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ご あ い さ つ 
 

 

 豊かな自然環境と先人の開拓魂を礎に、大樹町は今日まで 80 有余年の歴史を

刻んでまいりました。この間、幾多の試練を乗り越え、地域の資源を生かした力

強い農林水産業、自然と調和した生活環境、豊かでつながりのある地域社会など、

今日の大樹町が誇る大切な財産を築いてこられた多くの皆さまの英知と努力に心

から敬意を表するものであります。 

 しかし、人口減少社会や超高齢社会の到来、企業活動のグローバル化の進展、

経済や情報などの地域間格差の拡大、国家財政の状況悪化など、現在、わが国が

抱える様々な課題は、地方においてよりいっそう顕著であり、住民の暮らしや地

域経済などに深刻な影響を与えることが懸念されています。 

 こうした状況を背景に、これからの 10 年のまちづくりの指針とするため、第

5 期大樹町総合計画を策定いたしました。本計画では、今年で制定から 50 年を

迎える大樹町民憲章の理念を柱に、まちづくりのテーマを「～暮らしと明日
あ す

を 彩
いろど

る清流の里～コスモスのまち大樹」と定め、大樹町を支える多くの財産を生かし、

その価値を高めながら、住民生活の質の向上や地域の発展につなげていくために

必要な取組みを掲げています。 

 計画の策定にあたり、策定審議会の委員の皆さまをはじめ、町民アンケートや

団体意向調査などを通して、多くの皆さまからご意見とご協力を賜りましたこと

に心からお礼申し上げます。本計画の推進にあたり、住民一人ひとりの想像力と

行動力を結集し、一丸となって取り組むことが重要と考えておりますので、引き

続き、皆さまのまちづくりへの参画とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

      平成 26 年 3 月 

 

 

 

    大樹町長 
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第１章  計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

 大樹町は、これまで 4 期にわたって総合計画を策定し、それぞれの計画に掲げられためざすべきまち

づくりの実現に向けて取り組んできました。 

 「大いなる挑戦の継続 よりたくましい大樹へ」を基本理念に、「～人・夢・愛 もっと大きく～ コ

スモスのまち 大樹」を掲げた第 4 期計画では、社会経済情勢が厳しさを増すなか、財政健全化への取

組みと並行して、安全・安心な住民生活の確保、教育環境の整備や子育て支援、産業基盤の整備などを

進めてきました。 

 しかし、日本が人口減少社会を迎えた今日、都市部への人口集中や少子高齢化、雇用・経済情勢の低

迷、国家財政の逼迫などの影響を大きく受けているのは地方です。 

 今、地方では、住民や地域社会、自治体がこれまで拠りどころとしてきた制度や手法、思考の見直し

が求められており、自主性や能力が今まで以上に問われる時代を迎えています。 

 本町においても、住民が将来にわたって住み続けたいと思う魅力あるまちを築いていくためには、住

民と行政の信頼と連携を深め、自主性と能力を高めながら、めざすべきまちづくりに向かって協働で取

り組んでいく必要があります。 

 この「第 5 期大樹町総合計画」は、今まで培ってきた歴史や風土、築き上げてきた財産を尊重し、よ

りよいまちづくりを進めるために、住民の皆さんとともに考えた 10 年後の大樹町のあるべき姿を描い

たものです。 

２ 計画の位置づけ 

◆将来にわたって尊重されるまちづくりの基本方針「大樹町民憲章」を規範としています。 

◆第 4 期総合計画や各種まちづくり計画、国や北海道、広域圏の関連計画との整合性に留意しています。 

◆住民や団体の意見を大切にし、現状と課題を明らかにし、進むべき方向性を示しています。 

◆住民と行政の協働の理念に基づき推進し、実現されるものです。 

３ 計画の構成と期間 

 この計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」により構成されます。計画期間は平成 26 年度

から目標年度である平成 35 年度までの 10 年間です。 

 

 

平成 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 （年度）

基本構想

基本計画

実施計画

平成26年度 (2014) ～ 平成35年度 (2023)

平成26年度 (2014) ～ 平成35年度 (2023)

前期：平成26年度 (2014) ～ 平成30年度 (2018) 毎年のローリング

後期：平成31年度 (2019) ～ 平成35年度 (2023)
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基本構想 
この計画がめざすまちづくりの基本目標（テーマ）をはじめ、人口に関わる指標や施

策のあらましなどを示します。 

基本計画 

基本構想で定めた基本目標を達成するために必要な取組みを分野別に体系化してい

ます。行政が主体的に進める取組みのほか、住民や団体などが主体的に進めることを

前提とした取組み、国や道への要望なども取り込んでいます。 

実施計画 

基本計画で分野別に体系化された取組みの具体的な内容や実施年度、事業量、事業費

などを明らかにするものです。前後期 5 ヶ年ずつの計画とし、財政状況や国・道など

の取組みを見ながら、毎年度ローリング方式による分析評価と修正を行います。 

【ローリング】計画と現実のズレを防ぐために、施策や事業の部分的な修正や見直しを定期的に行っていく計画管理の方法。 
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第２章  計画の背景  
 

 この計画を策定するうえで考慮した社会経済の状況や町の現状、克服すべき課題は次のとおりです。 

１ 社会経済の状況 

 大樹町を取り巻く社会経済の状況のなかで、特徴的なものは次のとおりです。 

 

■国際化の影響 

 市場や労働力を背景とした企業活動の海外展開、国家間の経済連携による競争の激化、地球温暖

化問題や未利用資源・新エネルギーの開発、ＩＣＴ社会の到来など、人・モノ・資本・情報の国際

化が進み、世界の動きが地域社会にも大きな影響を与える時代を迎えています。 

■人口減少と少子高齢化 

 国内人口は減少に転じ、少子高齢化も一段と進んでいます。この影響は、地方においてより顕著

であり、住民生活や経済活動、地方財政に大きな影響を与えるとともに、集落や地域社会のコミュ

ニティ機能の低下もみられます。 

■安全・安心が評価基準 

 生活環境や食、エネルギー、サービスなどを選ぶ基準として、「安全」「安心」が重要視されて

います。特に、大規模災害への対策や社会保障制度に対する関心が高まっています。 

■環境への配慮 

 地球温暖化や資源、エネルギー政策の転換など、住民生活や経済活動が及ぼす環境への負荷軽減

と循環型社会への転換が求められています。また、身近なエコ活動への取組みが広がっています。 

■価値観の多様化 

 経済的な豊かさや便利さ、仕事中心の生活などに必ずしもこだわらない人が増えています。また、

都市にはない環境や、その場所でしかできない体験に魅力を感じる人が増えています。 

■国と地方の関係 

 「地域のことは地域で決める」という地方自治の本旨の実現に向けて、地域主権型社会への動き

が進んでいます。また、財政状況が厳しさを増すなか、政策の再構築と「最小の経費で最大の効果」

をあげる効率的な行財政運営が今まで以上に求められています。 

 

