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■「かみふ未来ビジョン」とは？

■新たなまちづくりへの主要課題

◇計画の位置づけと役割は？

平成 29 年に行った町民、高校生等、中学生へのアンケート調査の結果、人口・就業構造の推移、
まちが持っている特性や資源、時代の流れなどを総合的に勘案し見えてきた課題を、最も重要
なものと 6 つの分野別にまとめました。

計画の位置づけ

上富良野町の最上位計画

◇最重要課題

計画の役割

町一体となった人口減少の対策

上富良野町民みんなのまちづくりの目標
上富良野町行政の総合的な経営指針

◇分野別課題

わがまち・上富良野町の主張と情報発信
◇計画の構成と期間は？
基本
構想

基本
計画

実施
計画

本町の特性・資源や時代の流れ、町民の声、そしてまちづくりの課題を踏
まえ、本町が目指す姿と、その実現に向けた計画の体系や方針などを示した
ものです。
計画の期間は、平成 31（2019）年度から平成 40（2028）年度までの
10 年間とします。
基本構想に基づき、各分野において取り組む主要な施策や数値目標などを
示したもので、前期・後期に分けて策定します。
計画の期間は、前期基本計画が平成 31（2019）年度から平成 35（2023）
年度までの５年間、後期基本計画が平成 36（2024）年度から平成 40（2028）
年度までの５年間とします。

安全と環境を重視した住みたくなる生活環境づくり

２

健康・長寿のまちづくりと子育て支援の一層の充実

３

農業・商業・観光を柱とした活力ある産業の育成

４

上富良野町ならではの特色ある教育環境づくり

５

町の持続的発展を支える生活基盤の整備

６

さらなる住民力の結集と行財政改革の推進

基本計画に基づき、具体的に実施する事業の内容や財源、実施年度等を示
したもので、別途策定するものとします。
計画の期間は、向こう３年間とし、毎年度見直しを行います。
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■上富良野町が目指す姿

■計画の体系

◇まちづくりの３つの視点

◇ 6 つの分野目標と 30 の施策項目

1 協働のまちづくり
町民と町民、町民と行政とのつながりや結びつきをさらに強め、多くの人々が知恵と
力を合わせ、協働するまちづくりを進めます。

１ きれいで安全・安心な
生活環境のまち

2 穏やかに安心して暮らせるまちづくり
町民一人ひとりの命や個性、生活を大切にし、安全・安心、健康を重視した取り組み
を推進し、穏やかに安心して暮らせる安定感のあるまちづくりを進めます。

①環境・景観、エネルギー
②ごみ処理等環境衛生
③上・下水道
④公園・緑地
⑤消防・防災
⑥交通安全・防犯
⑦消費者対策

町民がずっと住みたくなる、町外の人々が移り住みたくなる、自然と共生する美しい
生活環境づくりを進めるため、町一体となった環境・景観の保全やエネルギーの循環、

3 人が行き交うまちづくり
農業と観光・交流を柱とした産業の振興、学習・文化・スポーツ活動やコミュニティ
活動をはじめとする町民活動の活発化を促し、多くの人々が行き交うまちづくりを進め
ます。

ごみの適正処理・リサイクル等に取り組むとともに、快適な生活に欠かせない上・下水
道の充実、いこい・やすらぎの場となる公園・緑地の充実を図ります。
また、すべての町民が安全に安心して住み続けられる、あらゆる危機に強いまちづく
りを進めるため、活火山・十勝岳の存在や全国各地で相次ぐ大規模自然災害の教訓を踏
まえ、消防・防災体制の一層の強化、町全体の強靱化を図るとともに、近年の環境変化
を踏まえた交通安全・防犯対策、消費者対策を推進します。

◇将来像
すべての分野において、雄大で美しい自然環境・景観や特色ある農業をはじめとする本町の
特性・資源を最大限に生かしながら、「協働のまちづくり」
、
「穏やかに安心して暮らせるまちづ
くり」
、
「人が行き交うまちづくり」を進め、すべての町民がずっと住み続けたくなるまち、町

