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第１章 元気あふれる産業のまち  
第１節 農林業の振興 
１ 農業［経営］ 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町の農業は、国内有数の生産高を誇る小麦、大豆、小豆、てん菜、馬鈴しょなどの畑作が大規模

に営まれているほか、酪農や畜産、野菜作が行われています。 
◆経営の安定と生産性の向上をめざし、農業経営の近代化、農作業の合理化などを進めてきましたが、

ＴＰＰ※交渉への参加、農畜産物の輸入自由化による価格の低迷、肥料等生産資材の高騰など、農

業を取り巻く社会的・経済的環境は、変化が多く、厳しい状況が続いています。ＴＰＰの動向も注

視し、情報を収集し情勢の変化に迅速に対応していくことが必要です。また、経営の安定とともに、

担い手や労働力を確保することが必要です。 
◆近年、安全・安心な農畜産物が求められるなか、土づくりから出荷環境まで、農畜産物を取り巻く

生産環境全体への関心も高まっています。環境に配慮した生産環境づくりに努め、クリーン農業を

推進することが必要です。 
 

※TPP:「環太平洋パートナーシップ協定」と呼ばれ、太平洋周辺の加盟国との間で関税などの制限をなくすことで、

国境を越えて物が自由に行き来できるようにし、サービスや食品の安全性、医療、雇用、投資などに関するルールや

仕組みを参加国間で統一しようとするものです。 
 
＜めざす方向＞ 

◆農業経営の安定と生産性の向上をめざします。 
◆収益や付加価値の高い農畜産物づくりに取り組みます。 
◆音更の農業を支える担い手や労働力を確保します。 
◆環境への負荷に配慮した生産環境づくりに努め、クリーン農業を推進します。 

 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）農業経営の安定

化 
 

①持続可能で安定性のある農業経営が展開できる取り組みを進めます。 
②経営の安定をめざし、畑作では新たな高収益作物の導入を進めるとと
もに、酪農や畜産では効率化、省力化を進めます。 

③法人化について農業者が判断できるような情報提供を行います。 
④営農技術、ほ場管理などに関する情報提供に努めます。 
⑤生産コストの軽減と効率化をはかるため、農業機械や施設の集団利用
を促進します。 

⑥営農対策協議会を中心に、営農に関する相談や指導に努めます。 
⑦出荷体制の確立を支援するため、農畜産物集出荷施設の整備拡充と広
域的利用を促進します。 

⑧農作物への病害虫のまん延を防ぐため、防止対策を徹底します。 
⑨家畜への伝染性疾病などのまん延を防ぐため、防疫体制と発生農家対
策を徹底します。 

⑩農作物への鳥獣被害に対する取り組みを進めます。 
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（２）担い手、労働力
の確保 

 

①認定農業者制度の活用により、担い手農家の育成をはかります。 
②後継者を育成、確保するため、研修の開催や活動、交流を促進します。 
③農業労働力を確保する支援体制をより利用しやすいようにします。 

 
（３）環境への負荷に

配慮したクリー
ン農業の推進 

①クリーン農業※をめざした栽培方法、土づくりを促進します。 
②環境への負荷に配慮した廃棄物の適正処理、管理、再利用を進めます。 
※クリーン農業：環境との調和に配慮しながら、安全・安心、高品質な農畜産物を

生産、供給する農業のことで、有機農業やエコファーマーなどを指します。 

 
 
＜目標指標＞ 

（１）農業経営の安定化 

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 

農業総生産額 

「音更町農業概要」の農産および
畜産をあわせた総生産額 
※ＴＰＰやＥＰＡ、ＦＴＡなどの貿易

交渉による今後の農畜産物価
格や経営所得安定対策への影
響が不透明であり、農業総生
産額については、金額による明
示的な目標を掲げることが困難
なため、文章表現とした。 

207.1 億円 H21 232.6 億円 H26 

平成 26 年

度の農業総

生産額以上 

H32 

 

（２）担い手、労働力の確保 

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 

認定農業者数割合 
全農家戸数に占める認定農業者
数（戸数）の割合 

94.1％ H22 93.8％ H26 99.0％ H32 

 

（３）環境への負荷に配慮したクリーン農業の推進 

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 

エコファーマー新規認定

農業者数 

エコファーマー新規認定農業者数
（平成 27 年度からの新規認定戸
数） 

 

－ 

 

－ － － 140 戸 H32 
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第１章 元気あふれる産業のまち  
第１節 農林業の振興 

２ 農業［生産基盤や生産環境］ 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町は、農業生産性の向上をめざし、優良な農地の確保や農地の排水、土壌を改良するための基盤

整備に取り組んできましたが、整備されたかんがい施設、明渠排水路については、計画的な更新に

より維持管理していくことが必要です。整備後数十年経過している暗渠排水については、目詰まり

などにより機能が低下しているため、再整備が必要です。 
 
 

＜めざす方向＞ 
◆補助事業を活用し効果的な基盤整備を進めるとともに、農地の保全、地力の維持、向上に努めます。 

 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）優良農地の確保 
 

①優良な農地を集団的に確保するため、計画的な土地利用を進めます。 
②優良農地の確保や農地の集積をはかるとともに、農地の遊休化を防ぐ
ため、農地流動化の各種制度の導入を進めます。 

③地力の維持向上をはかるため、堆肥や緑肥などの活用を促進します。 
④土壌の飛散を防ぎ農作物を風害から守るため、防風林の機能の維持、
向上に努めます。 

 
（２）土地基盤や用排

水の整備 
 

①生産性の向上と農作業の効率化をはかるため、暗渠排水、石れき除去、
客土などの総合的な土地基盤整備を進めます。 

②明渠排水路の整備とその機能維持に努めます。 
③営農用水の整備、機能維持確保に努めます。 
 

 
 
＜目標指標＞ 

（１）優良農地の確保 

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 

担い手農家への農地利

用集積状況 

町内の農地面積に占める認定農

業者など担い手農家が利用権を

有する農地の割合 

－ － 92.3% H26 95.0% H32 

 
（２）土地基盤や用排水の整備 

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 

明渠排水路の整備 明渠排水路の整備延長 173,949ｍ H21 177,095ｍ H26 

 

186,245ｍ 

 

H32 
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第１章 元気あふれる産業のまち  
第１節 農林業の振興 

３ 林業 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町の森林面積は、平成 26 年度末現在 11,841ha で、人工林は 4,992ha となっており、人工林の

ほとんどはカラマツで占められています。 

◆森林には、水源のかん養、土砂崩れや地球温暖化の防止など多面的な機能があり、木材の安定供給、

雇用の創出など、さまざまなニーズへの対応が林業に求められています。 

◆町有林のうち、カラマツ人工林はその約９割が間伐および主伐期に達し、資源の利用期を迎えてい

ます。 

◆本町の森林所有者は 10ha 未満の小規模所有が多く、採算性の問題から脆弱な経営基盤となってお

り、間伐などの保育や伐採後の植栽が手控えられる傾向にあります。今後は、木材のトレーサビリ

ティを確保し、伐採放棄地を出さないなど持続的な森林管理を行いながら、人・もの・金の地域内

循環を確立するため、森林認証を取得し、森林管理水準の改善を行い、森林の多面的機能を高める

ことが求められています。 

  
＜めざす方向＞ 
◆木材の新たな需要の掘り起こしを進めるとともに、森林の持つ公益的機能をさらに高めるため、計

画的な造林、保育管理を推進し、認証材の利活用の拡大をはかります。 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）育林の推進 
 

①森林の健全育成をはかるため、各種事業の導入により除間伐などを進
めます。 

②健全で活力ある森林をめざし、多様な樹種の植栽や育林を進めます。 
③林野火災から森林を守るため、啓発と防火体制の整備を進めます。 

（２）施業体制の充実 
 

①林業の担い手である森林組合との連携に努めます。 
②施業にあわせ、林道の整備と維持管理に努めます。 

（３）森林の新たな活
用 

 

①間伐材などの用途拡大のため、新たな需要の掘り起こしを進めます。 
②森林を憩いの場、緑の大切さの啓発の場として活用します。 
③認証材の普及・推進をはかります。 

 
＜目標指標＞ 

（１）育林の推進 

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 

植栽面積 町有林の植栽面積 3ha H22 15ha H26 30ha H32 

 
（２）施業体制の充実 

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 

チーム会議の開催 
森林組合を含めた関係機関によ

るチーム会議の開催数 
0 回 H22 2 回 H26 2 回 H32 

 
（３）森林の新たな活用 

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 

認証材の出荷量 町内における認証材の出荷量 0 ㎥ H22 0 ㎥ H26 1,000 ㎥ H32 



5 
 

第１章 元気あふれる産業のまち 
第２節 商工業、観光の振興 
１ 商業 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町の商業は、近年、従業員数、年間販売額ともにほぼ横ばいで推移しています。また、本町は、

音更、木野、駒場、十勝川温泉の複数の市街地があり、それぞれの地域特性により発展してきまし

たが、消費者の購買指向の多様化により、木野地域への大型商業施設の進出が進む一方、それ以外

の地域では、買い物客の減少や後継者不足（商業者の高齢化）が重なり、既存の小売店は減少して

います。 
◆コンビニエンスストアの出店により、通行量の多い道路の沿線では利便性が向上していますが、住

宅地域などでは、小規模小売店舗が減少しています。 
◆商業は、活気に満ちた快適なまちづくりを進めるうえで重要な役割を担っておりますが、個々の商

業者が多様化する消費ニーズに対応することは難しいことから、商業者相互や関係機関との連携、

協力のもと、商業団体の基盤強化をはかり、各種事業を進めていくことが必要です。 
また、地域に根ざした商店は、地域コミュニティの拠点となりうる潜在的な力を持っていること

から、大型店との差別化をはかり、各地域の実情にあった商品やサービスを提供する店づくりが求

められています。 
 

＜めざす方向＞ 
◆商工会が行う経営指導等を通じ、商業者の経営の近代化や安定化をはかるとともに、商業者の活性

化に寄与する取り組みを推進します。 
◆地域コミュニティの場としての役割を果たし、少子高齢化や多様化する消費ニーズに対応していく

ため、各地域の実情にあった商品サービスを提供する店づくりを支援します。 
 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）商業の振興に向

けた支援 
 

①商業活動の活性化を促進するため、商工会をはじめとする組織の活動
を支援します。 

②商業者の振興につながる企画やイベントを支援します。 
③商業者の活性化をはかるため、空き店舗対策などを進めます。 
 

（２）商業者の経営安
定に向けた支援 

 

①商業者の自主的な取り組みや活動を支援します。 
 

 

＜目標指標＞ 

（１）商業の振興に向けた支援 

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 

商工会員数 音更町商工会の会員数 498 事業所 H20 572 事業所 H26 600 事業所 H32 

 

（２）商業者の経営安定に向けた支援 

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 

町融資利用実績額 
商工業振興資金利用実績額 
（「工業の育成、支援」と同じ目標
指標を採用） 

5億3千万円 H21 7億9千万円 H26 9億5千万円 H32 
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第１章 元気あふれる産業のまち 
第２節 商工業、観光の振興 

２ 工業、企業誘致 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町の工業は、乳製品や農畜産物加工など主として地域資源を活用した企業が立地しています。既

存工業を育成・支援するためには、農商工観や産学官の連携により、新事業の創出や地域資源を活

かした地域ブランドの確立が重要であり、そのための組織への支援が必要です。 
 
◆平成 12 年に造成を開始したＩＣ工業団地は、販売開始から 15 年が経過し、分譲率が 8 割を超え、

小規模な区画を残すのみとなっており、大規模な区画を必要とする企業の要望に応えられない状況

です。持続的な地域経済の活性化と定住人口増加につなげていくためには、企業誘致を積極的に推

進し、雇用の場を確保する必要があることから、ＩＣ工業団地の拡張整備を進めています。また、

高速道路網の整備が進み、道央圏との交通アクセスの良さに加え、今後は釧路・網走方面と道央圏

との中継点としての重要性が高まることなど、本町の立地の優位性を積極的にＰＲしていくことが

必要です。 
 
＜めざす方向＞ 
◆雇用の拡大や地域の活力を増進するため、地域資源を活用して地域ブランドの確立をめざす組織を

支援するとともに、ＩＣ工業団地の拡張と企業誘致を促進します。 
 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１） 工業の育成、支

援 
 

①地域資源を活用して地域ブランドの確立をめざす組織を支援します。 

②工業振興に結びつく、地域資源の見直しや活用方策を検討するほか研
究開発を支援します。 

 

（２）ＩＣ工業団地の
拡張と、あらた
な企業の誘致 

 

①ＩＣ工業団地拡張への取り組みを進めます。 

②工業立地の優遇・奨励制度を活用し、企業の誘致に努めます。 

③雇用の拡大が伴う企業の誘致に努めます。 

 

 
 

 