 

 
【ICT】「Information and Communication Technology」の略で情報通信技術。ICT 社会とは、インターネットや携帯電話等が普及し、

多くの情報がより速く、より広範囲に行きわたる環境の整備された社会。 
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２ 大樹町の今 

 10 年後の大樹町を描く前に、本町の現状を簡潔に示すと、次のとおりです。 

 

■自然条件など 

 大樹町は十勝平野の南部、南十勝地域の中央に位置し、西は日高山脈、東は太平洋に面し、町の

中央を「清流 歴舟川」が流れています。面積は 816.38 平方キロメートルですが、その 7 割は国

有林を中心とする山林で、可住地面積は 3 割となっています。気候は大陸型で、四季を通じて快晴

の日が多く、降水量は 1100 ㎜程度、降雪量も多くありませんが、年間の気温差が大きく、特に

12 月から 2 月の厳寒期には氷点下 20 度を下回ります。また、春から夏にかけては、海霧の発生

により気温の上がらない日がみられます。 

■沿革 

 古くは先住民族であるアイヌの人たちが生活していましたが、寛永 12 年（1635 年）頃からア

イボシマ地区で砂金採取が始まりました。明治 19 年（1886 年）に十勝開拓の祖 依田勉三率い

る晩成社が現在の生花地区で牧畜業を開始し、その後、主に本州からの入植者により町内各地で本

格的な開拓が始まりました。昭和 3 年に現在の広尾町から大樹村として分村し、昭和 24 年に旧忠

類村（現幕別町忠類地区）を分村、昭和 26 年に町制が施行され、昭和 30 年に旧大津村西部を編

入し、現在に至っています。 

 ■人口と世帯数 

 人口は、半世紀にわたり減少が続き、平成 25 年 7 月末では、第 4 期総合計画の推計値である

5,900 人とほぼ同じ 5,912 人となっています。 

 世帯数は、核家族化や単身者の増加により横ばい状態で、第 4 期総合計画の推計値 2,360 世帯

に対し、平成 25 年 7 月末現在で 2,650 世帯、1 世帯人員数は、推計値 2.5 人に対し 2.23 人と

なっています。 

 平成 22 年国勢調査でみた年齢別人口では、65 歳以上人口が初めて 30％を超え、10 年前に比

べると年少人口（15 歳未満）が 25.8％、生産年齢人口（15 歳以上 65 歳未満）が 17.6％それぞ

れ減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推計値

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成25年 平成25年
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2013年 2013年

8,118 7,483 7,075 6,711 6,407 5,977 5,912 5,900
4,023 3,649 3,493 3,264 3,065 2,873 2,870 -
4,095 3,834 3,582 3,447 3,342 3,104 3,042 -
1,840 1,495 1,210 976 839 724 699 800

　構成比 22.7% 20.0% 17.1% 14.5% 13.1% 12.1% 11.8% 13.6%
5,336 4,889 4,494 4,167 3,840 3,435 3,370 3,300

　構成比 65.7% 65.3% 63.5% 62.1% 59.9% 57.5% 57.0% 55.9%
942 1,099 1,371 1,568 1,728 1,818 1,843 1,800

　構成比 11.6% 14.7% 19.4% 23.4% 27.0% 30.4% 31.2% 30.5%
36.9 39.8 42.6 45.3 47.5 50.65 - -

2,511 2,395 2,498 2,560 2,560 2,533 2,650 2,360
3.23 3.12 2.83 2.62 2.50 2.36 2.23 2.50

※　昭和60年～平成22年までは国勢調査実績値。平成25年は７月末現在の住民基本台帳による。
※　国立社会保障・人口問題研究所がH17国勢調査データに基づき推計したH22人口は6,092人で、実績値は115人（減少率で1.8％）下回っている。

15～65歳未満

実績値

区分

総人口
男
女
15歳未満

65歳以上

（平均年齢）
世帯数
1世帯あたり人数

人口・世帯数等の推移 
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■産業・経済 

 基幹産業は農業を中心とした第 1 次産業で、特に酪農は国内有数の大規模経営となっています。 

 製造業では、大手乳業会社のチーズ工場や漬物工場、製材工場などが地元の農畜産物や木材の加

工を行っています。 

 商業は、人口減少や帯広市商圏への購買力の流出などにより、事業所数が減少しています。 

 就業者数は、10 年前に比べ 14.7％減少しており、この中でも第 2 次産業の減少が顕著で、建設

業については公共事業の抑制等により半数程度まで大きく減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な施設 