外から多くの人が訪れ、移り住みたくなるまちをみんなでつくりあげ、未来へ引き継いでいく
という想いを込め、将来像を次のとおり定めます。

暮らし輝き

交流あふれる

四季彩のまち・かみふらの

２ みんなが元気になる
健康・福祉のまち

①保健・医療
②子育て支援
③高齢者支援
④障がい者支援
⑤地域福祉
⑥国民健康保険・国民年金等

町民一人ひとりが健康寿命を延ばし、元気に暮らせるよう、きめ細かな保健サービス
の提供や医療・福祉施設の整備を図るとともに、子どもが一人でも多く生まれ、健やか
に育つよう、結婚から育児に至る切れ目のない支援を推進します。
また、高齢者や障がい者が住み慣れた地域で自分らしくいきいきと暮らせるよう、充
実した健康・福祉環境や愛町心の強い町民性を生かし、地域における包括的なケアシス
テムの構築や「地域共生社会」の形成に向けた取り組みを進めるほか、町民が健康で不
安のない老後の生活を送れるよう、国民健康保険制度や国民年金制度の周知等に努めま
す。
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３ 活力と交流あふれる
産業のまち

①農林業
②商工業
③観光・交流
④雇用対策

５ 発展を支える
生活基盤が整ったまち

①土地利用
②道路・公共交通
③情報化
④住環境整備

特色ある農業のまちとして、今後とも農業をまちづくりの中心に据え、担い手の育成

町全体の一体的かつ持続的な発展に向け、将来を見据えた計画的な土地利用を推進す

をはじめとする多面的な農業振興施策を積極的に推進するとともに、森林の適正管理・

るとともに、町民や観光客の利便性・安全性の向上に向け、国道・道道の整備促進や町道・

整備を促進します。

橋梁の整備、除雪体制の充実、鉄道・バス交通の維持・充実を図ります。

また、活力とにぎわいのあるまちづくりに向け、商工業経営の継続・発展や新規開業
等への支援、企業誘致などにより、商工業の活性化を図るほか、交流人口の拡大と観光・

また、これからのまちづくりに欠かせない社会基盤として、町全体の情報化をさらに
進めます。

交流から移住への展開を見据え、雄大で美しい自然をはじめ、多彩で魅力あふれる観光・

さらに、町営住宅の計画的な整備と適正な管理、民間住宅の住環境向上の支援、移住

交流資源の有効活用や複合的な機能を持つ拠点の整備などにより、観光・交流機能の強

者に対する空き家・空き地情報の収集・提供など、生活の基盤となる快適で安全・安心

化を図ります。さらに、これらの産業振興施策と連動しながら、雇用の確保・拡大に向

な住宅・住環境の確保に向けた取り組みを進めます。

けた取り組みを推進します。

４ 未来を拓く人を育む
教育・文化のまち

①学校教育
②社会教育
③スポーツ
④文化芸術

６ ともに生き、
ともにつくるまち

未来を拓く創造性豊かで心身ともにたくましい人材の育成、この町で子どもに教育を
受けさせたいと思えるまちづくりに向け、本町の特性等を踏まえた特色ある学校教育を
推進するとともに、上富良野高等学校の存続に向けた取り組みを町一体となって進めま
す。
また、町民が生涯にわたって自ら学び、活動し、その成果をまちづくりに生かせるよう、
各世代等の課題に応じた学習機会の提供を図ります。
さらに、町民が生きがいと感動に満ちた暮らしを送れるよう、町民主体のスポーツ・
文化活動の促進や貴重な文化遺産の保存・活用を図ります。

①人権尊重・男女共同参画
②コミュニティ
③地域間交流
④協働、自衛隊
との共生
⑤行財政運営

すべての人の人権が尊重され、ともに生き、ともに活躍することができるよう、人権
尊重社会・男女共同参画社会の形成に向けた啓発活動や条件整備を進めます。
また、愛町心の強い町民性を生かしながら、支え合い助け合うコミュニティ活動の促
進、三重県津市などとの交流活動の充実を図るとともに、町民と町民、町民と行政とが
知恵と力を合わせた協働のまちづくり、自衛隊との共存・共栄のまちづくりを進めます。
さらに、自立・持続可能な経営体制の確立に向け、さらなる行財政改革を推進すると
ともに、公共施設の総合的な管理、広域連携による効果的・効率的なまちづくりを進め
ます。
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■前期基本計画
◇施策項目ごとの主要施策
第１章