＜目標指標＞ 

（１）工業の育成、支援 

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 

町融資利用実績額 
商工業振興資金利用実績額 
（「商業者の経営安定に向けた支
援」と同じ目標指標を採用） 

5億3千万円 H21 7億9千万円 H26 9億5千万円 H32 

 

 
（２）ＩＣ工業団地の拡張と、あらたな企業の誘致 

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 

ＩＣ工業団地立地企業件
数 

工業団地造成時からの立地企業
件数の累計 

21 件 H21 
 

29 件 
 

H26 35 社 H32 
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第１章 元気あふれる産業のまち 
第２節 商工業、観光の振興 

３ 観光 

 
＜現状と課題＞ 
◆北海道遺産「モール温泉」を資源とする観光産業は、農業と並んで本町の重要な産業であり、今後

も、滞在・交流により多くの経済効果が期待されていますが、宿泊客の減少により、観光振興に投

資する財源の確保が難しくなっています。 
◆観光客入込数は、平成 19 年度の 141 万人をピークに、年間ほぼ 130 万人から 140 万人台を維持し

ていますが、経済波及効果の大きい宿泊客延数は、平成８年度の 70 万泊をピークに減少傾向が続

いています。約 50 万泊となった平成 21 年度以降は、宿泊施設の減少等の影響もあり、平成 26 年

度には約 44 万泊となっています。また、宿泊客の約１割は台湾などアジアを中心とする訪日外国

人が占めており、近年は円安などの影響で増加傾向にあります。平成 32 年度の東京オリンピック・

パラリンピックに向けて、訪日外国人観光客の更なる増加が期待されることから、本町でも音更町

十勝川温泉観光協会など関係団体と連携し、訪日外国人観光客の誘客事業に取り組んでいくことが

必要です。 
◆旅行の形態が団体型から個人型へと変化しており、顧客ニーズに見合った地域性のある観光素材の

開発や地域住民とのふれあいなどの提供が求められています。 
◆国が、外国人を含む観光振興による交流人口の拡大を重点施策としているなか、本町でも、もてな

しの心（ホスピタリティ）を町全体で高めながら、地域資源などを活かした魅力ある滞在型観光素

材の発掘や開発、地元客を含めたリピーター（ファン）づくり、新たな顧客の拡大などが必要です。 
◆温泉街のにぎわい創出と地域活性化を目的として、十勝川温泉中心部の旧ホテル跡地を活用し、新

たな集客拠点施設整備や周辺市街地再整備など官民連携の取り組みを進めています。 
◆北十勝４町（鹿追町、士幌町、上士幌町、音更町）において、北十勝４町広域観光振興連絡協議会

を設置し、道央圏での観光ＰＲ事業や十勝管内客を対象とした４町周遊バス運行事業など、「温泉」

「景観」「食」といった４町ならではの観光資源を活用した観光振興事業を実施しています。この

ような広域連携も含め、時代のニーズに即応できるように前向きに取り組んでいくことが必要です。 
 
＜めざす方向＞ 
◆音更町十勝川温泉観光協会など関係団体と連携し、本町への観光客誘致の取り組みを進め、交流人

口増加をはかります。 
◆北海道遺産「モール温泉」や十勝川温泉の知名度向上への取り組みを強化します。 
◆「また来たくなる温泉」「滞在したくなる温泉」「住みたくなる温泉」への地域イメージづくりを進

めます。 
◆道東自動車道を活用した道央圏、国際化する新千歳空港からの道外客、外国人客の誘客を強化しま

す。 
◆花と緑を活かした温泉街の景観づくりと、新たに整備される集客拠点施設やフットパス※、電動自

転車などを活かしたにぎわいのある温泉街づくりを進めます。 
◆地域資源を活用し、新たな視点で時代のニーズに即応できる人材を育成します。 
※フットパス：牧場や森林、田園地帯などの風景を楽しみながら歩くことができる、歩行者専用の道のことです。 
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施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）交流人口の増加

に向けた観光振
興事業の推進 
 

 
 

①観光客の滞在や交流をはかるため、異日常、非日常を感じ、歩きたく
なるような十勝川温泉市街の緑化や基盤整備、中心市街地の再生を進
めます。 

②観光客の利便性向上のため、道央圏や道東圏などを結ぶ二次交通※や
地域内移動などの充実に努めます。 

③「モール温泉」を有効に活用するため、集中管理体制の強化や新エネ
ルギーの導入、低炭素化社会への取り組みを進めます。 

④国際化、広域化に対応した観光客受入環境整備とサービス・企画など
の充実、他地域との連携による新たな広域観光ルートの形成を進めま
す。 

⑤滞在型観光化を促進するため、参加・体験型観光メニューの充実をは
かります。 

⑥観光関連団体の連携強化、観光協会の育成と支援をはかります。 
⑦町全体が温かく観光客を迎え、かつ集客効果の高い観光イベントを、
観光協会などとの連携をはかりながら構築します。 

※二次交通：空港や鉄道駅から観光地までを結ぶ交通手段のことです。 

 

（２）音更の魅力の活
用、ＰＲ 

 

①より魅力ある観光地づくりを進めるため、環境整備、食、企画などに
積極的に地域資源を活用します。 

②観光地としての魅力を伝え、情報をより的確、迅速に発信する取り組
みを進めます。 

③音更の魅力や「モール温泉」の良さを、また来たくなる要素として活
かせるような、地域資源を活用した土産・特産品ニーズの把握、商品
開発支援などの取り組みを進めます。 

④音更町商工会と連携して、音更メロディーライン※沿線の音更町らし
い景観や食、地域資源との融合により音更町の新たな魅力発信を進め
ます。 

※音更メロディーライン：音更帯広インターチェンジから十勝川温泉までの観光ポ

イントを結ぶ、町道の名称です。  
 

 

＜目標指標＞ 

（１）交流人口の増加に向けた観光振興事業の推進 

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 

観光入込客数 
全国観光統計基準及び北海道観
光入込客数調査要領に基づき報
告する実人数（年間） 

1,329,800 人 H21 1,402,500 人 H26 1,461,000 人 H32 

宿泊客延数 

全国観光統計基準及び北海道観
光入込客数調査要領に基づき報
告する宿泊客延数（年間、含外国
人) 

503,100 泊 H21 440,800 泊 H26 459,000 泊 H32 

 

（２）音更の魅力の活用、ＰＲ 

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 

観光協会ホームページア
クセス数（ページビュー
数） 

音更町十勝川温泉観光協会ホー
ムページの各種項目（イベント・宿
泊・アクセス・食事など）への閲覧
アクセス数総計値（年間） 

338,308 件 H21 699,714 件 H26 710,000 件 H32 
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第１章 元気あふれる産業のまち 
第３節 連携による産業の振興 
１ 産業連携 

 

＜現状と課題＞ 
◆近年、国などの支援もあり、農商工連携や農林漁業の６次産業化などの取り組みが全国的に進めら

れています。本町でも、農畜産物の直売や加工品の製造、観光と農作業体験が結びついた観光メニ

ューづくりなど、産業の特性を活かした取り組みが増えています。 
◆本町は、産業間相互の連携により新たな商品開発や事業創出が進むように支援しています。 
◆現在は、農畜産物の付加価値を高める取り組みが中心ですが、今後は観光も含めた農商工観連携を

はじめ、産学官連携などを積極的に推進し、経済の活性化や雇用の拡大につなげていくことが必要

です。 
◆町では、平成２４年度に音更町第１次食育・地産地消促進計画を策定したほか、平成２５年度には

町や両農協、商工会、観光協会で構成する音更町食のモデル地域実行協議会を設立し、地産地消※

や食育※を推進しています。今後は、農業団体や学校、流通・加工業者などの連携による取り組み

や、産業振興以外にも地域の活性化に結びつく取り組みを進めていくことが必要です。 

 
 ※地産地消：「地域生産・地域消費」を略した言葉で、地域で生産されたものを、その地域で消費することです。 

※食育：健全な食生活、食文化の継承などを目的に、自らの食について考える習慣や食に関する知識、食を選択する

力などを身に付けるために行う教育のことです。 
 
＜めざす方向＞ 
◆農商工観連携で、相互の経営資源を活用する取り組みの支援を行います。 

 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）農商工観連携の

推進 
 
 
 

①新事業の創出を目的とした異業種間の交流や農商工観連携を進めま
す。 

②農畜産物の高付加価値化をめざし、産学官との連携による研究を進め
ます。 

③音更の特性や強みを活かした、音更ならではのグリーンツーリズム※

を進めます。 
④農業と観光の異業種連携強化による新たな観光素材の発掘や地域ブラ
ンド確立に向けた商品化を進めます。 

⑤「地産地消」や「食育」の視点から、関連する取り組みを進めます。 
⑥農畜産物や地場産品などの販売及び音更の食、農業をＰＲする機会を
増やすため、新たに魅力を発信する拠点づくりに努めます。 

※グリ―ンツーリズム：農山村など自然豊かな地域に滞在し、地域の人たちとの交

流や農林業体験を通して、その地域の自然や文化に触れる余暇の過ごし方をいいま

す。 

 

＜目標指標＞ 

（１）農商工観連携の推進 

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 

魅力発信拠点の数 
特産品などの発信施設数（移転
改築などを含む） 

2 か所 H21 2 か所 H26 2 か所 H32 

新たな特産品などの研究
開発支援数 

産業振興支援事業などによる助
成件数（目標値は各期間の合計
件数） 

1 件 
H21 

(単年) 
9 件 

H23～
H26 

(合計) 
18 件 

H27～
H32 

(合計) 
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第１章 元気あふれる産業のまち 
第４節 消費者、勤労者の保護 
１ 消費生活 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町は、平成 21 年度に消費生活センターを設置し、消費生活相談や情報提供を実施するなど機能

の充実に努めています。また、音更町消費者協会が中心となって実施する、くらしのサロンや出前

講座、消費者のつどいなどを通じて、各種の啓発活動を展開しています。 
◆消費ニーズが多様化し、新しい商品、サービスの開発が進む一方、インターネットによる通信販売、

悪質な訪問販売、電話勧誘販売、情報化に伴う詐欺被害、不当請求などにより、さまざまな問題が

引き起こされています。消費生活が多様化、高度化するなかで、より良い商品の選択、悪質商法の

被害防止、食の安全・安心、家庭用製品の安全確保、地球環境の負荷削減に向けた家庭での取り組

みなど、消費者自らが正しい知識を修得し、賢い消費者となることが求められており、未然防止に

向けた啓発とともに、相談体制や適切な消費者情報の提供に努めていくことが必要です。 
 

＜めざす方向＞ 
◆消費者の権利を守るとともに、自立した消費者を育成するため、相談体制の充実と消費知識の普及、

啓発をはかり、消費生活の安定と向上に努めます。 
 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）消費者センター

の機能の充実 
①消費生活センターにおける相談体制を充実させます。 

（２）意識啓発や情報
提供の充実 

 

①消費者への意識啓発や情報提供などの中心的な役割を担う消費者協会
の活動を支援します。 

②消費生活や悪質商法に関する情報を共有するため、関係機関および団
体と連携し幅広く迅速な情報提供に努めます。 

 
＜目標指標＞ 

（１）消費生活センターの機能の充実 

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「消費生活に
関する情報提供や相談
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） 

75.3％ H20 80.6％ H26 81.0％ H32 

専門相談員の人数 
消費生活センターにおける専門
相談員の人数 

2 人 H21 2 人 H26 3 人 H32 

センター開設日 消費生活センター開設日 週 5 日 H21 週 6 日 H26 週 6 日 H32 

センター開設時間 消費生活センター開設時間 10 時～17 時 H21 9 時～17 時 H26 9 時～17 時 H32 

 
（２）意識啓発や情報提供の充実 

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 

消費生活出前講座受講
人数 

消費者協会に委託して実施する
出前講座の延べ受講人数（年間） 

103 人 H22 274 人 H26 300 人 H32 

消費生活相談件数 
消費生活センターにおいて受けた
消費生活相談（苦情、問い合わ
せ、要望）の件数（年間） 

133 件 H21 260 件 H26 150 件 H32 
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第１章 元気あふれる産業のまち 
第４節 消費者、勤労者の保護 

２ 勤労者福祉 

 
＜現状と課題＞ 
◆社会経済情勢の低迷により、国内の雇用情勢が悪化する一方、少子高齢化の進展や産業構造の転換

による労働力需給構造の変化、また、女性の社会進出や非正規雇用の増加による雇用形態の多様化

など、勤労者を取り巻く雇用環境は以前に比べて複雑になっています。 
◆本町では、地域資源を活用した新たな産業や既存産業の振興のほか、企業誘致による多様な雇用の

場の確保と労働環境の整備が求められています。 
 
 
＜めざす方向＞ 
◆勤労者福祉制度の充実に努めるとともに、勤労者がゆとりある暮らしを実現でき、健康で安心して

働ける環境づくりを進めるほか、労働相談体制を充実させ、企業誘致による雇用機会の拡大と、生

活の安定をはかります。 
 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）勤労者の環境向

上の支援 
 

①勤労者福祉に関する各種制度の加入促進と助成の充実をはかります。 
②勤労者の生活と労働環境を向上させるため、労働相談業務を進めます。 
 

（２）就業、雇用の支
援 

 