 保育園（所）及び学校については、児童・生徒数の減少により、10 年前に比べ保育園（所）が    

１ヶ所減の 4 ヶ所、小学校が５校、中学校が 2 校減って各１校ずつとなっています。 

 保健や介護福祉施設については、高齢者保健福祉推進センターのほか、特別養護老人ホームや老

人保健施設、通所介護施設が町及び社会福祉法人により開設されています。 

 医療機関については、町立国民健康保険病院と開業医院 2 ヶ所、歯科医院 2 ヶ所があり、住民の

健康を支えています。 

 社会教育施設としては、生涯学習センターや図書館、郷土資料館のほか、体育館、武道館、プー

ルや運動公園施設などがあり、多くの住民の学習やスポーツ活動に利用されています。 

総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女

3,737 2,152 1,585 3,548 2,022 1,526 3,187 1,836 1,351

総人口に占める割合 55.7% 65.9% 46.0% 55.4% 66.0% 45.7% 53.3% 63.9% 43.5%

１次 総数 1,149 651 498 1,146 655 491 1,037 620 417

構成比 30.7% 30.3% 31.4% 32.3% 32.4% 32.2% 32.5% 33.8% 30.9%

　農業 977 517 460 1,009 540 469 901 512 389

構成比 26.1% 24.0% 29.0% 28.4% 26.7% 30.7% 28.3% 27.9% 28.8%

　林業 62 48 14 43 34 9 51 42 9

構成比 1.7% 2.2% 0.9% 1.2% 1.7% 0.6% 1.6% 2.3% 0.7%

　漁業 110 86 24 94 81 13 85 66 19

構成比 2.9% 4.0% 1.5% 2.6% 4.0% 0.9% 2.7% 3.6% 1.4%

２次 総数 854 565 289 639 446 193 561 392 169

構成比 22.9% 26.3% 18.2% 18.0% 22.1% 12.6% 17.6% 21.4% 12.5%

　鉱業 1 1 0 1 1 0 1 1 0

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%

　建設業 396 293 103 301 234 67 209 171 38

構成比 10.6% 13.6% 6.5% 8.5% 11.6% 4.4% 6.6% 9.3% 2.8%

　製造業 457 271 186 337 211 126 351 220 131

構成比 12.2% 12.6% 11.7% 9.5% 10.4% 8.3% 11.0% 12.0% 9.7%

３次 総数 1,734 936 798 1,763 921 842 1,587 822 765

構成比 46.4% 43.5% 50.3% 49.7% 45.5% 55.2% 49.8% 44.8% 56.6%

　電気・ガス・熱供給・水道 27 24 3 25 22 3 22 18 4

構成比 0.7% 1.1% 0.2% 0.7% 1.1% 0.2% 0.7% 1.0% 0.3%

　運輸・通信業 132 116 16 113 98 15 118 102 16

構成比 3.5% 5.4% 1.0% 3.2% 4.8% 1.0% 3.7% 5.6% 1.2%

　卸売・小売業・飲食店 466 196 270 494 195 299 319 148 171

構成比 12.5% 9.1% 17.0% 13.9% 9.6% 19.6% 10.0% 8.1% 12.7%

　金融・保険業 40 16 24 30 9 21 30 11 19

構成比 1.1% 0.7% 1.5% 0.8% 0.4% 1.4% 0.9% 0.6% 1.4%

　不動産業 2 2 0 4 3 1 6 5 1

構成比 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.1%

　ｻｰﾋﾞｽ業 892 449 443 966 485 481 956 436 520

構成比 23.9% 20.9% 27.9% 27.2% 24.0% 31.5% 30.0% 23.7% 38.5%

　公務（他に分類されない） 175 133 42 131 109 22 136 102 34

構成比 4.7% 6.2% 2.6% 3.7% 5.4% 1.4% 4.3% 5.6% 2.5%

0 0 2 2 0

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%

（国勢調査）

就業者数

分類不能

区分
H12 H17 H22

就業者数の推移 
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■行財政 

 本町の行政は、一般会計のほか、５特別会計と２公営企業会計により運営されています。 

 行財政改革の主要な取組みとしては、職員給与費引下げのための職員数の削減や普通建設事業の

抑制、公共施設の統廃合、各種使用料等の見直しなど歳入歳出全般にわたっています。 

 この結果、文教施設や生活環境基盤の整備に伴う公債費負担の増加や地方交付税の減少などによ

り、平成１０年代半ばから急速に悪化した町財政は、国による経済対策などもあり、一定の改善を

みています。 

 広域行政については、新たな広域連携スタイルとしての定住自立圏形成協定の締結のほか、衛生

や消防業務のさらなる広域化が検討されています。 

  

 

 

 

３ 大樹町のこれから 

 社会経済の状況やアンケート結果などから得た住民の意向をふまえながら、これから大樹町が取り

組むべきまちづくりの課題をまとめてみると、次のようになります。 

 

■安全で利便性の高い生活環境基盤の整備を進める。 

■支えあい、健やかに安心して暮らせる地域社会をつくる。 

■地域の雇用と経済を支える産業の振興をはかる。 

■個性を高め、存在感のあるまちをつくる。 

■信頼と透明性を高め、効率的で持続性の高い行財政を確立する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定住自立圏】一定の条件を満たす中心市と周辺市町村が協定を結び、連携・役割分担を行うことで地域の活性化をめざす取組み。十

勝管内の町村は帯広市を中心市として協定を締結している。 

1 企業誘致などによる就労の場の確保

2 病院機器の更新や改築、健診や予防接種など地域医療の充実

3 除雪対策

4 職員の削減や公共施設の統合など行財政改革の推進

5 太陽光発電システム整備など省エネ・省資源対策

6 ふれあいバスなどの公共交通機関の確保

7 老人クラブの活動支援や介護体制の充実など高齢者福祉の増進

8 自然環境の保全や景観の整備

9 公営住宅や宅地分譲など良好な住環境の整備

10 新たな特産品開発など地場産業の振興

11 航空宇宙産業基地構想の推進

12 高規格道路や国道・道道など基幹道路の整備

13 町道や農道の整備

14 光回線や地デジ放送難視聴対策など情報通信環境の整備

15 防災対策の充実

16 学童保育や病児保育、医療費助成など子育て支援対策の充実

17 生産基盤整備や農地等交換分合事業など農業の振興

18 植林や除間伐の推進、木材加工への取組みなど林業の振興

19 ごみ減量化や資源リサイクルの推進

20 低所得者福祉や国民健康保険など社会保障の充実

これから力を入れるべきと考える分野（住民アンケート上位 20項目） 
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   基本構想  
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第１章  まちづくりの目標  

１ 計画の基本的精神 

 この計画の基本的精神は「大樹町民憲章」に掲げられています。町民憲章は、この計画が始まる平成

26 年度に制定 50 年目を迎えますが、今までも、そしてこれからも住民の規範となる大切な憲章です。 

 

  

 

  ＜まえがき＞                         

   わたくしたちは、雄大な日高の山なみが連り、日方の清流が広野をうるおす大樹の町民です。 

   わたくしたちは、強くたくましい開拓魂をうけつぎ、健康で明るい豊かな町をつくる責任と 

   誇りのために、この憲章を定めます。 

 ＜めあて＞ 

   げんきで働き、力を合わせ、りっぱにつとめをはたしましょう。 

   たがいに、いたわり、話しあい、楽しい家庭をつくりましょう。 

   きまりを守り助けあい、明るい町にいたしましょう。 

  自然を愛し文化を高め、豊かな郷土をきづきましょう。 

 

 この理念を実現するために大切にした視点は次のとおりです。 

 

