火曜日を午後７時まで延長するとともに、木野支所の窓口体制を充実させる

など、行政サービスの向上に努めています。来庁者によっては、手続きや相談事が複数の窓口にま

たがり時間を要することもあるため、平成 24 年度からワンストップ窓口サービスを実施していま

すが、業務の改善により更なるサービスの向上を図るの課題や改善策などを組織機構の見直しも含

め検討し、窓口業務の集約を進めることが必要です。 
◆木野支所については、窓口が複雑で多様化しています。本庁、各担当課との連携、研修会等を通じ

て職員の資質向上を図り、より一層のサービス向上が必要です。 
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＜めざす方向＞ 
◆行政ニーズに応じた効率・効果的な行政運営を進めます。 
◆広く町民の声を聴き、まちづくりへの町民参加を積極的に進めます。 
◆高い意識と強い意欲を持つ職員の養成と能力開発に努めるとともに、社会・経済情勢や行政ニーズ

に応じた組織・機構づくりに努めます。 
 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）行政改革の推進 
 

①社会・経済情勢の変化や行政ニーズに柔軟に対応できるよう、必要に
応じて組織機構を見直します。 

②課題解決や政策立案が円滑に行えるように町民参加と庁内の横断的な
連携により、必要に応じて審議会やプロジェクトチームなどを設置し
ます。 

③多様化、高度化する行政事務や地方分権に対応できるよう、事務事業
の見直しとともに適正な人員配置に努めます。 

④行政運営の効率化をはかるため、情報技術の活用を進めます。 

 
（２）行政評価システ

ムの確立推進 
 

①実施した事業や施策による、政策の評価が行えるしくみをつくります。 
②①行政評価システムがより効果的に機能するよう、運用の過程におい
てしくみを検証するとともに、より客観性を高めるため、外部評価を
取り入れます。常に手法やしくみを検証し、ＰＤＣＡサイクルの実践
に努めます。 

 

（３）行政サービスの
充実 

 

①事務や町民に対する情報提供、行政サービスの迅速化をはかるため、
情報通信の活用に努めます。 

②町民ニーズを的確に把握し行政サービスに反映できるよう、職員の資
質向上と意識改革をはかります。 

③より効率的な事務事業を進めるため、必要に応じて外部委託を進めま
す。 

④町民の利便性やサービスの向上につながる権限移譲を受け入れるとと
もに、国や北海道に対し、人材や財源の確保を要請します。 

 
（４）窓口サービスの

充実や環境の向
上 

 

①窓口業務の効率化及びワンストップ窓口サービスの推進によりを進
め、町民サービスの向上をはかります。 

②木野支所の利便性をさらに高めるため、機能の充実に努めます。 
③庁舎の耐震化や改修を計画的に進めます。 
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＜目標指標＞ 

（１）行政改革の推進 
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 

審議会数 
町が設置している審議会数（広域

の審議会を含める） 
18 H21 34 H26 40 H32 

 

（２）行政評価システムの推進 
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 

外部評価対象施策数 
総合計画推進委員会において評

価、検証を行っている施策数 
  58 施策 H25 58 施策 H32 

 
（３）行政サービスの充実 

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 

権限移譲件数 
北海道から権限移譲を受けた件

数 
313 件 H22 293 件 H27 300 件 H32 

 
（４）窓口サービスの充実や環境の向上 

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 

その他行政運営について

の「窓口での対応や窓口

サービスの提供」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） 
80.3％ H20 

90.0％ 

82.5％ 

H27 

H26 
100.0％ H32 
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第５章 町民の力で動く、協働のまち 
第２節 行財政運営の推進 
３ 財政運営 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町は、平成 17 年度から５年間の財政健全化に取り組み、現在も計画の趣旨をふまえ行財政の効

率的な運営に取り組んでいます。景気の低迷が続くなか､経済の先行きが不透明な中、地方交付税

や国庫補助金などの見直しが進められるとともに､自主財源である税収などの大きな伸びは期待で

きない状況です｡町が健全な財政運営を進めていくためには、施策、事業の重点的選択による実現

可能な計画を策定し、実施していくことが重要です。 
◆一方、地域主権地方分権の推進によって、国や北海道からの事務事業の権限移譲や多様な町民ニー

ズへの対応などが求められており、財政運営はますます厳しくなっています。 
◆町税などの滞納整理事務の一部は、平成 19 年度から十勝市町村税滞納整理機構で行っています。 
◆新地方公会計制度に基づき、財務状況を公表しています。また、町民に広く町の財政を理解しても

らうため、決算状況などを掲載した「まちの台所」を発行しています。今後も、町の財政状況を町

民に理解してもらうため、わかりやすい公表に努める必要があります。町民に広く町の財政を理解

してもらうため、決算状況などを掲載した「まちの台所」を発行しています。また、新地方公会計

制度に基づく財務情報を公表しています。引き続き、町の財政の現状と課題をわかりやすく伝えて

いくことが必要です。 
 
＜めざす方向＞ 
◆町が将来にわたって自らの判断と責任のもと、安定的な財政運営を行っていくため、自主財源の確

保をはかるとともに、限られた財源を効率的かつ効果的に活用し、健全な財政運営に努めます。 
 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）財政の充実と確