①勤労者が労働に関する知識や技術を向上できるよう、機会の提供に努
めます。 

②各種制度資金の活用を推進し、雇用機会の拡大に努めます。 
③季節労働者の通年雇用を促進します。 
 

 
 

＜目標指標＞ 

（１）勤労者の環境向上の支援 

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 

とかち勤労者共済センタ
ー加入事業所数 

とかち勤労者共済センター（あお
ぞら共済）に加入した町内の事業
所数 

53 事業所 H21 70 事業所 H26 90 事業所 H32 

 
（２）就業、雇用の支援 

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 

通年雇用化数 
季節労働者のうち通年雇用者と
なった人数（累計） 

10 人 H21 67 人 H26 110 人 H32 
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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 
１ 環境保全 

 
＜現状と課題＞ 
◆環境問題は、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染など地域的なものから、地球温暖化をはじめとする地

球規模での対応が必要なものまで、広範で複雑・多様化しており、環境への取り組みは、地球温暖

化対策など地球環境問題まで視野に入れた対応が求められています。 
◆本町では、現在、大気汚染、水質汚濁など、大きな公害や環境に影響を及ぼすことは起きていませ

んが、自然環境の保全やその取り組みに対する意識を高めていくことが必要です。 
◆平成 15 年度に「音更町住みよい生活環境づくり条例」を制定し、不法投棄やポイ捨ての禁止など、

町内で活動するすべての人たちが一体となって、安全で快適に暮らせるまちづくりを進めています。 
◆平成 17 年度に「音更町地域新エネルギービジョン※」を策定し、本町で早期に普及が可能なものと

して、住宅用太陽光発電システムおよびペレットストーブ※の設置費用に対して助成を行っていま

す。また、地域会館や学校などへの太陽光発電システムの導入も行っています。今後は、温泉熱な

ど新しい資源の可能性を模索し取り組んでいくことが必要です。 
◆電気事業法の改正や再生可能エネルギー導入への国の支援など、事業環境が整ってきたため、本町

においても、太陽光発電やバイオマス発電など新エネルギーに着目した民間事業者の電気事業等へ

の参入・設備の設置が増加傾向にあります。これらについては、住環境や自然環境への影響、土地

利用関係法令への適合などに配慮しながら適切な支援、指導、助言等をしていくことが必要です。 
◆地球温暖化に対する取り組みとして、町の公共施設や事務事業を対象とする「地球温暖化対策実行

計画」を策定し、基準年度である平成 18 年度から目標年度の平成 29 年度までに、６％の温室効果

ガスを削減する目標を定め、取り組んでいます。 
 

※音更町地域新エネルギービジョン：地球環境を維持し、自然や風土を守っていくことを目的として、二酸化炭素

の排出を少なくするために、町内の再生が可能なエネルギー、いわゆる「新エネルギー」の賦存量を調査すると

ともにその特性を明らかにし、有効に活用する指針として策定した計画です。  

 ※ペレットストーブ：間伐材などを粉砕し固めた「木質ペレット」を燃料とするストーブのことです。  

 
＜めざす方向＞ 

◆本町の豊かな自然環境を可能な限り保全し、次の世代に引き継ぎます。 
◆安全で快適に暮らせるまちづくりを推進し、住みよい生活環境の実現をめざします。 
◆地球温暖化対策を推進するため、地球温暖化対策実行計画による取り組みや町民意識の向上をはか

ります。 
◆町民、事業者、行政が連携協力して新エネルギーの活用をはかり、農業、観光をはじめとする本町

産業の発展と環境にやさしい持続可能な地域社会の構築をめざします。 
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施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）環境の保全に向

けた啓発と取り
組み 

 

①環境保全への意識を高めるため、啓発活動を進めます。 
②自然環境や生態系に配慮した公共事業を進めます。 
③森林や河川などの自然環境の保全と再生に努めます。 
④鳥獣保護区を中心に、野生鳥獣の保護に努めます。 
⑤公害を未然に防ぐため、監視指導や環境調査の強化、環境改善に努め
ます。 

 
（２）循環型社会づく

りの推進 
 

①地球温暖化対策の取り組みを進め、公共施設などから排出される温室
効果ガスの削減に努めるとともに、町民の意識の高揚をはかります。 

②太陽光、バイオマス※などの新エネルギーの利用を進めます。 
※バイオマス：生物に由来する再生可能な有機性資源（化石資源を除きます）で、

木材、海草、生ごみ、紙、動物の死骸・糞尿、プランクトンなどを指します。 
（３）町民主体の環境

保全、環境美化
活動の促進 

①様々な情報を提供し、家庭で取り組めるエコ活動を促進します。 
②団体、グループなどによる環境美化活動を支援します。 
 

 
 
＜目標指標＞ 

 

（１）環境の保全に向けた啓発と取り組み 

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 

「環境保全について」の
「自然環境の保全」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） 84.4％ H20 85.3％ H26 87.0％ H32 

 

 
（２）循環型社会づくりの推進 

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 

温室効果ガスの排出量 
町の事務事業に伴う温室効果ガ
スの排出量（年間、二酸化炭素換
算排出量） 

9,449t H20 8,793ｔ H26 8,442ｔ H32 

 
 
（３）町民主体の環境保全、環境美化活動の促進 

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 

環境行動への啓発活動
及び環境行事の実施 

おとふけ環境週間等における取
組事業数 

13 件 H22 14 件 H26 16 件 H32 

「潤いと思いやりの地域

づくり事業＜地域福祉・

安全事業（街路灯・防犯

灯の省エネ化）＞の申請

件数 

「潤いと思いやりの地域づくり事

業＜地域福祉・安全事業（街路

灯・防犯灯の省エネ化）＞」の申

請件数 

5 件 H22 27 件 H26 10 件※ H32 

 ※H25～26 年度を中心に防犯等 LED 化の整備が進み、一定の目処がついたことから目標数値は中間数値より下がっ

ている。 
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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。平成１７年に「景観法」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、主要な道路の緑化、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 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 

音更らしい景観づくりに
係る事業件数 

官民連携による景観づくり事業件
数 － － 1 件 H26 3 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 

音更らしい景観の形成、
保護に関する事業件数 

地域特性を活かした事業件数 
－ － 2 件 H26 3 件 H32 
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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 

３ ごみ・し尿収集処理 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町のごみの収集は、全町同一の分別収集体制で取り組み、分別を細分化し、減量化と資源リサイ

クルを進めています。ごみの分別・排出方法のルールやマナーの啓発、指導に努めていますが、分

別が徹底されていないため、より一層の分別徹底と適切な排出方法の啓発が必要です。 
◆平成 19 年度からカラス対策用の黄色いごみ袋を導入しましたが、効果を高めるためには排出方法

のルールやマナーの啓発が必要です。 
◆し尿処理は、非水洗化世帯が減少していくなか、現在許可している業者のサービスが低下しないよ

うに単価の見直しを行っています。 
◆ごみとし尿は、十勝環境複合事務組合で共同処理しています。 
 
 

＜めざす方向＞ 
◆ごみの減量化や資源リサイクルを推進し、再資源化に努めるとともに、快適な生活環境づくりを進

めます。 
 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）ごみ・し尿の収

集 
 
 

①ごみ収集を適切に行うため、収集方法や収集体制の改善に努めます。 
②ごみの減量化や資源リサイクルを推進するため、ごみの分別・排出方
法のきめ細かな周知や啓発活動を進めます。 

③し尿の収集量の減少により収集サービスの低下を招かないよう、対策
に努めます。 

（２）ごみ・し尿の処
理 

①関係自治体とともに処理施設の整備に努め、適正処理を進めます。 
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＜目標指標＞ 

（１）ごみ・し尿の収集 

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 

「環境保全について」の
「 ごみの収集・ リサイク
ル」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） 

84.0％ H20 84.7％ H26 87.0％ H32 

町民１人当たり年間ごみ
排出量 

町民１人当たり年間ごみ排出量 255 ㎏ H21 264 ㎏ H26 230kg H32 

リサイクル率 
一般廃棄物全体に占めるリサイク
ルされた廃棄物の割合 

28.4％ H21 29.1％ H26 30.0％ H32 

 
 
（２）ごみ・し尿の処理 

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 

可燃及び不燃ごみ処理
量（家庭ごみ） 

くりりんセンターにおける可燃及
び不燃ごみ処理量（家庭ごみ） 

6,371ｔ H21 6,731ｔ H26 6,839ｔ H32 

資源ごみ処理量 
十勝リサイクルプラザにおける資
源ごみ処理量 

1,709ｔ H21 1,873ｔ H26 1,894ｔ H32 

し尿及び浄化槽汚泥処
理量 

中島処理場におけるし尿及び浄
化槽汚泥処理量 

7,769ｔ H21 7,292ｔ H26 － － 

十勝川浄化センターし尿及び浄
化槽汚泥処理量 

－ － － － 6,081ｔ 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 
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り組みを進めています。 
◆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、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。 
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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。 

 
（２）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。 
 

（３）農村部の利便性
の向上 

 

①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。 

（４）地域生活バス路
線の確保 

 

①地域生活バス路線の確保に努めます。 
②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 

32,018 人 H21 32,784 人 H26 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、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。 
 

 
＜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ラジオ局等の活
用 

地域ＦＭラジオ局等での町内イベ
ント等の周知 

12 回 H22 12 回 H26 24 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、音更町、士幌町、上士幌町及び鹿追町の４町で構成する北十勝消防

事務組合に所属しています。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

日から開始します。 
◆非常備消防である音更消防団（１本部 8 分団、団員 159 名、うち女性 16 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は、現行と変わらず、今後

も消防団員の確実な確保と常備消防との連携が必要です。 
◆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 12 か所と収容避難所 30
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、避難所としての民間施設の活用などのほか、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 26 年度末現在で 69 団体（94 行政区）が組織されています。組織率は、町

内全世帯数の 60.2％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 26 年度末現在 3,783 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 847 名となっており、引き続き支援が必要な方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 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、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をはかりま
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。 

 

（２）火災予防の充実 
 

①福祉・宿泊施設、病院などの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に努め、装備品の充実強化を
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。 

④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。 

⑤災害時における体制整備をはかるため、民間や関連団体などとの連携
や協力体制の充実に努めます。 

⑥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。 

⑦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、避難行動要支援者の把握と情報提供をはかります。 

⑧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 88.9％ 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 24 人  H27 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 78.0％  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 81.7％ H26 81.7％ 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 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 

75.4％ 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 

防災協定の締結数 
災害時における協力に関する協
定の締結件数 

25 件 H20 40 件 H26 45 件 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 

４ 交通安全、防犯 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町での交通事故の発生件数は、ほぼ横ばいの状況ですが、高齢者の事故の割合が高くなっていま

す。交通安全関係団体と連携し、交通安全運動などを積極的に推進していくことが求められていま

す。 
◆犯罪の発生内容としては、車上狙いや窃盗などの軽犯罪が多発しています。犯罪のない安全・安心

な住みよい社会をつくるため、防犯協会などとともに、地域に根ざした防犯活動を展開していくこ

とが必要です。 
◆町内は帯広警察署が管轄する区域で、２交番、２駐在所が配置されています。人口の増加に伴い、

新たな交番などの設置が求められています。 
 
 

＜めざす方向＞ 
◆道路網の整備とあわせて交通安全施設の整備を進めるとともに、交通安全意識を高める啓発活動を

行い、交通事故の防止に努めます。また、犯罪のない安全・安心で明るく住み良いまちづくりを進

めます。 
◆安全・安心なまちづくりのため、交通安全関係団体や防犯関係団体などと連携して取り組みを進め

ます。 
 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）交通安全の意識

向上 
 

①交通安全意識を普及させるため、広報紙等を活用した啓発活動を進め
るとともに、保育園、学校、老人クラブなどを通じて各世代に応じた
交通安全教育を進めます。 

②一人ひとりに交通安全意識を普及させるため、交通安全関係団体と連
携して交通安全運動を展開します。 

 
（２）交通事故を防ぐ

環境づくり 
 

①交通事故発生を未然に防ぐため、信号機などの設置を関係機関に要請
するとともに、危険箇所を中心に警戒灯、回転灯、注意看板の設置な
どの交通安全対策を進めます。 

②歩行者の安全確保をはかるため、歩道の設置、段差の解消、街路灯や
防犯灯、通学路の整備などを進めます。 

 

（３）防犯対策の推進 
 

①地域ぐるみの防犯活動を促進するため、家庭、地域、関係機関・団体
との連携を深めます。 

②夜間の犯罪を防ぐため、街路灯や防犯灯の整備を進めます。 

③交番などの適正配置と体制の充実を関係機関に要請します。 
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＜目標指標＞ 

 

（１）交通安全の意識向上 

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 

「生活環境や安全・安心
について」の「交通安全
への取り組み」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） 