「協働」 

行政は、まちづくりの主役である住民一人ひとりに支えられており、その生命と財産を守ることが

使命です。しかし、住民の行政サービスへのニーズは多様化しており、住民要望すべてに応えていく

ことは財政的にも困難です。住民や団体・企業と行政がそれぞれの立場で連携し、描かれた将来像に

向かって役割を分担しながら、協働でまちづくりに取り組んでいくことが必要です。 

「支えあい」 

全国的に「人と人」「人と地域」の関わりの希薄化が課題となっています。雇用の場の減少や利便

性の高さを背景とする都市部への住民の移動や少子高齢化による人口構造の変化は、住民生活やコミ

ュニティ、地域経済にも影響を与えています。住民それぞれが知識や経験、能力を生かし、ともに助

け合いながら、支えあいのまちづくりを進めていくことが必要です。 

「豊かさ」 

社会経済の変化は、一人ひとりの価値観や豊かさの尺度にも変化をもたらしています。モノの量や

価格だけが豊かさの絶対的評価ではなく、人や地域社会との関わり方や生活環境など、個人の生活に

対する満足度も含めて総合的に評価される時代となっています。都市にはない大樹町らしい豊かさを

守り、育み、住んでよかった、これからも住み続けたいと思う魅力あるまちづくりを進めていくこと

が必要です。 

「活力」 

地域の発展を支え、雇用を生みだし、にぎわいをつくる源は産業です。就業者を全国・全道と比較

すると本町は、就業者比率、農林水産業とその生産物に付加価値を高める製造業への就業率がともに

高く、就業者に占める 65 歳以上の割合も高くなっています。引き続き、地域経済と雇用を支える第

大樹町民憲章 

（昭和 39 年 10 月 1 日制定） 
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１次産業の振興や地場産品に付加価値を高める産業の育成をはかるとともに、地域の特性を生かした

体験型観光や環境事業、航空宇宙関連実験や施設の誘致など、経済と雇用の裾野を広げる取組みを推

進し、活力あるまちづくりを進めていくことが必要です。 

 

２ まちづくりの理念とテーマ 

 第 3 期、第４期大樹町総合計画のまちづくりの理念とテーマを次のとおり設定してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

この間の 20 年をみると、前半は産業や生活環境基盤、教育関連施設の整備（ハード事業）が進み、

後半はこの基盤を活用しながら産業経済の発展強化や住民生活の質の向上に対するシステムの充実

（ソフト事業）が図られてきました。 

これからも先人が培ってきた「強くたくましい開拓魂」を受け継ぎながら、「健康で明るい豊かな」

まちづくりを進めるため、本計画の理念及びテーマを次のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 第３期大樹町総合計画（自：平成６年度 至：平成 15年度） 

  理 念 「～新しい芽を大樹へと育み、花開かせる～ 大いなる挑戦の継続」 

  テーマ 「～豊かさ実感活社会～ コスモスのまち 大樹」 

 第４期大樹町総合計画（自：平成 16年度 至：平成 25年度） 

  理 念 「～大いなる挑戦の継続～ よりたくましい大樹へ」 

  テーマ 「～人・夢・愛もっと大きく～ コスモスのまち 大樹」 

理 念 

「～活力とやすらぎあふれるまちづくり～ 大いなる挑戦の継続」 

アンケート調査で要望の多かった「地域の産業経済の活性化」を「活力」、「安全・安心」な生活を「や

すらぎ」と読み替え、これからも全力で取り組んでいく意志を「大いなる挑戦の継続」と表現しました。 

テーマ 

「～暮らしと明日
あ す

を彩
いろど

る清流の里～コスモスのまち 大樹」 

大樹町から連想される歴舟川、日高山脈、太平洋、畑、森林、コスモス、牛、牛乳・チーズ、砂金、宇宙、

ミニバレーなどのイメージカラーは様々です。いずれも今日の、そしてこれからの大樹町を支える貴重な

財産です。この財産を生かし、価値を高め、より豊かな住民生活の実現や今後の発展につなげていくため、

住民生活を「暮らし」、今後の発展を「明日」、これらが充実・実現していく様を「彩る」と表現しまし

た。「清流の里」は、町のシンボルである歴舟川はもちろん、自然の豊かさや恵まれた環境を尊重し、こ

れからも守り続ける意志を表現しました。 
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３ まちづくりの指標 

国勢調査でみた本町の人口は、昭和 22 年の臨時国勢調査における 11,670 人をピークに、旧大津

村西部地区の編入による一時的な増加はあったものの、減少が続いています。 

ここ 10 年間の本町の人口動態をみると、主に生産年齢人口の転出超過を要因とする社会減が約

700 人、出生数の低下を要因とする自然減が約 130 人となっていますが、国内においても、平成 17

年（2005 年）を境に総人口が減少に転じていること、少子高齢化や都市部への人口集中が続いてい

ることから、この傾向は今後も引き続くことが予想されます。 

また、世帯数については横ばい状態ですが、核家族化や単身世帯の増加により 1 世帯あたりの人員

は減少しています。 

このような現状に対し、雇用を創出するための産業支援や定住促進対策などを進めることにより、

目標年である平成 35 年度の人口、世帯数を次のとおり設定します。 

 

 

 

また、就業人口については、本町の産業構造や就業年齢の状況をふまえ、次のとおり設定します。 

   

 

・人 口 5,200 人 

・世帯数 2,300 世帯（1 世帯あたり人員を 2.26 人程度に設定） 

  ・就業人口 2,800 人（労働力人口の約 98％） 

実績値 設定値

（目標年） （目標年）

平成25年 平成27年 平成32年 平成37年 平成35年 平成35年

2013年 2015年 2020年 2025年 2023年 2023年

5,912 5,639 5,320 4,986 5,120 5,200

2,870 2,692 2,530 2,365 2,431 2,470

3,042 2,947 2,790 2,621 2,689 2,730

699 659 596 530 556.4 580

　構成比 11.8% 11.7% 11.2% 10.6% 10.9% 11.2%

3,370 2,999 2,679 2,461 2,548 2,600

　構成比 57.0% 53.2% 50.4% 49.4% 49.8% 50.0%

1,843 1,981 2,045 1,995 2,015 2,020

　構成比 31.2% 35.1% 38.4% 40.0% 39.4% 38.8%

2,650 - - - - 2,300

2.23 - - - - 2.26

※　平成25年人口は、H25年7月末時点での住民基本台帳人口である。

※　平成27年から37年までは国立社会保障・人口問題研究所の推計値で、平成35年の推計値は減少人数を

　　平均化して算出したものである。

※　平成35年（目標年）の人口の設定値は、雇用創出や子育て支援などの施策の展開により、生産年齢人口

　　及び15歳未満人口の減少が減速することを加味したものである。

世帯数

1世帯あたり人数

区分

総人口

男

女

推計値

15歳未満

15～65歳未満

65歳以上

人口・世帯数等の推計 
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４ 施策の基本目標 

 この計画では、「まちづくりテーマ」をめざし、5 つの基本目標を設定し、取組みを進めていきます。 

 