保 
 

①町税の収納率を向上させるため、納税意識の高揚をはかるとともに、
徴収体制の強化に努めます。 

②地方交付税の安定配分など、地方分権に即した財源区分の見直しを関
係機関に要請します。 

③受益者負担の原則のもと、使用料、手数料、負担金などの料金体系を
必要に応じて見直します。 

④計画的な基金への積立てや自主財源の確保に努めます。 

 
（２）健全な財政運営

の推進 
 

①経常的経費の縮減をはかるため、管理経費の節減合理化や事務事業の
見直しを進めます。 

②緊急性、優先度を見極めた財源投資、適正な規模や維持管理費の財政
負担をふまえた施設建設整備に努めます。 

③財政収支の中長期的計画を作成し、健全な財政運営に努めるとともに、
会計の公明化を進め成果をわかりやすく公表します。 

④新地方公会計制度に基づく財務書類を作成して、行政コストの追求や
財務状況情報の公表に努めます。 
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＜目標指標＞ 

 

（１）財政の充実と確保 
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 

町税収納率(一般会計分) 
一般会計(住民税、固定資産税、
軽自動車税、たばこ税、入湯税）
の現年度収納率 

98.0％ H20 
98.0％ 
98.7％ 

Ｈ26 
H25 

98.0％ 
98.7％ 

H32 

                      

 

（２）健全な財政運営の推進 

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 

実質公債費比率 

借金の返済額がどの程度かを示
す比率。比率が高いほど財政状
況が悪いことを示し、25％を超え
ると財政健全化計画を策定する
必要がある。 

15.0％ H20 
13.0％ 
11.2％ 

H25 
11.5％ 
11.2％ 

H32 

経常収支比率 

人件費・扶助費・公債費などの経
常的経費がどの程度かを示す比
率。 比率が低いほど、財政に弾
力性があることを示す。 

84.9％ H20 
83.5％ 
82.1％ 

H25 
82.5％ 
82.1％ 

H32 
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第５章 町民の力で動く、協働のまち 
第２節 行財政運営の推進 
４ 広域行政 

 
＜現状と課題＞ 
◆十勝管内 19 市町村で構成する十勝圏複合事務組合では、広域的な振興計画の策定のほか、十勝市
町村税滞納整理機構の設置など、事務の共同処理をしています。また、平成 28 年度からは、同じ
く 19 市町村で構成するとかち広域消防事務組合において消防事務の共同処理が開始されます。こ
のほか、また、消防、ごみ・し尿処理、水道なども、一部事務組合を組織して事務を共同処理して

います。 
◆帯広圏都市計画区域を４市町（帯広市、芽室町、幕別町、音更町）で定め、都市間交通網や都市計

画の調査、研究を連携して進めています。 
◆北十勝４町（鹿追町、士幌町、上士幌町、音更町）では、北十勝障害支援区分認定審査会、北十勝

介護認定審査会を設置し、各制度の認定審査を行い、適切な運営に努めています。また、北十勝４

町広域観光振興連絡協議会を設置し、道東自動車道を利用した道央圏からの誘客事業などを展開し

ています。平成 25年には北十勝４町国道整備促進期成会を設置し、本町の国道 241号の木野地区
の交通事故対策に向けた要請等を行っています。 
◆広域連携による観光振興を推進するため、池田町、広尾町と連携し、それぞれの観光資源を活かし

た観光客誘致事業に取り組んでいます。 
◆国は新たに新たな広域行政として、十勝管内 19市町村では、平成 23年度から十勝定住自立圏構想
※を推進するなど、広域行政のあり方が変化しています。今後も共通の課題に広域で取り組んでい

くために、分野ごとの連携を強化するとともに、定住自立圏構想など広域事業を推進する制度の活

用を検討し、取り組んでいくことが必要です。 
 

※定住自立圏構想：「中心市」と「周辺市町村」で圏域をつくり、「中心市」の都市機能と「周辺市町村」の農林水

産業、自然環境、歴史、文化など、それぞれの魅力を活用することにより、圏域全体で必要な生活機能を確保し、

地方圏への人口定住を促進するという、広域行政の取組の国の考えです。 
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＜めざす方向＞ 
◆各分野において市町村間の連携や情報交換を行い、事業の効率化や効果が期待できるものについて

は、広域化を進めます。 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）広域行政の推進 
 

①現在進めている各分野での共同事業を円滑に進め、連携を強化します。 
②広域的な行政課題に対し、関連市町村と連携した取り組みを進めます。 
③地方分権の進展による定住自立圏構想などを視野に入れ伴い、広域行
政体制をとあわせて検討します。 

④広域事業施策の検討が効果的に行える、職員の交流、情報交換を進め
ます。 

 

 

＜目標指標＞ 

（１）広域行政の推進 
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 

広域行政事務数 
他市町村と連携して新たに進める
広域行政事業数 

― ― 3 件 H26 3 件 H32 

 