83.4％ H20 83.9％ H26 86.0％ H32 

 

（２）交通事故を防ぐ環境づくり 

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 

交通事故死傷者数 交通事故による年間の死傷者数 178 人 H21  169 人 H26 160 人 H32 

 
（３）防犯対策の推進 

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 

「生活環境や安全・安心
について」の「地域での防
犯対策」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） 

76.7％ H20 78.4％ H26 81.0％ H32 

刑法犯認知件数 
警察で発生を認知した、町内での
事件数（年間） 

267 件 H21 217 件 H26 200 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の道東自動車道は、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釧根圏、北網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～陸別インターチェンジ間などは当面着工しない区間とされ、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 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、延伸により交通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。このため、道央圏、釧根圏、北網圏などから

の交流人口や物流を増大させ、更なる地域活性化を推進していく方策として、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。 
◆国道 241 号（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

電柱化も行われることから、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の強化、さら

には音更町の入口としての都市景観の向上が期待されています。 
◆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。 
◆町道舗装率は、平成 26 年度現在、市街地で 93.1％、農村部で 52.5％、全体で 62.4％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。 
 

※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。 
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道路整備状況の推移 

区分 

平成10年度 平成20年度 平成26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 1,013.0 627.5 61.9 

計 1,001.9 538.1 53.7 1,041.0 626.2 60.2 1,043.8 651.6 62.4 
町道のうち市街地 228.1 205.0 89.9 251.1 232.5 92.6 255.5 237.9 93.1 
町道のうち農村部 773.8 333.1 43.0 789.9 393.7 49.8 788.3 413.7 52.5 

合計 1,174.1 709.2 60.4 1,215.8 801.0 65.9 1,218.6 826.4 67.8 
 

 
＜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（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
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。 

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道路の適切な維持管理により長寿命化に努めます。 
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※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。 

 
（４）迅速、的確な除

排雪の推進 
 

①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。 

 
 
 
＜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 278.5km H26 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 59.1 ㎞ H26 59.1km 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 68.6％ H26 75.0％ 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 78.2％ H26 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 
(38.0％) 

H21 
39,480ｍ 
(51.6％) 

Ｈ26 
52,153ｍ 
(68.2％) 

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 68.6％ H26 75.0％ 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 60.9％ H26 70.0％ 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。 

④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。 

 
 
＜目標指標＞ 

（１）河川改修の推進と維持管理 

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 

明渠排水路の整備 明渠排水路の整備延長 173,949ｍ H21 177,095ｍ H26 

 

186,245ｍ 

 

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 
３ 公園、緑地 

 
＜現状と課題＞ 
◆町内には、現在 102 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、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、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。 
※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 78.5％ H26 87.0％ 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 
４ 火葬場、霊園 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町の火葬場は、平成 25 年度に改築を完了しました。今後にも管理運営体制の充実に努めること

が必要です。 
◆霊園は、平成 21、22 年度の２か年で拡張造成を行いましたが、今後も使用状況を見て、整備計画

を立てていくことが必要です。また、当初造成した園路や排水施設などの老朽化が著しい状況にあ

ることから、施設の計画的な維持補修を行うとともに、清潔な環境を保つように努めることが必要

です。 
 
 
＜めざす方向＞ 

◆火葬場の適正な管理運営体制の充実と、霊園の施設整備や環境美化に努めます。 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）火葬場の維持管

理及び霊園の整
備、維持管理 

 

①火葬場の適正な管理運営体制の充実に努めます。 
②使用状況に応じて、霊園の拡張造成を計画的に進めます。 
③霊園の適切な施設整備と維持管理を行うとともに、環境美化に努めま
す。 

 

 
＜目標指標＞ 

（１）火葬場の維持管理及び霊園の整備、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 

霊園の総許可件数 霊園の総許可件数（累計） 2,776 件 H21 2,882 件 H26 3,066 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 
５ 住宅、宅地 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町では、平成 26 年度末現在 976 戸の町営住宅を管理しており、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・空き家情報も積極的に活用することが必要です。 
 

 ※コンパクトシティ: 人口減少、高齢化に対応するため、市街地の未利用地を積極的に活用して医療、福祉、商業など

の生活施設や居住施設などの都市機能を誘導し、郊外への開発拡大を抑制するとともに、農地や緑地の保全をはかる

まちづくりの形態です。 

 

 

＜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の整備を推進するため、既存住
宅の改修に対し助成します。 

（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。 

（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、
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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。  

（５）空き家・空き地
の有効活用 

①空き家・空き地の現状を把握し、利用可能な空き家・空き地の有効活
用をはかります。 

 
＜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 

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 

 

（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
化した公営住宅等の割合 48.5％ H21 45.3％ H26 40.0％ 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 92.7％ H26 94.9％ H32 

 
（５）空き家・空き地の有効活用 

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 

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 

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 

空き家率 
住宅・土地統計調査による空き家
率 

10.3％ H20 11.8％ H25 10.0％ H30 
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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 93％終了していますが、市街地（市街化区域 10.83 

km2）では、平成 26 年度末現在で約 58％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 26 年度末現在で市街地 2.64km2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と、調査対
象面積に対する実施面積の割合 

430.76km2 
(92.52%) 

H21 
431.98km2 

(92.80%) 
H26 

433.41km2 
(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 

2.11km2 H21 2.64km2 H26 3.32km2 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 26 年度末現在の給水人口は 38,074
人で給水区域内の普及率は 90.4％、計画人口に対する達成率は 89.6％です。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。

今後も、水道未普及地域の解消に努めることが必要です。 
◆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、計画的な更新が必要です。 
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。 
 
＜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）水道普及率の向

上 
①水道未普及地域の整備を進めます。 

②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 

①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。 

 

 

 

＜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 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 53.0％ H26 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 26 年度末現在の公共下水道普及率は 85.4%で、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 93.5%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整備が必

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。 
◆雨水管の整備率は、約 56％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では、今後も未整備部分（約 2,500 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 

 

①下水道計画区域内の汚水及び雨水整備を進めます。 
②下水道事業の運営の合理化を推進するため、施設の統合を進めます。 

（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。 

 
（５）下水道利用者へ

の啓発 
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 4,256ｍ H26 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 93.5％ 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 
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第３章 心豊かな人を育むまち 
第１節 子どもの教育 
１ 幼児教育 

 
＜現状と課題＞ 

 
◆本町には２つの私立幼稚園があり、幼児教育が行われています。また、近年、教育と保育の一元化

を目指す傾向が顕著であり、質の高い幼児期の教育や保育を受けることが望まれてきています。 
◆幼児期（３歳～５歳）の教育は、人間形成の基礎を培う大切な時期であり、保育ニーズの多様化に

応じた保育園との連携はもとより、小学校との連携、協力の強化をはかることが必要です。 
◆全ての教育の出発点である家庭教育の重要性を認識し、子どもをよりよく育てるための学習や交流

ができる場の提供を継続するとともに、地域が一体となって子育てに関する取り組みを強化するこ

とが必要です。 
 
＜めざす方向＞ 
◆幼児期における家庭の教育力向上のため、子育てに関する学習機会の提供と交流する場の充実など、

子育てを支援する取り組みに努めます。 
◆就園を希望する全ての幼児が適切な教育を受けられるよう、幼稚園整備の側面的協力に努めます。 

 
施  策 施 策 の 主 な 内 容 

（１）幼児を対象とし
た子育て支援 

 

①幼児教育に関する相談体制の充実と学習機会の提供や情報発信などに
努めます。 

②子育てサークル活動など、親子の交流促進を支援します。 
 

（２）幼稚園教育の促
進 

 
 

①幼稚園と保育園の連携、小学校との連携などを強化します。 
②保護者のニーズに応じて、認定こども園など幼児教育や保育の充実を
はかります。 

③就園を希望する幼児が適切な教育を受けられるよう、幼稚園の整備に
ついて側面的に協力します。 

④保護者の経済的負担を軽減するため、就園奨励金の助成に努めます。 
 

 
 
＜目標指標＞ 

（１）幼児を対象とした子育て支援 
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 

幼児教育に関する学習

機会 

幼児家庭教育学級の開催数(年

間) 
10 回 H21 10 回 H26 10 回 H32 

 

（２）幼稚園教育の促進 

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 

幼稚園数 町内にある私立幼稚園の数 2 園 H21 2 園 H26 2 園 H32 
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第３章 心豊かな人を育むまち 
第１節 子どもの教育 
２ 義務教育 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町には、小学校が 13 校、中学校が５校あります。 
◆子どもたちの「生きる力」を育てるため、教育機能を十分に発揮し、地域に根ざした教育に取り組

んでいます。信頼される学校づくりが求められており、学習指導要領に基づく確かな教育課程の展

開をはじめ、学校運営に関わる情報を積極的に提供するなど、保護者や地域に開かれた学校運営を

推進していくことが必要です。 
◆施設については、校舎や屋外運動場、プールなどの計画的な整備が必要です。 
 

＜めざす方向＞ 
◆確かな学力、豊かな心、健やかな体をはぐくむため、学校経営を支援する体制を整えるとともに、

保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学の連携を促進します。 
 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）教育環境の整備 
 

①施設の老朽化や児童生徒数の動向などに応じて、学校教育施設を計画
的に改修、整備します。 

②学校図書、パソコンなど教育に必要な環境整備に努めます。 
③スクールバス運行、遠距離通学費への助成を継続します。 
④教職員住宅の老朽化に伴う改修、整備を計画的に進め、居住環境の改

善に努めます。 

 

（２）義務教育内容の
充実 

 

①確かな学力をはぐくむため、学習指導要領に基づき、個に応じたきめ
細やかな指導を展開します。また、ティーム・ティーチング※や、少
人数による教育を推進します。 

②一人ひとりの良さを伸ばす教育、創意工夫を生かした特色ある教育の
実践を支援します。 

③豊かな心をはぐくむため、道徳の授業を要とした道徳教育の充実をは
かります。 

④時代の変化に対応した教育を行うため、環境やエネルギー問題、国際
化、情報化などに対応した教育を進めます。 

⑤健やかな体をはぐくむため、食育※の観点から学校給食の充実に努め
ます。 

⑥いじめ、不登校、暴力行為などの未然防止・早期発見に努め、またそ
れを解決するため、相談体制を充実させます。 

⑦保護者や地域に開かれた学校運営をめざし、「学校評議員制度※」を継
続して実施し、情報を積極的に発信していきます。 

⑧教職員の資質・能力向上に資する研修事業を支援します。 
⑨必要に応じて、学校教材備品を整備します。 
⑩保護者の経済的負担を軽減するため、就学援助費の助成に努めます。 

⑪保護者の多様な希望に応えるため、「小規模特認校制度※」を継続して

実施します。 

※ティーム・ティーチング：授業場面において、２人以上の教員が連携・協力して、

指導する形態です。 
※食育：健全な食生活、食文化の継承などを目的に、自らの食について考える習慣
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や食に関する知識、食を選択する力などを身に付けるために行う教育のことです。 

※学校評議員制度：保護者や地域住民の代表が学校評議員となり、学校の教育運営

について意見を述べる制度です。  
※小規模特認校制度：自然環境に恵まれた小規模校での少人数学級を望み、自然に

触れ、豊かな心とたくましい身体を育てたいという保護者の希望により、通学区域

以外からの転入学を認める制度です。 

 
（３）特別支援教育の

充実 
 

①特別支援学級、通級指導学級における児童生徒一人ひとりの実態に応
じた教育を行うため、個別の指導計画、個別の教育支援計画を作成し
ます。 

②障がいのある児童生徒が将来自立した社会生活ができるよう、適正な
教育を行います。 

③教育機器、訓練機器の整備、充実をはかります。 

 
 
 
＜目標指標＞ 

 

（１）教育環境の整備 

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 

「教育・スポーツ・文化・国
際交流などについて」の
「小・中学校の教育環境」
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） 

80.0％ H20 82.9％ H26 83.0％ H32 

 

（２）義務教育内容の充実 

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 

「教育・スポーツ・文化・国
際交流などについて」の
「小・中学校の教育環境」
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） 

80.0％ H20 82.9％ H26 83.0％ H32 

 

（３）特別支援教育の充実 

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 

「教育・スポーツ・文化・国
際交流などについて」の
「障害のある児童などの
教育環境」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） 

80.6％ H20 82.6％ H26 83.0％ H32 
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第３章 心豊かな人を育むまち 
第１節 子どもの教育 
３ 高校教育、高等教育 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町には、北海道音更高等学校（以下、「音更高等学校」という）と私立の帯広大谷短期大学があ

ります。 
◆音更高等学校は、平成 11 年に校舎の改築および農業教育施設の整備が行われ、生涯学習の推進な

ど地域社会と連携した教育活動が展開されています。 
平成 27 年より昼間定時制農業科の募集を停止し、普通科単位制へ移行をしており、町内の高校進

学者の希望を満たすため、現状の間口維持を引き続き要請していくことが必要です。 
◆帯広大谷短期大学は、平成 11 年より男女共学となり、また、地域文化振興の担い手として地域社