● 人と自然にやさしいまちづくり 

 大切な財産である豊かな自然を守りながら、安全・安心な生活空間と快適で利便性の高い生活環

境を整備します。大樹町らしい環境共生型のライフスタイルを確立し、住み良さが実感できるまち

づくりを進めます。 

● 安心と支えあいのまちづくり 

 支えを必要とする人、支える人が、ともに健やかに安心して暮らせる社会環境を整備します。保

健、福祉、医療をいっそう充実させ、子どもから高齢者まで心豊かに暮らせるまちづくりを進めま

す。 

● 夢を育み学びの意欲を高めるまちづくり 

 住民一人ひとりが日常のなかで、豊かな心と郷土愛を育み、夢と生きがいのもてる地域社会をつ

くります。学校教育や文化・スポーツ活動、交流を通じて、自らの意思で自己の充実や生活の向上

のために、生涯にわたって学習し、課題に取り組み、学んだ成果を地域で生かせる環境づくりを推

進していきます。 

● 資源を豊かさにつなげるまちづくり 

 まちの自然や風土、歴史を生かした地域に根ざした産業の振興や新たな産業の芽を育てることに

より、雇用を創出し、地域経済の活力を高めます。産業間の連携を深め、広がりのある地域産業が

育つまちづくりを進めます。 

● 交流と協働で進めるまちづくり 

 住民や地域、企業等と行政の信頼を深めるとともに、今まで培ってきた交流を広げ、多くの人や

モノ、情報が行き交う地域社会をつくります。住民が活用しやすい行政であるとともに、住民が行

政と役割を分担したり、協力しあいながら、理想の大樹町づくりに取り組む協働のまちづくりを進

めます。 
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第２章  施策の大綱  

 ５つの基本目標に沿って、各分野ごとにまちづくりを進めていきます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（１）安全・安心な生活空間をつくる 
   ① まちづくり基盤 土地利用、市街地・集落、道路、公共交通、情報通信 
   ② 環境との調和  環境保全・自然保護、町土保全、水資源・新エネルギー 
（２）生活の質を高める 
   ① うるおいある生活 住宅・宅地、公園・緑地 
   ② 安全な生活  交通安全・防犯対策・雪対策、消防・救急、防災 
   ③ 快適な生活  水道、排水処理（下水道、し尿）、ごみ処理・リサイクル、火葬場・墓地、環境美化・景観 

１ 「やすらぎを生みだす」 人と自然にやさしいまちづくり 

 
（１）心身の健康を保つ 
   ① 健康な生活  保健、医療 

（２）やすらぎのある生活をつくる 
   ① 支えあう福祉  地域福祉、児童福祉（子育て支援、保育所）、高齢者福祉、障がい者福祉、母子・父子福祉 

   ② 社会保障  社会保障 

２ 「健やかに暮らす」 安心と支えあいのまちづくり 

 
（１）生涯にわたり育てる 
  ① 学びの提供  学校教育、地域全体で育てる体制づくり 
（２）生涯にわたり学ぶ 
  ① 学びの支援  生涯にわたる学習活動への支援（社会教育）、スポーツ活動の推進（社会体育） 

   芸術・文化活動の推進 

３ 「人が輝く」 夢を育み学びの意欲を高めるまちづくり 

 
（１）資源と環境を生かす 
   ① 農林水産業      農業、林業、水産業 

（２）魅力を高め、雇用を生み出す 
   ① 商工業、観光     商業、工業、観光、地場産業 

   ② 勤労者・消費者    勤労者対策、消費生活対策 

４ 「活力を高める」 資源を豊かさにつなげるまちづくり 

 
（１）つながりとひろがりを大切にする 
   ① 住民活動       コミュニティ、まちづくり活動 

   ② 交流         世代間交流・地域間交流・国際交流 

（２）自律性と透明性を高める 
   ① 行財政        行政、財政、広域行政 
（３）夢を形にかえる 
   ① 宇宙のまちづくり   航空宇宙産業の誘致・支援 

５ 「明日につなぐ」 交流と協働で進めるまちづくり 



14 
 

 

 

 

 

 

   基本計画  
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第１章  「やすらぎを生みだす」 人と自然にやさしいまちづくり 

～ 第１節 安全・安心な生活空間をつくる ～ 

１ まちづくり基盤  

 

 

 

【現状と課題】 

大樹町は 816.38 平方キロメートルという広大な面積を有しており、森林等が 82％を占め、農地等

が 17％、宅地については 1％程度となっています。 

市街地については、都市計画マスタープランによるゾーニングをはじめ、公営住宅等長寿命化計画な

どの関連計画に基づき土地利用を行っています。都市計画においては、中心市街地と浜大樹地区を都市

計画区域に位置付け、必要に応じて用途地域を指定し、基本的な土地利用をはかっています。今後は、

更に進行する超高齢社会を迎え、社会経済情勢が大きく変化するなかで「コンパクトなまちづくり」を

基本理念とした土地利用がより一層求められています。このような情勢のもと持続可能なまちづくりが

必要になってきます。 

農業地域については、農業振興地域整備計画に基づき、農地の保全や基盤整備事業による農地開発を

進めるとともに、流動化や利用集積等による利用高度化をはかっています。 

森林地域については、林業振興や環境保全など、森林のもつ多面的機能が発揮されるよう、地域森林

計画に基づき維持管理を行っています。 

日高山脈につながる国有林を中心とした自然保全地域や自然公園地域については、国土や豊かな自然

を守り、受け継ぐための貴重な財産として、国や北海道により保全が図られています。 

今後も引き続き、将来を見据えた計画的な土地利用を進めることにより、住民の安全・安心な生活や

地域の産業経済の振興、豊かな自然環境の保全をはかっていく必要があります。 

  

 

 

 

 

【基本方針】 

 

 

【ゾーニング】都市計画において、用途地域制を始めとする地域地区によって土地利用を面的に規制していく行為。 

【超高齢社会】世界保健機構（ＷＨＯ）や国連の定義で、総人口に対する 65歳以上の人口の割合が７％を超えると「高齢化社会」、

14％を超えると「高齢社会」、21％を超えると「超高齢社会」という。 

有限な土地を守り、効果的に生かすために、都市地域におけるコンパクトなまちづくりなど、計画的

な土地利用を進め、秩序ある発展と次代に引き継ぐべき豊かな自然環境を保全します。 

（１）  土地利用   
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【施策の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市計画マスタープラン】都市計画法の規定に基づく「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことで、人口、人やモノの動き、

土地利用、公共施設の整備などについて、将来の見通しや目標を明らかにし、まち全体を将来どのようにしていきたいかを示した計画。 

● 計画的な土地利用 

  土地に関する情報の収集と公開 

  町有地の有効活用 

  地籍の管理推進 

  自然環境や景観に配慮した土地利用の誘導 

 