きれいで安全・安心な
生活環境のまち

みんなが元気になる
健康・福祉のまち

１－１．環境・景観、エネルギー
■環境保全意識の啓発
■地球温暖化対策・エネルギー施策の推進
■公害対策の推進
■景観に関する意識の啓発
■良好な景観の保全・整備
■「地質・地形サイト」の保全
■葬斎場・墓地の適正管理

２－１．保健・医療
■生活習慣病予防の推進
■がん検診の充実
■母子保健の充実
■歯・口腔の健康づくり
■こころの健康づくり
■感染症の予防
■町立病院の充実

１－２．ごみ処理等環境衛生
■廃棄物の収集・処理体制の充実
■３Ｒ運動の促進
■ごみのない美しいまちづくり

２－２．子育て支援
■子育て支援に関する指針の見直し
■子どもの育つ力をのばす環境づくり
■子育てと仕事の両立支援
■子どもと子育てを支える地域づくり
■安心して子育てできる環境の整備
■子どもの貧困対策の推進
■結婚を希望する男女への支援

１－３．上・下水道
■水道施設の整備・管理と安全・安心な水の供給
■水道事業の健全運営
■下水道施設の整備・管理と水洗化の促進
■下水道事業の健全運営
■合併処理浄化槽の設置促進
１－４．公園・緑地
■公園・緑地の整備充実
■公園・緑地の適正管理
■緑化の推進
１－５．消防・防災
■常備消防・救急体制の充実強化
■消防団の充実強化
■救急救命に関する知識・技術の普及
■防火意識の啓発
■防火対象物への立入検査の実施
■防災組織の充実強化
■防災意識の啓発
■十勝岳ジオパーク構想と連携した防災の推進
■防災機能の整備
■防災施設の整備促進
１－６．交通安全・防犯
■交通安全意識の啓発
■交通安全施設等の整備
■防犯意識の啓発
■犯罪の未然防止
１－７．消費者対策
■消費者への啓発等の推進と情報の提供
■消費生活相談の充実
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第２章

２－３．高齢者支援
■高齢者支援に関する指針の見直し
■介護予防の充実
■地域支援体制の充実
■介護保険サービスの充実
２－４．障がい者支援
■障がい者支援に関する指針の見直し
■広報・啓発活動の推進
■就労・雇用の促進
■保健・医療の充実
■生活支援の充実
■障がい福祉サービスの提供
■子どもの療育支援
２－５．地域福祉
■分野横断的に取り組む体制の整備
■支え合う意識の醸成と人づくり
■地域福祉活動団体等の育成・支援
■自殺予防の推進
■生活困窮者への支援

第３章

活力と交流あふれる
産業のまち

３－１．農林業
■農業・農村を担う人材の育成
■農業生産基盤の充実
■農業生産の省力化・高品質化等の促進
■畜産の振興
■食の安全・安心と環境に配慮した農業の促進
■農畜産物の消費の拡大
■都市・農村交流と６次産業化の促進
■計画的な森林整備の促進
■有害鳥獣対策の強化
３－２．商工業
■商工会の運営支援
■商工業経営の安定化・活性化の支援
■新規開業・新事業展開の支援
■商工業を担う人材の育成
■優良企業の誘致
■地域ブランド開発への取り組み
３－３．観光・交流
■観光協会の運営支援
■観光・交流資源の充実
■新たな魅力づくりへの取り組み
■観光・交流を担う人材の育成
■タウンプロモーション活動の推進
■外国人にやさしい観光地づくり
■広域観光体制の充実
■複合的な機能を備えた拠点の整備
■十勝岳ジオパーク構想の推進

第４章

未来を拓く人を育む
教育・文化のまち

４－１．学校教育
■活きて働く学力の育成
■豊かな心の育成
■健やかな体の育成
■学びを支える家庭・地域づくり
■学びを高める信頼される学校づくり
■高等学校の存続に向けた取り組み
４－２．社会教育
■家庭と地域の教育力の向上促進
■青少年の健全育成に向けた取り組み
■魅力ある講座・教室等の企画・開催
■学習関連情報の提供
■学習関連団体・指導者の育成
■学習関連施設の適正管理
■図書館の充実と読書活動の促進
４－３．スポーツ
■スポーツ団体・指導者の育成
■スポーツ活動の普及促進
■スポーツ施設の適正管理
４－４．文化芸術
■文化団体・指導者の育成
■文化芸術にふれ、活動する機会の充実
■文化財の保存・活用