会と連携した生涯学習の推進などに取り組んでいます。平成 22 年には本町と包括連携協定を締結

し、まちづくりにおけるパートナーとして、各種計画の策定や調査事業などを協働で実施していま

す。さらに、地域の高等教育機関として町内・地域・地域外の自治体や各種団体、教育機関との連

携を深めるなど、さまざまな取り組みを開始しています。将来構想としての４年制大学化について

は、現段階でも具体的な進展がない状況にありますが、長期的には重要な検討課題としています。

今後も地域社会と連携した地域文化振興をはじめ、食分野での6次産業化における取り組み支援や、

人づくりを通じた地域活性化、さらには国際化や高齢社会に対応した指導的役割を担う拠点として

の充実が求められています。 
◆少子化に伴う学生数の減少は、高等教育機関の運営などに影響を与えることが懸念されています。

高等教育機関は、教育、研究を通じて、人材の育成、学習機会の提供、地域産業の振興など、地域

の知的拠点として大きな役割を果たすことが期待されており、産学官の推進はもとより地域文化の

振興をはかるためにも整備、拡充が必要です。 
 
 
＜めざす方向＞ 
◆高校教育については、地域に根ざした特色ある高校づくりを進めるように支援します。 
◆高等教育については、地域の知的拠点となるよう、地域社会との連携と交流をさらに深めます。 

 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）高校教育の継続

に向けた支援 
 

①地域活力の向上及び特色ある高校づくりのため、音更高等学校の間口
維持、施設整備の充実などを関係機関に要請します。 

②経済的な理由によって就学が困難な高校生の就学を支援するため、町
の奨学金制度を継続します。 

 

（２）高校教育、高等
教育の充実 

 
 

①地域に開かれた高校や大学をめざし、町民を対象とした各種開放講座
等の開催などを協働で進めます。 

②高等教育の充実をめざし、帯広畜産大学、帯広大谷短期大学、北海道
立農業大学校の施設や機能などの整備、充実を関係機関に要請します。 

③本町の教育力向上のため、音更高等学校と帯広大谷短期大学との教育
連携を進め、町としての協力体制を充実させます。 
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＜目標指標＞ 

 

（１）高校教育の継続に向けた支援 
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 

音更高等学校間口数 普通科の間口数 4 間口 H21 4 間口 H26 4 間口 H32 

 

 

（２）高校教育、高等教育の充実 

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 

共同・連携生涯学習講座
の開催数 

ＯＯＪＣオープンカレッジ、高校開
放講座※などの開催数（年間） 
※OOJC オープンカレッジ、高
校開放講座：音更町と帯広大谷
短期大学、音更高等学校との共
催による生涯学習プログラムで
す。 

135 回 H21 164 回 H26 170 回 H32 
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第３章 心豊かな人を育むまち 
第１節 子どもの教育 
４ 青少年健全育成 

 
＜現状と課題＞ 
◆青少年を取り巻く環境が大きく変化するなか、本町は、家庭、学校、地域が連携しながら、体験学

習、社会参加活動、子ども会や少年団をはじめとする各種少年団体活動などを通じて、青少年の健

全育成と子どもの居場所づくりに取り組んでいます。 
◆青少年を取り巻く現在の社会・生活環境は、必ずしも恵まれたものとは言えず、物質的な豊かさや

生活面での便利さが増した反面、人間関係が希薄化し、非行への誘惑など青少年の健全育成に好ま

しくない状況もあります。 
◆青少年を心身ともに健やかに育むためには、近年、社会的な問題となっている家庭や地域の教育力

の低下に対応することが重要であり、家庭、学校、地域との連携を強化しながらそれぞれが特色を

発揮し、協働によるより良い環境づくりを進めることが必要です。 
 
＜めざす方向＞ 
◆自主、自立の気概にあふれ、規範意識が高く、豊かな思いやりの心と夢を持った青少年を育てるた

めに、家庭、学校、地域との連携を深めながら、地域ぐるみで青少年の健全育成に努めます。 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）青少年育成の推

進体制、環境づ
くり 

 

①地域ぐるみでの青少年の健全育成をめざし、広報活動を通じて町民の
積極的な協力を促進します。 

②家庭教育に関する意識啓発や情報提供に努め、相談体制を充実させま
す。 

③家庭、学校、地域との連携を深め、地域の青少年育成組織の充実をは
かります。 

④有害図書・広告の追放など社会環境の浄化に努めます。 
⑤青少年の非行を防止するため、通報・相談体制の充実をはかります。 
⑥青少年等の集団研修施設など、関連施設の計画的な改修を進めます。 

（２）青少年の社会参
加の促進 

 

①体験学習への参加を促進します。 
②親子で参加できる活動として、ボランティア活動や地域清掃活動など
への積極的な参加を進めます。 

③青少年が活動する団体や組織を支援するとともに、少子化に対応した
組織の編成を検討します。 
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＜目標指標＞ 

（１）青少年育成の推進体制、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 

「教育・スポーツ・文化・国
際交流などについて」の
「青少年の健全育成」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） 

83.6％ H20 84.4％ H26 85.0％ H32 

 
 
（２）青少年の社会参加の促進 

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 

青少年教育事業の参加
者数 

青少年教育事業の参加者数（年
間） 

695 人 H21 699 人 H26 750 人 H32 
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第３章 心豊かな人を育むまち 
第２節 生涯学習 
１ 生涯学習の体制づくり 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町は、町民が生涯を通して自由に学習機会を選択し、学び、その成果が適正に評価される環境を

つくるため、社会教育を中心に他の分野も含めて、生涯学習に関連する情報提供や学習機会の提供、

町民の主体的な活動の支援などを行っています。また、生涯学習の場として利用している施設の利

便性の向上や指導者の発掘、養成などに努めています。 
◆今後さらに生涯学習社会づくりを進めていくには、町民と町の連携・協力体制をより一層深め、「生

涯学習によるまちづくり」を総合的に進めていくことが課題となっています。関係機関との連携を

深め、多様化する町民の生涯学習に対するニーズの把握に努めながら、地域の特性を活かした生涯

学習社会の環境整備を進めていくことが必要です。 
 
 
＜めざす方向＞ 
◆各関係機関・団体との連携により学習環境の整備に努めるとともに、町民協働の「生涯学習による

まちづくり」を進め、町民が生涯にわたり、いつでも、どこでも、誰でも自由に学習機会を選択し、

学び、その成果が適正に評価され、活かすことができる生涯学習社会の実現をめざします。 
 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）推進体制、人材

の確保 
 

①庁内各課や関連団体、町民の参加による生涯学習推進体制を充実させ
ます。 

②生涯学習指導者等の養成とリーダーバンク制度※の充実に努め、登録
者の活用、拡大をはかります。 

③専門的知識や経験、資格を持つ人材を発掘し、生涯学習の指導・サポ
ート体制を充実させます。 

④より多様なテーマで学べるよう、民間の社会教育事業と連携し、学習
機会の提供に努めます。 

※リーダーバンク制度：芸術・一般教養・スポーツ・レクリエーションなど生涯学

習活動の指導者等を登録し、団体・サークルなどの求めに応じて紹介する制度のこ

とです。 
（２）情報の提供、相

談の充実 
 

①生涯学習に関わる学習情報を広く周知し、学習機会の提供に努めます。 
②生涯学習への理解や参加を促進するため、相談体制の充実をはかりま
す。 

③関係機関との連携を深め、共有する情報の活用に努めます。 
 

（３）施設の活用、連
携 

 

①生涯学習の活動拠点として、生涯学習のセンター機能の整備、充実に
努めます。 

②生涯学習関連施設以外の施設も、生涯学習の場として有効活用します。 
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＜目標指標＞ 

（１）推進体制、人材の確保 
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 

「教育・スポーツ・文化・国
際交流などについて」の
「生涯学習の情報や機会
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） 

84.4％ H20 85.3％ H26 87.0％ H32 

リーダーバンクの登録者
数 

指導者のリンダ―バンクへの登
録者数（累計） 

78 件 H21 82 件 H26 100 件 H32 

   
（２）情報の提供、相談の充実 

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 

共同・連携生涯学習講座
の参加者数 

ＯＯＪＣオープンカレッジ、高校開
放講座※などの参加者数（年間） 
※OOJC オープンカレッジ、高
校開放講座：音更町と帯広大谷
短期大学、音更高等学校との共
催による生涯学習プログラムで
す。 

1,895 人 H21 1,598 人 H26 1,900 人 H32 

生涯学習フェスティバル
の参加者数 

生涯学習フェスティバルの参加者
数 

3,480 人 H21 2,450 人 H26 2,800 人 H32 

 
（３）施設の活用、連携 

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 

公民館の利用者数 公民館の年間利用者数 7,026 人 H21 5,932 人 H26 7,500 人 H32 

集団研修施設の利用者
数 

集団研修施設の年間利用者数 7,662 人 H21 7,628 人 H26 8,000 人 H32 
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第３章 心豊かな人を育むまち 
第２節 生涯学習 
２ 社会教育 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町は、「社会教育中期計画」に基づき、各世代で求められている学習ニーズに応える学習機会の

提供、活動の支援に努めています。また、広報活動や関係機関・団体などへの資料配布による情報

提供に努めるとともに、生涯学習リーダーバンクの活用、職員の各種研修会への派遣、各種団体指

導者の研修参加の奨励などにより、指導体制の資質向上に努めています。 
◆今後も、生涯学習社会の観点から、有志指導者を含めた指導体制や教育内容を充実させるとともに、

学習情報の提供、相談体制の整備、既存施設の機能充実などを進めていくことが必要です。 
 
＜めざす方向＞ 
◆生涯学習の観点から、地域に根ざした社会教育を計画的に進めるため、学習ニーズをふまえながら

推進体制や関連施設を充実させるとともに、町民の社会教育活動を促進します。 
 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）学習機会の拡充、

活動の支援 
 

①青少年のたくましい精神と身体の育成をはかるため、子どもの居場所
づくり、主体的な学習や活動を支援します。 

②成人の生きがいづくり、心の豊かさや充実感を求める学習ニーズなど
に対応するため、成人教育に関する学習活動を促進します。 

③青少年の健全育成や親の教育を充実させるため、家庭教育に関する学
習活動を促進します。 

④高齢者をはじめ町民が地域社会に貢献する場面を増やすため、世代間
交流や社会参加活動を促進します。 

⑤町民の学習ニーズをふまえながら、充実した学習機会を設定します。 
⑥郷土の歴史を学ぶため、郷土資料室など生涯学習関連施設の利活用を
促進するとともに、豊かな郷土愛を育むための取り組みを進めます。 

⑦町内の各団体やサークルへの参加を促すとともに、自主的な活動を支
援します。 

 
（２）図書館の充実 
 

①学習情報を適切に提供できるように整備を進めるとともに、学習相談
体制の充実をはかります。 

②図書館活動の拡充に積極的に取り組み、蔵書の整備を計画的に進めま
す。 
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＜目標指標＞ 

（１）学習機会の拡充、活動の支援 
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 

郷土資料室の利用者数 郷土資料室の年間利用者数 450 人 H21 385 人 H26 700 人 H32 

社会教育事業の参加者
数 

幼児家庭教育学級、高齢者学
級、生涯学習講座などの参加者
数（年間） 

946 人 H21 697 人 H26 1,000 人 H32 

 
（２）図書館の充実 

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 

図書館利用者数 図書の貸出延べ人数（年間） 65,212 人 H21 56,513 人 H26 60,000 人 H32 

年間一人当たり貸出冊数 町民一人当たり貸出冊数（年間） 6.4 冊 H21 5.9 冊 H26 6.2 冊 H32 

図書館蔵書冊数 本館・分館を合わせた蔵書冊数 172,115 冊 H21 197,977 冊 H26 210,000 冊 H32 
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第３章 心豊かな人を育むまち 
第２節 生涯学習 
３ スポーツ 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町は、生涯スポーツの観点から、誰もが気軽にスポーツに参加できる機会を拡充し、心身ともに

健康で充実した生活を営むため、野球場、総合体育館、温水プール、パークゴルフ場などスポーツ

施設の整備、充実と、子どもから高齢者までを対象とした各種スポーツ活動の推進に取り組んでい

ます。 
◆スポーツ活動への参加意欲が高まるにつれ、活動施設や活動内容へのニーズも、多様化、高度化し

ており、これらに対応したスポーツ活動の機会の充実や施設を有効に使うための環境整備が必要で

す。 
◆本町にあるスポーツ施設のうち、温水プール、総合体育館、武道館については、指定管理者制度に

よる民間委託で施設運営を行っています。 
◆スポーツ施設の整備については、「スポーツ施設整備計画」に沿って、計画的に整備を進めていく

ことが必要です。 
 
 
＜めざす方向＞ 
◆気軽に参加できるスポーツ活動機会の拡充とスポーツ環境の充実、指導者の育成に努め、町民の健

康づくりを進めます。 
 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）スポーツ活動の

促進 
 

①スポーツによる個々の年代、体力に沿った健康づくりをめざし、スポ
ーツ活動の普及に努めます。 

②各種大会に参加する際に、必要な支援を行います。 
③スポーツ活動を促進するため、各種団体やサークルを支援し、情報の
収集、提供と指導体制の充実に努めます。 

④気軽に楽しめるスポーツを取り入れ、普及させます。 
⑤スポーツ活動の推進体制をより一層充実させるため、体育協会との連
携を深め事業を進めます。 

 
（２）利用しやすいス

ポーツ活動の場
づくり 

 