 

● 都市地域の土地利用 

  都市計画マスタープランによるゾーニングの推進 

  コンパクトなまちづくりの推進 

  公営住宅等長寿命化計画によるまちなか居住の推進 

● 農業地域の土地利用 

  農業振興地域整備計画の適正管理 

  農地の保全、基盤整備の推進 

  流動化対策や利用集積による耕作放棄地の発生防止 

● 森林地域の土地利用 

  多面的機能に配慮した森林の保護、育成 

● 自然保全地域、自然公園地域の土地利用 

  適正管理の要請と監視 

① 総合的な土地利用の推進 

 

② 地域別土地利用の推進 
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【現状と課題】 

＜市街地＞ 

 大樹町の市街地は、国道 236 号に沿って南北に長く形成されていましたが、ふるさと大橋や公共施設

の整備、住宅の建築などにより農村部との連続性が増し、一体化した市街地形成が進んだことに加え、

道の駅コスモールの完成や歩道の整備などにより、都市機能の充実がはかられてきています。今後は、

歴舟川を「街を分断している川」から「人が集まる川」へと変えていくとともに、歩きたくなる街並み

を形成することが課題となっています。 

 少子化による人口減少、市街地の空洞化が進んでいるなか、公共施設の良好な環境を維持・形成しな

がら、機能の見直し、集約をはかり、コンパクトなまちづくりをめざしていくことが必要です。 

 都市施設の整備にあたっては、歩道の整備をはじめ、高齢者など交通弱者に配慮した交通施設の整備

に努めています。今後も歩行者や自転車の安全で快適な通行を確保するためのバリアフリー化や都市防

災体制の確立などが必要です。経済センター、コスモールの建設により交流・商業の拠点ができました

が、ソフト事業の充実により、人が集まるしかけづくりを進めていく必要があります。 

＜集落＞ 

 集落においては、景観に配慮した地域住民の参加によるゆとりのある集落づくりをめざし、集落周辺

の美化、地域性にあわせた生活環境施設の整備などを進めていくことが必要です。 

  

 

 

 

【基本方針】 

 

 

 

   

【バリアフリー】道路や建築物の入り口の段差など、日常生活の中で障壁（バリア）となるものを取り除き、誰しもが生活しやすい環

境を整えること、又はその環境。 

（２）  市街地・集落   

うるおいのあるコンパクトなまちづくりをめざし、歩いて暮らせるまちづくりやまちなか居住の推進

に努めます。また、地域住民の参加、協力を得ながら、各地域の特性に応じた集落環境の整備を進め

ます。 
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【施策の内容】 

 

 

 

 

 

● 総合的、計画的な市街地の整備 

 都市計画マスタープランの見直し 

 都市景観の確立 

 都市防災体制の確立 

● コンパクトなまちづくり 

  歩いて暮らせる町づくりの推進 

  まちなか居住の推進 

  バリアフリー化の推進 

  安心して歩ける歩道網の計画的な整備 

  冬期間の歩道の確保 

  都市施設の見直し 

● 大樹町らしい市街地づくり 

 道の駅コスモール及び周辺利用のイベント開催 

 

 

 

● 集落環境の整備 

 良好な農村景観の形成 

 緑や自然を取り入れたモデル集落づくりの検討 

① 市街地の整備 

 

② 集落の整備 
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【現状と課題】 

＜主要幹線道路＞ 

 帯広・広尾間の高規格幹線道路は、忠類大樹インターチェンジまでの整備が進められていますが、農

業関係施設の立地が進む重要港湾十勝港のある広尾町までの事業化が決定していないことから、関係機

関とともに早期開通を要望していく必要があります。 

 大樹町の２本の国道のうち、国道 236 号は帯広市を起点として日高振興局管内浦河町に、国道 336

号は浦河町を起点として釧路方面につながっています。国道 236 号は交通量も多く、また、市街地の中

央を流れる歴舟川に架かる橋梁部分で４車線から２車線になること、高校生の通学などに利用される幕

別町忠類との間の一部の歩道が整備されていないこと、国道 336 号については、橋梁が狭く、車両の円

滑な通行の妨げとなっていることや交通事故なども懸念されることから、引き続き対策を要請していく

必要があります。 

 主要道道は清水大樹線の１路線、一般道道は９路線で、全線舗装されていますが、交通量の多い路線

や通学路などについては、歩道などの交通安全施設の整備を求めていく必要があります。また、複雑な

交差点や道路の線形、冬期間の坂道の路面凍結対策など、安全で安心な交通が確保されるよう、要請し

ていく必要があります。 

＜町道＞ 

 町道は総延長 541.8ｋｍ、うち舗装延長 207.9ｋｍ、舗装率 38.4％で、国道や道道、公共施設など

に接続する幹線町道の整備はほぼ完成しています。今後は、市街地内の用地幅員の狭い宅地内の道路の

改良舗装が必要です。また、少子高齢化の進展に伴い、高齢者や子供、障がい者などを安全に、かつ事

故から守る道路も必要となってきます 

 また、道路・橋梁の多くは 1970 年代以降に建設されており、今後、50 年以上経過するものが増加

することから、道路の修繕や橋梁の架け替えにあっては、今までの事後保全的な対応から、定期点検や

パトロールをいっそう徹底し、予防的な修繕や計画的な架け替えを着実に進めていくことが必要です。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

（３）道路   

住民生活や経済活動を支える安全で便利な道路整備を進めるとともに、道路管理者の連携を深め、利

用しやすい交通ネットワークを構築します。 
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【施策の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 主要幹線道路の整備促進 

 高規格幹線道路帯広・広尾自動車道整備促進 

● 国道・道道の整備促進 

  国道 236 号大樹橋の拡幅改良要請 

  国道 336 号歴舟・芽武・当縁橋の拡幅改良要請 

  歩道等交通安全施設の整備充実要請 

  複雑交差点の解消要請 

  坂道等の路面凍結の対策要請 

 

 

● 町道の整備 

 市街地内町道の舗装整備 

 歩道等交通安全施設の整備 

 道路整備計画の見直し 

● 道づくりの工夫      

 歩行者に優しい道づくりの推進 

● 町道の維持管理 

 日常のパトロール 

 定期点検 

 橋梁長寿命化事業 

① 主要幹線道路の整備 

 