３－４．雇用対策
■地元雇用を促進するための支援
■働きやすい環境づくりに向けた啓発・情報提供

２－６．国民健康保険・
国民年金等
■国民健康保険制度
の健全運営
■国民年金制度の周
知徹底
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◇前期５年間の重点プロジェクト
第５章

発展を支える
生活基盤が整ったまち

５－１．土地利用
■適正な土地利用の促進
■土地利用・市街地整備に関する指針の策定
５－２．道路・公共交通
■国道・道道の整備促進
■町道の整備と適正管理
■橋梁の長寿命化
■冬道の安全確保に向けた取り組み
■ＪＲ富良野線の維持・存続に向けた取り組み
■地域内公共交通の維持・充実

第６章

ともに生き、
ともにつくるまち

６－１．人権尊重・男女共同参画
■人権教育・啓発の推進
■人権相談の充実
■男女共同参画意識の啓発
■男女共同参画・女性活躍の社会環境づくり
６－２．コミュニティ
■コミュニティ意識の啓発
■コミュニティ活動の活性化支援
■リーダーの育成・確保
■コミュニティ活動拠点の充実支援

５－３．情報化
■さらなる情報化の推進
■情報セキュリティ対策の強化
■情報化を支える人材の育成

６－３．地域間交流
■三重県津市との交流の推進
■国際交流の検討・推進
■町出身者との交流の推進

５－４．住環境整備
■住宅施策に関する指針の見直し
■空き家・空き地の実態把握
■空き家・空き地の有効活用と発生抑制
■町営住宅の適正管理
■町営住宅の整備
■移住の促進に向けた取り組み

６－４．協働、自衛隊との共生
■まちづくり意識の啓発
■情報共有の推進
■まちづくりに関する学習機会の提供
■多様な分野における参画・協働の促進
■ＮＰＯとの連携強化
■自衛隊との共存・共栄
６－５．行財政運営
■行財政改革の推進
■財源の確保
■効果的・効率的な財政運営の推進
■公共施設の計画的な管理
■広域行政の推進
■十勝岳ジオパーク推進協議会事務局体制の充実

重点プロジェクト１

健康・福祉のまちづくりプロジェクト

すべての町民が健康で安心して暮らせるまち、子育てしやすいまちを目指し、保健・医療や子育
て支援、高齢者支援、地域福祉の充実をリードする施策を重点的に進めます。

■生活習慣病予防の推進
■母子保健の充実
■町立病院の充実

■子育てと仕事の両立支援
■安心して子育てできる環境の整備

重点プロジェクト２

■介護予防の充実
■地域支援体制の充実
■分野横断的に取り組む体制の整備
■支え合う意識の醸成と人づくり

かみふらの産業活性化プロジェクト

町全体の活力の向上と雇用の場の確保、観光・交流から移住への展開を目指し、まちづくりの中
心を担う農業と観光・交流を柱に、各産業の活性化をリードする施策を重点的に進めます。

■農業生産の省力化・高品質化等の促進
■農畜産物の消費の拡大
■新規開業・新事業展開の支援
■地域ブランド開発への取り組み

重点プロジェクト３

■新たな魅力づくりへの取り組み
■タウンプロモーション活動の推進
■複合的な機能を備えた拠点の整備
■十勝岳ジオパーク構想の推進

未来を拓く人材育成プロジェクト

本町の未来を拓く人材の育成、この町で子どもに教育を受けさせたいと思えるまちを目指し、各

産業の担い手の育成・確保、学校教育の充実をリードする施策を重点的に進めます。

■農業・農村を担う人材の育成
■商工業を担う人材の育成
■観光・交流を担う人材の育成
■活きて働く学力の育成

重点プロジェクト４

■豊かな心の育成
■健やかな体の育成
■高等学校の存続に向けた取り組み

地域防災力向上プロジェクト

火山災害や大地震をはじめとする大規模な自然災害に備えた防災・減災体制の一層の強化を目指

し、消防・防災の充実をリードする施策を重点的に進めます。

■常備消防・救急体制の充実強化
■消防団の充実強化
■防災組織の充実強化
10

■防災意識の啓発
■防災機能の整備

■防災施設の整備促進
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