①スポーツ施設の整備、維持管理を計画的に進めます。 
②スポーツ関連施設以外でも、スポーツ活動に利用できる施設について
は、有効活用をはかります。 
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＜目標指標＞ 

（１）スポーツ活動の促進 

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 

「教育・スポーツ・文化・国
際交流などについて」の
「スポーツ活動の推進」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） 

85.5％ H20 84.1％ H26 
 

87.0％ 
 

H32 

スポーツ教室・大会の参
加者数 

各種スポーツ教室、大会の参加
者数（年間） 

40，096 人 H21 52,754 人 H26 52,754 人 H32 

 
（２）利用しやすいスポーツ活動の場づくり 

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 

「教育・スポーツ・文化・国
際交流などについて」の
「スポーツ施設の充実」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） 

81.1％ H20 80.5％ H26 83.0％ H32 

スポーツ活動利用者数 
スポーツ活動の施設年間利用者
数 

295,390 人 H21  314,821 人 H26 314,821 人 H32 
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第３章 心豊かな人を育むまち 
第２節 生涯学習 
４ 芸術、文化 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町は、優れた芸術文化を鑑賞する機会や、芸術文化活動に参加する機会などを充実させるため、

関係団体との連携のもと、地域に根ざしたさまざまな事業を展開しています。今後も、多様化する

町民ニーズに対応し、芸術文化を鑑賞する機会などを提供していくことが必要です。 
◆文化協会や文化事業協会など文化団体との連携を深め、町民の文化活動の発表の場づくりなどを行

うとともに、文化団体の育成や活動の充実に努めています。今後も、町民が自主的に文化活動に参

加しやすい環境を整備し、参加意欲を高めていくとともに、優れた指導者の確保や活動の場となる

施設の充実により、活動を促進していくことが必要です。 
◆「十勝駒踊」「東士狩獅子舞」「矢部獅子舞」の 3 件の郷土芸能と、構造土である「十勝坊主」を町

指定文化財として指定し、保存や伝承に努めているほか、町内の史跡に標柱などを設置し、保護、

保全に努めています。今後も、これらの保存、活用をはかるとともに、「音更音頭」「音更駒太鼓」

「十勝川平原太鼓」を含めた郷土芸能保存団体などの後継者を育成、支援し、豊かな郷土愛を育ん

でいくことが必要です。 
 
 
＜めざす方向＞ 
◆個性豊かで新しい地域文化を創造し、町民が主体的に文化活動に関わることができる環境づくりや、

その活動支援に努めます。 
◆文化財や郷土芸能を保護し、保存団体の育成をはかるとともに、文化財などに親しむ機会を提供し、

保存、伝承に努めます。 
 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）芸術文化活動の

促進 
 

①町民に優れた芸術文化の鑑賞機会を提供します。 
②文化協会や文化事業協会などの芸術文化活動団体と連携・協力し、芸
術文化の普及と文化事業や活動内容の充実に努めます。 

③芸術文化活動団体やサークルの活動を支援し、人材の育成に努めます。 
④芸術文化大会に参加する際に、必要な支援を行います。 

 
（２）文化センターの

施設整備・利用
促進 

①文化センターの施設整備や維持管理を適切に行い、利用者サービスの
向上と利用促進をはかります。 

（３）文化財などの保
護、活用 

 

①町指定文化財や町内の史跡などの保護保存に努めるとともに、その積
極的な活用をはかります。 

②収集した資料を整理保存し、展示などを通じて活用します。 
③郷土芸能を継承し、後世に伝えていくため、保存団体の育成、支援に
努めます。 
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＜目標指標＞ 

（１）芸術文化活動の促進 
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 

「教育・スポーツ・文化・国
際交流などについて」の
「芸術文化活動の促進」
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） 

86.4％ H20 85.2％ H26 87.0％ H32 

文化・芸術事業の参加者
数 

芸術鑑賞や文化祭などの参加人
数（年間） 

15,816 人 
H17～
H21 

(平均) 
14,210 人 H26 16,000 人 H32 

 
 
（２）文化センターの施設整備・利用促進 

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 

「教育・スポーツ・文化・国
際交流などについて」の
「芸術文化施設の充実」
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 84.7％ H26 87.0％ H32 

文化センター利用者数 
文化センターの年間延べ利用者
数 

85,974 人 H21 70,044 人 H26 80,000 人 H32 

 
 
（３）文化財などの保護、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 

「教育・スポーツ・文化・国
際交流などについて」の
「文化財や史跡の伝承保
存」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） 

84.8％ H20 85.2％ H26 86.0％ H32 
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第４章 いつまでも健やかに、安心して暮らせるまち 
第１節 心身の健康 
１ 保健 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町には、保健事業推進のための拠点である保健センターがあり、健康づくりを支援する施設とし

て多くの町民に利用されています。 
◆急速に進む少子高齢化など保健、医療を取り巻く環境が大きく変化するなか、町民の健康を守るた

め、健康診査、健康教育、健康相談、家庭訪問、予防接種などの各種保健事業を進めています。 
◆少子化に対応した母子保健活動や、健康で自立した高齢者の健康の維持増進などが求められており、

健（検）診の充実と受診率の向上による早期発見、早期治療、生活習慣病などの予防に努めていく

ことが必要です。 
◆各種教室の開催や健康に関する個別の相談、教育、指導業務などを通じて、町民一人ひとりが積極

的に健康づくりに取り組むことの大切さを普及啓発していくことが求められています。 
 
 
＜めざす方向＞ 
◆健康寿命の延伸をはかるため、各種健（検）診の充実など病気の予防・早期発見に努めるとともに、

町民一人ひとりが健康づくりの重要性を意識し、生涯にわたって健康を維持増進できる施策を進め

ます。 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）健康に対する意

識づくり、情報
の共有 

 

①健康づくりの重要性を意識啓発するため、情報提供や学習機会の充実、
健康づくり活動の促進に努めます。 

②自主的な健康づくりを支援するため、健康手帳の利用促進や健康づく
りに関する物品貸与、情報提供などを行います。 

③町民一人ひとりの健康に関する情報を一元化し、健康づくりに役立て
ることができるようにします。 

 
（２）母子保健の充実 
 

①妊娠、出産、育児に関する各種健診・教室や予防接種などを行い、指
導を充実させます。 

②妊娠、出産、育児の不安や悩みについて気軽に相談ができるよう、相
談窓口を充実させます。 

③母子（父子）の心身に関する悩みを解決するため、心の健康教育やカ
ウンセリングなどを充実させます。 

④発達につまずきのある子どもが能力を発揮して生活ができるよう関連
機関と連携し、遊びや交流を通した施策を進めます。 

 

（３）成人保健の充実 
 

①個別健診（検診）、集団健診（検診）の充実に努めるとともに、受診し
やすい体制づくりに努めます。 

②健康に関する知識の普及や健康相談、健康指導体制の充実をはかりま
す。 

③疾病を持ち生活する人の健康相談や生活指導をします。 
④保健所、福祉・医療機関との連携をはかり、心の健康づくりに努めま
す。 
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＜目標指標＞ 

（１）健康に対する意識づくり、情報の共有 

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 

「保健・医療・福祉につい
て」の「健康づくりや病気
の予防」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） 

85.8％ H20 86.3％ H26 86.5％ H32 

 

（２）母子保健の充実 

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 

乳幼児健診の受診率 
各乳幼児健診の年間の受診率
（各健診の平均受診率） 

95.9％ H21 98.0％ H26 100.0％ H32 

予防接種の接種率 各種予防接種全体の平均接種率 79.8％ H21 94.6％ H26 95.0％ H32 

 

（３）成人保健の充実 

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 

肺がん検診の受診率 
がん死亡順位第１位である肺が
ん検診の受診率 

12.2％ H21 22.9％ H25 25.0％ H32 

子宮頸がん検診の受診
率 

検診で死亡者を減らすことのでき
る、子宮頸がん検診の個別検診、
集団検診の受診率 

31.0％ H21 46.0％ H25 50.0％ H32 

健康相談利用者数 
各種健康相談を利用した人数（年
間） 

719 人 H21 436 人 H26 450 人 H32 

特定保健指導の実施率 
健診データに基づいた健康に関
する知識の普及 

12.3％ H21 33.3％ H25 60.0％ H32 
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第４章 いつまでも健やかに、安心して暮らせるまち 
第１節 心身の健康 
２ 医療 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町には、道立を含む病院・診療所 18 施設と歯科診療所 17 施設の医療機関があります。夜間の救

急医療機関として町内や帯広市内に救急告示病院※があるほか、救命救急医療については、帯広市

内の高度医療機器を備えた医療機関を利用しています。 
◆少子高齢化社会となり、医療に対する町民ニーズも多様化するなか、町民がいつでも安心して医療

サービスが受けられるように医療機関相互の連携と機能分担、さらには、保健、医療、福祉の連携

強化などが必要です。 
 

※救急告示病院：消防法の規定に基づき、救急隊による救急搬送を受け入れるための医療機関のことで、都道府県

知事が告示・指定している医療機関です。 

 
 
＜めざす方向＞ 
◆いつでも適切な医療が受けられ、健康な生活を送ることができるよう、医療機関との連携を密にし、

地域に根ざした医療供給体制の充実に努めます。 
 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）町内の医療体制

の充実 
 

①安心して医療を受けられるよう、町と医療機関の連携を深め、医療体
制の充実に努めます。 

 
（２）広域的な救命救

急医療体制など
の充実 

 

①高度医療分野については、帯広市内の救命救急医療機関との連携強化
をはかりながら、救命救急医療体制などの充実に努めます。 

 

 
 
＜目標指標＞ 

（１）町内の医療体制の充実 
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 

「保健・医療・福祉につい
て」の「病院・診療所など
の医療環境」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） 

81.8％ H20 78.0％ H26 81.8％ H32 

 

（２）広域的な救命救急医療体制などの充実 

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 

初期救急医療の対応可
能日数 

夜間の初期救急患者の診療を行
う医療機関（夜間急病センターお
よび在宅当番医）の１年間におけ
る当番日数 

365 日 H21 365 日 H26 365 日 H32 
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第４章 いつまでも健やかに、安心して暮らせるまち 
第１節 心身の健康 
３ 社会保障 

 
＜現状と課題＞ 
◆国民健康保険制度については、国民皆保険の中核を担う制度として市町村が保険者となり運営して

います。近年、高齢化の進展や疾病構造の変化などによる医療費の増加に加え社会経済の低迷など

に伴い、低所得者の加入が多い国民健康保険にとっては財政運営が極めて厳しい状況となっており、

平成 30 年度から都道府県を財政運営の主体とする大きな制度改正が行われます。今後、都道府県

と市町村の役割分担など具体的な制度設計が行われますが、国保財政の健全化には、保健事業の推

進等による医療費適正化及び国保税の収納率向上等の対策が必要です。 
◆高齢者の医療制度については、平成 20 年度から後期高齢者医療制度が始まりました。この制度は、

都道府県を単位とする後期高齢者医療広域連合が運営しています。制度については着実に定着して

いますが、今後も年齢到達による新たな加入者が増え続けることから、制度全般について広く周知

することが必要です。 
◆介護保険制度については、在宅サービスを中心にサービス利用は増大し、介護保険は老後の安心を

支えるしくみとして定着してきました。本町では、今後も認知症やひとり暮らしの高齢者の増加が

見込まれ、介護に対するニーズはますます高まると考えられており、多様化する介護ニーズへの対

応と増加が続く給付費に対して、保険料の負担抑制と介護人材の育成・確保が課題となっています。

このことから、平成 27 年度より介護福祉関係の人材育成を目的として、帯広大谷短期大学と連携

して、社会福祉科介護福祉専攻へ進学する学生への就学サポートを行う「ふるさと介護福祉士育成

支援事業」に取り組んでいます。 
◆国民年金制度については、平成 22 年 1 月から日本年金機構が年金事業を運営しており、本町では、

各種届出書の受付と相談業務を行っています。年金は町民の生活とも密接に結びついており、年金

受給者が年々増加するなか、一番身近にある相談窓口として町の役割は重要になっています。今後

も関係機関と連携し、国民年金制度の重要性を広く周知するとともに、町民が年金受給権を確保で

きるように努めていくことが必要です。 
◆国内景気や雇用情勢の悪化などから生活保護世帯が全国的に増加しており、本町でもその傾向が見

られます。このため、要保護者に対して適切な支援を行うには、関係機関との連携に努めることが

必要です。 
 
 