② 町道の整備 
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【現状と課題】 

 圏域の中心都市である帯広市から広尾までは、民間バス事業者がバスを運行しており、通学や高齢者

などの通院に利用されています。また、町内各地域へは、スクールバスへの混乗方式により、通院・買

物などにも利用できる「ふれあいバス」を運行しています。高齢者の増加などにより、今後、公共交通

の重要性はいっそう高まることから、利便性の高い交通体系の維持・確保をはかるとともに、町内交通

にあっては、デマンドバスなど利用者の視点にたった新たな運行形態を整えていく必要があります。 

 

 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

【施策の内容】 

【デマンドバス】利用者の要求に対応して運行する形態のバス。オンデマンドバスとも呼ばれる。 

（４）公共交通   

公共交通の維持・確保をはかるとともに、利用者の利便性に配慮した持続性の高い運行体制の確立を

はかります。 

● バス交通の確保 

 帯広・広尾間のバス路線維持に係る支援と要請 

 ふれあいバスの運行 

 デマンドバスや循環バスなどの創設 

 

① 交通機関の確保 
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【現状と課題】 

 情報通信においては、通信基盤の整備や通信技術の向上により、高速化と大容量化が進んでいます。

また、スマートフォンやタブレット型端末など、多種多様な通信機能をもつ機器の普及とそれを支える

高速無線通信の基盤整備も急速に進んでいます。 

 大樹町では、平成 25 年度に民間通信事業者による光ファイバーを利用した高速通信サービスの提供

が開始され、本格的な高速通信の利用が始まっていますが、町内全域で利用できる状況に至っていない

ことから、早期実現に向けて事業者に要請していく必要があります。 

 行政サービスとしての情報システムとしては、要援護者のための緊急情報システムや災害情報の伝達

や緊急通報、広報活動などに利用している防災行政無線がありますが、防災行政無線については、機器

の老朽化やデジタル化対応をふまえ、早期に更新する必要があります。 

 産業の情報化については、国や北海道の施策への協力を通じて取り組んでいるほか、経済団体にあっ

ては、系統組織等とのネットワークが構築されています。 

 情報化は、住民生活や産業経済活動を支える大きな柱であり、いっそう重要性が高まることから、今

後の情報通信技術の発展や基盤整備の進展に対応した取組みを進めるとともに、学校教育における環境

整備や内容の充実、住民のすべてがその恩恵を享受できるよう、知識の習得や啓発を進めていく必要が

あります。 

 また、国や北海道などの関係機関とともに、緊急時や災害時にも対応できる情報通信体制の強化や情

報管理の強化を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

【基本方針】 

 

 

 

【施策の内容】 

  

【スマートフォン】従来の携帯電話に比べてパソコンに近い性質をもった情報機器で、大きな画面でパソコン向けの Webサイトや動画

を閲覧できたり、アプリケーションを追加することによって機能を自由に追加したりすることができる携帯電話。 

【タブレット型端末】液晶ディスプレーなどの表示部分にタッチパネルを搭載し、指で操作する携帯情報端末の総称。スマートフォン

よりもさらに大きな画面での操作が可能で、スマートフォン以上の機能も備えた、パソコンに近い処理能力を備えている情報機器。 

（５）情報通信   

情報化社会の進展に対応できる基盤整備を進め、地域間格差の是正に努めるとともに、情報化社会に

対応した教育の充実や運用管理をはかります。 

● 高度情報通信基盤の整備 

 情報通信基盤整備の推進 

 地域間格差の是正 

● 住民生活での活用 

 緊急通報システムの整備、連絡体制の充実 

 防災行政無線の更新 

● 産業での活用 

 データベースの構築や情報化への支援 

● 情報化への対応  

 セキュリティの強化 

 情報化に対応した学習環境の整備と内容の充実 

 情報通信技術（ICT）体験機会の充実 

① 地域情報化の充実 
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２ 環境との調和 

 
 

 

【現状と課題】 

 豊かな自然に恵まれた良好な生活環境は大樹町の大きな魅力であり、この貴重な財産を守り、将来に

受け継いでいくため、様々な取組みが進められています。 

 住民生活や産業活動における環境負荷の低減については、公共下水道事業や浄化槽による生活排水に

よる汚染の防止、家畜排せつ物の適正な管理と利用に対する指導、法や条例に基づく公害発生施設や不

法投棄の監視などを行っています。 

 また、ふれあいの森や森林公園の自然休養施設、湖沼への野鳥観察施設の設置など、身近な自然に対

する理解と興味を深めたり、自然とふれあうことのできる大樹町らしい環境整備を進めているほか、住

民生活や産業活動などにおける開発や土地利用にあたっても、自然環境との調和や配慮に努めています。 

このほか、地球規模の問題である温暖化対策や資源の有効活用に対しては、太陽光などの自然エネルギ

ーの活用の推進や森林育成を進めています。 

 自然は、一度破壊されると復元が困難であるという基本的な考え方に立ち、開発や土地利用にあたっ

ては、今後も快適な生活環境の形成や自然とのふれあいなどに配慮しながら、各種事業の計画策定段階

から自然環境への十分な配慮をはかっていくことが必要です。 

 また、自然保護や地域の環境保全に対する住民活動も芽生えていることから、引き続き活動の支援や

組織の育成を進めていく必要があります。 

 

【基本方針】 

 

  

 

（１）環境保全・自然保護   

環境への負荷を軽減し、自然と共生しながら、資源・エネルギーを有効に利用する「持続可能な循環

型社会」の構築を進めます。 
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【施策の内容】 

● 環境保全の意識づくり  

 環境保全に関する情報収集・発信 

 環境保全への理解を深めるための機会や場の提供 

● 環境保全の推進  

 環境保全に関する住民の自主的な活動の促進 

 多自然型工法やリサイクル材の利用など、環境負荷や自然保護に配慮した事業の推進 

 

●自然環境の保護  

 森林や原生花園、海岸、河川などの保護 

 保存地域、保存樹木等の指定 

●自然保護活動の推進  

 学校や地域における自然保護活動の推進 

 身近な自然を守るための保全対策の推進 

 自然とふれあい、学ぶ場や機会の充実 

 

 

●公害の予防・監視 

 住民生活や経済活動による汚染の防止 

 不法投棄・野外焼却禁止の周知 

 公害の監視、苦情処理体制の充実 

① 総合的な環境保全の推進 

 

② 自然の保護、活用 

 