＜めざす方向＞ 
◆国民健康保険事業の健全な運営のため、医療費の適正化と国民健康保険税の適正賦課を進めるとと

もに、保健事業を通じて、町民の予防意識の向上と、健康づくりを促進し、医療費の抑制に努めま

す。 
◆後期高齢者医療制度の加入者が増え続ける中で、あらゆる機会を通じた広報を実施し、制度の周知

徹底に努めます。 
◆高齢者が、介護の必要な状態になったとしても、人間としての尊厳を保持し、能力に応じて自立し

た生活を営むことができるように支援するとともに、受け皿となる介護人材の育成に努めます。 
◆町民個々の受給権を確保するため、国民年金制度に対する理解を求め、これからの少子高齢化社会

に対応できるよう、無年金者の解消に努めます。また、年金記録問題の解決に向け、各関係機関と

の協力、連携に努めます。 
◆生活保護世帯の自立を支援するために、民生児童委員と協力して多様な相談やニーズに応じた助言

を行うとともに、関係機関との連携に努めます。 
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施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）国民健康保険事

業の財政運営の
健全化 

 

①収納率の向上をめざし、広報などにより国民健康保険制度への理解を
求めます。 

②医療費の伸びの抑制をはかるため、疾病予防や健康づくりの意識を高
めます。 

③医療費通知やレセプト※点検を通じて医療費の適正化をはかります。 
※レセプト：病院で診察を受けた際、患者の自己負担分以外の料金（医療保険負担

分の料金）を保険者に請求するための書類で、診療報酬明細書ともいいます。 
 

（２）後期高齢者医療
制度の周知 

 

①後期高齢者医療制度について、さまざまな機会を通じて周知に努めま
す。 

 
（３）介護保険事業の

推進 
 

①介護保険制度の周知をはかるため、啓発活動を進めます。 
②地域に密着した介護サービスが提供できるよう、官民協働により基盤
整備を進めます。 

③適正な介護保険料の設定と収納率の向上に努めます。 
④受益と負担のあり方を調査審議し、安心して介護サービスが利用でき
るように制度の円滑な運営に努めるとともに、町民参加を進めます。 

⑤介護保険に関する相談・苦情窓口を充実させます。 
⑥関係機関と連携し、介護人材の育成などの支援を行うとともに、介護
サービスの質の確保と安定的な介護サービスの提供に努めます。 

 

（４）国民年金事業の
推進 

 

①国民年金制度に対する理解を深め、加入と保険料の納入を促進するた
め、さまざまな機会を通じて周知に努めます。 

②関係機関との連携を深め、年金加入者や年金受給者に対して、それぞ
れの実情にあわせた指導・相談業務の充実に努めます。 

 
（５）生活保護が必要

な世帯の支援 
①被保護者の自立を支援するため、民生児童委員などと協力して適切な
相談と助言に努めます。 

②要保護者の実情の把握に努め、生活保護が適切に受けられるよう、関
係機関との連携に努めます。 
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＜目標指標＞ 

（１）国民健康保険事業の財政運営の健全化 

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 

特定健康診査受診率 
国民健康保険事業における特定

健康診査の受診率 
19.8％ H21 26.8％ H25 60.0％ H32 

国民健康保険税の収納

率 
国民健康保険税の現年度収納率 92.6％ H20 93.2％ H26 94.0％ H32 

                               
 

（２）後期高齢者医療制度の周知 

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 

広報紙の掲載回数 
後期高齢者医療制度の周知のた

めの広報紙での記事掲載回数 
5 回 H22 5 回 H26 5 回 H32 

                               
 
（３）介護保険事業の推進 

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 

要介護認定者の介護サ

ービス利用率 

要支援、要介護認定者のうち、介

護サービスを利用している人の割

合 

77.1％ H21 79.9％ H26 80.8％ H32 

介護相談員派遣事業の

面談数 

介護相談員が介護サービス利用

者と面談し、利用の状況を直接把

握した数。（H25 年度開始） 

－ － 258 件 H26 430 件 H32 

地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護

の施設整備件数 

定員２９人以下の特別養護老人

ホームの施設整備件数 － － 1 か所 H26 2 か所 H32 

特定施設入居者生活介

護の施設整備件数 

定員３０人の特定施設の整備件

数 
－ － 2 か所 H26 3 か所 H32 

 
（４）国民年金事業の推進 

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 

広報紙の掲載回数 
国民年金制度の周知のための広

報紙での記事掲載回数 
2 回 H22 5 回 H26 5 回 H32 

                              
（５）生活保護が必要な世帯の支援 

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 

被保護者の相談支援数 福祉係で受付した相談支援件数 158 件 H22 72 件 H26 70 件 H32 
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第４章 いつまでも健やかに、安心して暮らせるまち 
第２節 社会福祉 
１ 地域福祉 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町は、社会福祉協議会、民生児童委員、町内会、ボランティア団体などにより、地域の実情に沿

って福祉活動が展開されています。 
◆近年、人口の増加や生活形態の多様化により、近所付き合いをはじめとする町民同士の結びつきは

弱まっています。その一方で、子育て支援や高齢者の見守りなど、地域住民と社会福祉関係者がお

互いに協力し地域の福祉課題の解決に取り組む“地域福祉”の重要性が高まっています。地域福祉

を進めるには、町内会活動やコミュニティ活動など、既存の地域活動を活性化させるとともに、社

会福祉協議会を中心に地域福祉活動を拡充していくことが必要です。 
 

 
＜めざす方向＞ 

◆町民一人ひとりが地域の現状を知り、誰もが地域で安心して暮らせる地域福祉活動を進めます。 
 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）地域福祉を推進

する体制・環境
づくり 

 

①少子高齢化に対応できるよう、社会福祉協議会や民生児童委員協議会、
民間福祉団体の機能充実を支援します。 

②町民と町との協働で地域福祉を進めるため、地域ネットワークシステ
ムづくりを進めます。 

③高まるボランティアへのニーズに対応できるよう、ボランティアセン
ター機能の充実をはかります。 

④ボランティア団体の育成や人材の発掘に努めます。 
⑤年齢や障がいにかかわらず生活しやすいまちにするため、ユニバーサ
ルデザイン※の普及をはかります。 

⑥成年後見制度の利用支援と日常生活自立支援事業を進めるため、社会
福祉協議会と連携して、成年後見サポートセンターを開設します。 

※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。 

 
＜目標指標＞ 

（１）地域福祉を推進する体制・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 

「生活環境や安全・安心
について」の「町民ボラン
ティア活動の育成・支援」
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） 

81.0％ H20 82.2％ H26 84.0％ H32 

福祉ボランティア登録数 
ボランティアセンター（音更町社会
福祉協議会内）に登録するボラン
ティア数 

43 人 H21 67 人 H26 80 人 H32 

福祉ボランティア団体登
録数 

ボランティアセンター（音更町社会
福祉協議会内）に登録するボラン
ティア団体数 

32 団体 H21 27 団体 H26 35 団体 H32 
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第４章 いつまでも健やかに、安心して暮らせるまち 
第２節 社会福祉 
２ 子ども福祉 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町には、認可保育園が９か所（町立３、私立６）、へき地保育所が７か所あり、就業形態の変化

や多様化する保育ニーズに対応するため、延長保育事業、一時保育事業や病後児保育事業などの各

種保育サービスを実施しております。また、平成２７年度から子ども・子育て支援新制度が施行さ

れたことに伴い、新たに小規模保育事業所２か所を認可するとともに、平成２８年度には、認定こ

ども園が開設される予定です。そうした状況の中で、新制度の下での保育園等の在り方について、

総合的に検討することが必要です。 
◆子育て支援センターは、３か所で開設しています。また、子育てサポート事業などを実施し、子育

て支援の充実に努めています。 
◆放課後児童対策として、学童保育所８か所を設置し、利用児童の増加に対応するため施設を増築す

るとともに学童保育所の運営委託を進めるなど、留守家庭児童の健全育成に努めています。 
◆子ども発達支援センターでは、心身に障がいのある子どもに対し、個別・集団療育指導を行い、日

常社会生活への適応訓練と家族に対して必要な助言、援助を行っています。また、子どもの発達が

気になる、心配がある場合などの相談業務を行っているほか、保護者の相談に応じて、子育てや子

どもとの関わり方についてのより良い方法を考え、それに伴う支援や関係機関との連携をサポート

しています。 
◆子どもへの虐待が社会問題となっているなか、本町でも、子どもが健やかに成長する権利が保障さ

れるように児童虐待の予防や早期発見、早期解決を図るため、関係行政機関や民間団体と連携した

支援体制の充実が必要です。 
 
 
＜めざす方向＞ 
◆生きる力の基礎を身につけ、感性豊かで、人の心や立場を気遣う、次代の頼もしい担い手に成長す

るよう、子どもたちの年齢や個性に応じた保育に努めます。 
◆乳幼児の医療費を助成することにより、病気の早期診断と早期治療を促進し、乳幼児の健康の保持

と福祉の増進に努めます。 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）子育て支援拠点

の充実 
①子育て支援センターの機能充実をはかるとともに、保育環境の整備を
進めます。 

 
（２）保育サービスの

充実 
 

①老朽化や入所児童数に応じて、保育園の計画的な施設整備を進めます。 
②へき地保育所の計画的な施設整備のほか、適切な運営方法を検討しま
す。 

③保育ニーズに対応した保育サービスを充実させます。 
④町民相互の支え合いによる、子育てサポート事業などを促進するほか、
子育てサークル等を支援します。 

⑤安心して子育てができる環境の整備や情報の発信に努めます。 
⑥学童保育所の運営委託とともに計画的な受入体制と施設整備を進めま
す。 
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（３）医療費の助成 
 

①乳幼児医療費の助成を行います。 

 
（４）早期療育、発達

支援 
 

①障がい児などの療育サービスの充実をはかります。 
②障がいや発達の遅れなど、つまずきの見られる子どもに対する発達支
援体制を充実させます。 

 
 

 

＜目標指標＞ 

（１）子育て支援拠点の充実 

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 

「保健・医療・福祉につい
て」の「子育ての環境や
支援」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） 

78.5％ H20 79.4％ H26 82.0％ H32 

子育て支援センター施設
数 

子育て支援センターの実施施設
数 

2 か所 H21 3 か所 H26 4 か所 H32 

 

（２）保育サービスの充実 

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 

保育園受入可能児童数 
常設保育園の受入可能児童数
（年間） 

1，011 人 H21 1，059 人 H26 1,100 人 H32 

休日保育実施保育園数 
休日保育事業を実施する保育園
数 

0 か所 H21 か所 H26 2 か所 H32 

 
（３）医療費の助成 

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 

乳幼児医療受給対象者 乳幼児医療の登録者数 2,952 人 H22 2,604 人 H26 2,652 人 H32 

 
（４）早期療育、発達支援 

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 

子ども発達支援センタ
ー利用対象者 

子ども発達支援センターを利用
した児童の年間の実人数 

67 人 H22 171 人 H26 170 人 H32 
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第４章 いつまでも健やかに、安心して暮らせるまち 
第２節 社会福祉 
３ ひとり親家庭等の福祉 

 
＜現状と課題＞ 
◆ひとり親家庭等※は、厳しい社会・経済情勢のなかで、就労、子育て、住宅などさまざまな課題を

抱えている場合が多く、本町は、経済的な支援や自立の促進など、生活安定のための各種相談事業

などを実施しています。 
◆ひとり親家庭等の多くは、仕事をしながら子育てをしている状況にあり、児童が健やかに成長する

ためにも、ひとり親家庭等が安心して子育てをしながら生活することができる環境を整備すること

が必要です。 
 

※ひとり親家庭等：母子家庭、父子家庭および叔父叔母、祖父母などの方が児童を養育している家庭をいいます。

ただし、制度によっては、その対象者が一部異なる場合があります。 

 
 

＜めざす方向＞ 
◆ひとり親家庭等の自立を促進するため、相談支援に努めるとともに、医療費の助成などにより、経

済的負担を軽減します。 
 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）ひとり親家庭等

の自立の促進と
経済負担の軽減 

 

①ひとり親家庭等に対する生活相談・指導の充実をはかります。 
②ひとり親家庭等の自立をはかるため、就業を促進します。 
③ひとり親等の仕事と育児の両立を支援するため、保育サービスなどの
利用を促進します。 

④ひとり親家庭等の経済的な支援をはかるため、医療費の助成を行うと
ともに各種制度の周知に努めます。 

 
＜目標指標＞ 

（１）ひとり親家庭等の自立の促進と経済負担の軽減 

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 

ひとり親医療登録者数 ひとり親医療登録者数 1,467 人 H22 1,484 人 H26 1,400 人 H32 
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第４章 いつまでも健やかに、安心して暮らせるまち 
第２節 社会福祉 
４ 高齢者福祉 

 
＜現状と課題＞ 
◆全国と同様、本町においても高齢化が進み、高齢者のみの世帯や高齢者夫婦世帯は増加傾向にあり、

介護を必要としないまでも、日々の交通手段をはじめ、防災や防犯、除雪など日常生活の不便さや

心配を抱える高齢者が、今後増えていくことが予想されます。高齢者ができるだけ住み慣れた地域

で希望する生活を継続できるよう、介護予防を必要とする高齢者などを早期に発見し、介護予防事

業を推進するとともに、日常生活の支援体制を充実させていくことが必要です。 
◆高齢化の進行により認知症高齢者は増加する傾向にあります。要介護者のうち半数以上は認知症を

有しており、認知症高齢者や家族が抱える問題は多様化しています。本町では、今後も高齢者人口

の増加により、介護需要が増えていくことが予想されることから、住み慣れた地域で健康寿命を伸

ばしていくため、認知症施策、医療との連携、住居に係る施策や生活支援が切れ目なく提供される

「地域包括ケアシステム」の構築を進めていきながら、共に支え合う「安心して暮らせるまち」を

めざしていくことが必要です。 
 
＜めざす方向＞ 
◆高齢者が、心身の健康を保ちながら尊厳をもって暮らせるよう、必要な支援を行います。 

 
施  策 施 策 の 主 な 内 容 

（１）在宅・施設サー
ビスの充実 

 

①在宅サービスの質の確保と向上をはかります。 
②介護予防事業の充実強化をはかり、参加を促進します。 
③民間における施設整備については、必要な支援をします。 
④虚弱な高齢者などが地域で自立した生活ができるように支援するサー
ビスを実施します。 

⑤認知症高齢者などが住み慣れた地域で暮らせるよう、地域密着型サー
ビス基盤の整備を進めます。 

⑥寝たきりの高齢者などの在宅生活を支援するサービスを実施します。 

 
（２）地域包括ケアシ

ステムの確立 
 

①地域包括支援センター機能を拡充させます。 

②保健・医療・福祉・介護の連携体制を充実させます。 

 

（３）高齢者の社会参
加、生きがいづ
くりの促進 

 

①高齢者の社会参加を進めるため、老人クラブなどの自主的な活動を支
援します。 

②高齢者の交流や活動を促進するため、参加の機会づくりを進めます。 
③高齢者の健康で生きがいのある生活の実現と高齢者の就労機会が得ら
れるよう、高齢者就労センター機能の充実をはかります。 

④高齢者が自らの健康増進と社会参加をするためのボランティア活動を

支援します。 
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＜目標指標＞ 

（１）在宅・施設サービスの充実 
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 

「保健・医療・福祉」につ
いての「高齢者の自立支
援」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） 

74.4％ H20 77.1％ H26 79.0％ H32 

介護予防事業の参加者
数※ 

各種介護予防事業に参加する１
年間の延べ参加者数 

3，766 人 H21 4,526 人 H26 5,400 人 H32 

 
（２）地域包括ケアシステムの確立 

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 

地域包括支援センターの

相談件数※ 

総合相談事業における１年間の

相談件数 
799 件 H21 1,251 件 H26 1,500 件 H32 

認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座

受講者数（累積） 

養成講座を受講認知症ｻﾎﾟｰﾀｰと

なった人の累積数。 
28 人 H21 2,959 人 H26 5,000 人 H32 

 
（３）高齢者の社会参加、生きがいづくりの促進 

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 

老人クラブ数 老人クラブ数 57 ｸﾗﾌﾞ H22 56 ｸﾗﾌﾞ H26 56 ｸﾗﾌﾞ H32 
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第４章 いつまでも健やかに、安心して暮らせるまち 
第２節 社会福祉 
５ 障がい者福祉 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町は、「障害者福祉計画※」で障がいのある人の「完全参加と平等」を、「障害福祉計画※」で「障

害の有無にかかわらずあたり前に生活できるまち」の実現をそれぞれ基本目標とし、障がい福祉施

策を進めています。関連する制度については、今後も改正が予定されているため、制度の適切な運

用とサービスの確保をはかっていくことが必要です。 
◆平成 26 年度末現在の障害者手帳所持者数は 2,996 名（町人口の約 6.6％）、難病患者が 368 名とな

っており、手帳制度のない発達障がい※のある人や高次脳機能障がい※の人を加えると町人口の

10％程度の人に何らかの障がいがあると考えられています。障がいのある人が地域で暮らすために

は、専門的な支援者の確保、就労支援体制の充実、理解促進のためのさらなる取り組みなどが必要

です。 
◆乳幼児期、児童・青年期、成人期などと支援が途切れることもあるため、これらをつなぐ支援体制

を構築することが必要です。 
 

※障害者福祉計画：障害者基本法に基づき、障がい者の総合的な施策について規定した計画で、総合計画の個別計

画の一つに位置付けられるものです。 

※障害福祉計画：障害者総合支援法に基づき、サービスの確保や取り組みについて規定した計画で、障害者福祉計

画の実施計画として位置付けられるものです。 

※発達障がい：脳の機能障がいにより、コミュニケーション・学習・運動機能などの障がいが現れ、日常生活に支

障をきたすものをいいます。 

※高次脳機能障がい：脳の病気や交通事故などで脳に損傷を受け、脳の損傷部位により思考・記憶・行動・注意・

感情などに障がいが現れるもので、外見からはわかりにくいことも多いのが特徴です。 

 
 
＜めざす方向＞ 
◆障がいのある人がその能力と個性に応じて、地域で生きいきと暮らせるまちづくりを進めます。 

 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）地域生活の支援 
 

①日常生活を支え、社会活動に参加できるように総合的な支援をはかり
ます。 

②相談支援事業や情報提供サービスの充実をはかります。 
③日中活動の場である地域活動支援センターなどの充実に努めます。 

 
（２）在宅サービスの

充実 
 

①各種サービスの実施により地域生活支援の充実に努めます。 
②通院、通所の交通費の助成など、地域生活をサポートする取り組みを
充実させます。 

③ノーマライゼーション※の普及啓発に努めます。 
※ノーマライゼーション：障がいのある人もない人も、お互いに区別されるこ

となく当たり前に生活できるような社会が正常であり、望ましい姿とする考

え方を言い、そうした取り組みや施策なども含まれます。 

 
（３）医療費の助成 
 

①重度心身障害者医療費の助成を行います。 
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＜目標指標＞ 

（１）地域生活の支援 

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 

「保健・医療・福祉」につ
いての「障害者（児）の生
活支援」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） 

74.7％ H20 77.5％ H26 78.0％ H32 

障害福祉サービスの利
用者数 

介護給付費および訓練等給付費
の支給を受けている人の数 383 人 H21 444 人 H26 490 人 H32 

職場体験利用者数 
就労を実際に事業所で体験する
人の数 

5 人 H21 10 人 H26 20 人 H32 

 
（２）在宅サービスの充実 

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 

地域生活支援事業の利
用者数 

日中一時支援事業、移動支援事
業および訪問入浴サービスを利
用している人の数 

123 人 H21 159 人 H26 170 人 H32 

 
（３）医療費の助成 

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 

重度心身障がい受給者 重度心身障がい者登録者数 816 人 H22 803 人 H26 800 人 H32 

自立支援医療受給者 更正医療登録者数 155 人 H22 176 人 H26 177 人 H32 

自立支援医療受給者 
育成医療登録者数 
※育成医療については H25 に北
海道から権限委譲された業務 

－ － 23 人 H26 30 人 H32 
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第４章 いつまでも健やかに、安心して暮らせるまち 
第２節 社会福祉 
６ 低所得者福祉 

 
＜現状と課題＞ 
◆本町は、所得の低い世帯に対して、相談を通じて各種福祉資金制度の活用を案内し、自立した生活

を営むことができるように努めています。個々の家庭の状況や支援ニーズが多様化しており、それ

らに対応できる相談体制の充実が必要です。 
◆平成２５年に制定された生活困窮者自立支援法において、国、地方公共団体は連携して生活困窮者

に就労や就労に必要な支援を行うことと規定されました。所得の低い世帯の経済的自立を促進する

ため、ハローワークやとかち生活あんしんセンターなどを通じて就業の相談や情報提供を行ってお

り、今後も、関係機関との連携を深め、自立した生活を支援していくことが必要です。 
 
 
＜めざす方向＞ 
◆低所得者世帯の生活安定のため、相談などを通じて、自立を促進します。 

 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）低所得者世帯の

自立の促進と経
済負担の軽減 

 

①低所得者世帯に対する就労機会を確保するため、関係機関との連携に
努めます。 

②多様化する相談内容に対応するため、民生児童委員などと連携を深め
相談体制の充実をはかります。 

③生活福祉資金など各種福祉資金制度の周知と有効活用の促進に努めま
す。 

④低所得者世帯に対し、各種福祉制度などによる助成や負担の軽減に努
めます。 

 
＜目標指標＞ 

（１）低所得者世帯の自立の促進と経済負担の軽減 

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 

低所得者世帯の就業相
談件数 

生活相談のうち就業相談の件数 15 人 H22 7 人 H26 20 人 H32 
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第４章 いつまでも健やかに、安心して暮らせるまち 
第２節 社会福祉 
７ アイヌの人たちの福祉 

 
＜現状と課題＞ 
◆国は平成 22 年より「アイヌ政策推進会議」を開催し、総合的かつ効果的なアイヌ政策の推進に取

り組んでいます。また、北海道は「生活の安定」「教育の充実」「雇用の安定」「産業の振興」「民間

団体の活動の促進」に関わる取り組みを進めています。本町でも、アイヌの人たちの社会的・経済

的地位の向上に努めていくことが必要です。 
◆本町は、アイヌの人たちに対して住宅新築などに対する貸付を行っていますが、近年は利用する人

がいないため、民間住宅等貸付制度との兼ね合いをふまえた事業のあり方の検討が必要です。 
◆雇用については、ハローワークを中心に就業の相談や情報提供が行われています。今後も、ハロー

ワークなど関係機関との連携を進めることが必要です。 
 
 
＜めざす方向＞ 
◆アイヌの人たちの生活向上や、貴重な文化の振興と伝承活動を支援し、保存に努めます。 

 
 

施  策 施 策 の 主 な 内 容 
（１）アイヌの人たち

の生活向上の促
進 

 

①アイヌの人たちの生活や雇用に関する相談を充実させるため、関係機
関との連携に努めます。 

②アイヌの人たちの生活環境の向上をはかるため、住宅新築等資金貸付
事業を実施します。 

③アイヌの子どもたちへの教育支援を充実させるため、関係機関との連
携に努めます。 

 
（２）アイヌ文化の振

興と伝承活動の
支援 

 

①アイヌ文化の振興と伝承活動の保存に努めます。 
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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）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）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 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 

転入から転出を差し引い

た人口 

年度末（３月末）における転入か

ら転出を差し引いた人口 

転入 1,947 人 

転出 1,771 人 

差引 176 人 

H22 

転入 1,796 人 

転出 1,754 人 

差引 42 人 

H26 差引 200 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 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) 

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 181 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 26 年度の町内

会への加入率は 66.6％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。 
◆地域会館は、施設の老朽化に伴い、長寿命化を目的とした改修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。 

⑤官民を問わず設置できる「まちの駅」など、民間事業者等と連携して

コミュニティ活動や交流の場づくりに努めます。 
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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 当初数値 年度 中間数値 年度 目標数値 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 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） 

211 件 H21 273 件 H26 273 件 H32 

町内会加入率 町内会の加入率 69.4％ H22 66.6％ H26 66.6％ 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、パブリックコ
メント制度の実施をはじめ、ワークショップ、出前講座などを開催し、
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。 

 
 
＜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 29.1％ 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 

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 273 件 H26 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。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

取り組みを行っています。 
◆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 

 

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。 
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。 
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。 

④女性の人権を尊重する認識の浸透に努めます。 

（２）男女がともにあ
らゆる分野に参
画できるまちづ
くり 

①政策、方針決定過程への女性の参画を促進します。 
②まちづくりにおける男女共同参画を促進します。 

（３）男女がともにい
きいきと働ける
環境づくり 

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。 

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。 
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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 

 
（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 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 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

意識した見やすく探しやすい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 86.5％ 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 88.1％ 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 

267,717 件 H21 391,646 件 H26 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 86.5％ 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、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、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、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、293 の事務になります。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ことが必要です。 
◆木野支所については、窓口ニーズ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。 
 

＜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。 
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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

ムの推進 
 

①行政評価システムがより効果的に機能するよう、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。 

※PCDA サイクル：進行管理を計画(plan)、実行(do)、点検・評価(check)、改善

(action)の順に進めていくシステムのことです。 

 

（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、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。 

 

 
＜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 82.5％ 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。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。 
◆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、
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、財務情報の公表に努
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 98.5％ H26 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 10.9％ H26 11.0％ 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 88.7％ H26 86.5％ 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、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。 
◆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※を推進してい

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、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：「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、広域行政の取り組みです。 

＜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地方分権の進展に伴い、広域行政体制を検討します。 
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 
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