③ 公害の防止 
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【現状と課題】 

＜治山、治水＞ 

 山地災害の発生を未然に防止するため、治山施設の設置や森林の整備、災害が発生した場所での復旧

治山や下刈、除間伐など森林の有する公益的機能の維持をはかっています。今後も、崩壊や浸食を受け

やすく災害が発生しやすい山地の状況に対処するため、荒廃地の復旧や危険地の予防対策をはかる必要

があります。 

 自然豊かな大樹町にあっては、多くの河川が太平洋へと注いでいます。これらの河川は、流域の雨水

を集め、防災上の役割を果たすとともに、上水道への利用のほか、河川敷は公園としても利用されてお

り、また、豊かな自然環境が生活にうるおいを与えてくれます。 

 今後もこの機能を維持・保全していくため、調和のとれた総合的な河川管理に努めていく必要があり

ます。 

＜海岸、湖沼＞ 

 十勝釧路沿岸は、独特な海岸景観や特有の環境により、貴重な動植物の生息の地となっています。特

に、当縁川海岸、晩成海岸の原生花園は、希少動植物の宝庫として、豊かな自然が残されており、自然

環境の保全と防災に配慮した海岸環境を維持していくことが必要です。 

 また、沿岸部の湖沼は、内水面漁業やマリンスポーツ、観光などに利用されており、引き続き適正な

管理をはかる必要があります。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

【施策の内容】 

（２）町土保全   

住民の生命と財産を守るとともに、水資源の確保と生活環境の保全をはかるため、保安林指定による

水源のかん養や予防治山事業を進めます。また、海岸や湖沼の環境保全をはかります。 

● 治山事業の推進  

 災害発生箇所における復旧治山 

 下刈、除間伐等による森林保育の推進 

● 河川の整備 

 歴舟川河川緑地公園の維持・管理 

 河川愛護ボランティアの育成と支援 

 

 

● 海岸の保全 

 海岸保全事業による海岸保全施設の整備促進 

 原生花園の保護や海岸清掃ボランティアの育成 

● 湖沼を生かす整備 

 自然と調和した湖沼周辺の環境整備 

 マリンスポーツ施設周辺の環境整備 

① 治山、治水対策の推進 

 

② 海岸、湖沼の保全と環境整備の推進 
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【現状と課題】 

＜水資源＞ 

 森林のもつ公益的機能の発揮のため、水源かん養保安林を中心とした森林の育成・整備とともに、北

海道水資源の保全に関する条例に基づき、水資源の保全のための地域指定を行っています。今後も、公

益性の高い森林の造成や管理を進めていくとともに、地下水の汚染防止対策や河川愛護運動などを推進

していくことが必要です。 

＜新エネルギー＞ 

 地球環境保全・省資源・省エネルギーが求められるなか、クリーンで再生可能なエネルギーの開発・

利用を進めていくことが必要です。 

 大樹町では、住宅用太陽光発電システムの設置や環境に配慮した住宅への改修経費の助成を行ってい

るほか、大規模太陽光発電施設の立地や低炭素社会の実現に向けた家庭レベルでの取組みを助長するた

めのモデル事業などにより、環境に対する住民意識の啓発を進めています。 

 また、民間によるバイオガス発電施設の整備など、未利用・低利用資源の活用に向けた取組みも進め

られていることから、今後も省資源・省エネルギー意識の高揚をはかるとともに、木材や食品残さなど

のバイオマスや小水力発電の研究、メタンハイドレートなどの新たなエネルギーの開発動向も注視しな

がら、地域にあった取組みを進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

【基本方針】 

  

 

 

 

【施策の内容】 

 

【バイオマス】動植物などから生まれた生物資源の総称。 

【メタンハイドレート】低温高圧の環境で天然ガスの主成分であるメタンと水が融合した氷状の物質。石油などに比べ二酸化炭素排出

量が少なく日本近海の埋蔵量は、国内での天然ガス消費量の 100年分とも言われている。 

（３）水資源・新エネルギー   

森林の水源かん養、水質保全機能を高める取組みを総合的に進めます。また、技術面、コスト面など

の課題に対処しながら、低価格で有効な新エネルギーの導入を検討します。 

● 水資源の保護、活用 

 水源かん養林としての確保 

 河川愛護運動の推進 

 

 

● 新エネルギーの活用に向けた調査、研究  

 太陽光などの再生可能エネルギーの利活用の推進 

 木材や食品残さなど未利用・低利用バイオマス資源の活用 

 地域にあった新たなエネルギーの研究 

① 水資源の保護、活用 

 

② 新エネルギーの活用 
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～ 第２節 生活の質を高める ～ 

１ うるおいある生活 

 
 
 

【現状と課題】 

＜公営住宅＞ 

大樹町は、人口及び平均世帯人員が減少し、新設住宅の建設状況も減少傾向にあります。 

これらを踏まえ公営住宅においては、平成２３年度に公営住宅等長寿命化計画を策定しました。 

今後は、この計画で定めた方針に沿い計画的な建替え事業の推進及び公営住宅ストックの長寿命化改

善の実施に努めてまいります。 

現在の公営住宅等は、１５団地、１１７棟、４８２戸を管理しています。将来管理戸数（平成３３年

度）は、４３０戸を目標として整備を進めていくこととしています。 

建替え事業の基本方針としては、誰もが安心して入居できる居住環境を実現するため、ユニバーサル

デザイン対応の住戸とし、これまでの直接建設方式のほか、買取・借上方式等、民間型手法の導入につ

いても検討します。また、コンパクトなまちづくり及びまちなか居住も求められていることを踏まえ、

建設地については、まちなかの町有地を有効的に活用することが必要となっています。 

 長寿命化改善の基本方針としては、従来の対症療法型の維持管理から予防保全的な維持管理及び耐久

性の向上等をはかる改善を実施することによって、公営住宅の長寿命化をはかります。 

 大樹町においても、近年の超高齢社会及び子育て世帯の生活スタイルの多様化により、求められる公

営住宅も変化しつつあります。これらのニーズを把握するためにも積極的な情報交換及び情報の共有を

はかり、必要に応じた住環境の整備を行っていきます。 

＜住環境＞ 

 住環境は、住生活基本計画による誰もが住みよいうるおいのある住環境づくりを基本方針として、下

記の３つの目標を掲げています。 

 目標１「大樹の風土に根ざした良質な居住環境の形成」として、環境共生と地域特性を活かした住宅

施策の創設を行います。 

目標２「良質な住宅を手入して大切に使う社会への移行」として、リフォーム市場の拡大、中古住宅・

空き家の流通促進をはかります。 

目標３「住宅セーフティーネットの形成」として、サービス付高齢者向け住宅制度等の啓発普及に努

めます。 

 今後は、これらの目標を達成するために必要な住宅施策及び補助制度の創設を行います。また、国及

び北海道が推奨する長期優良住宅、北方型住宅の普及及び促進をはかる啓発活動並びに情報提供を行い

ます。 

 建築物の耐震化については、大樹町耐震促進計画に基づき昭和 56 年以前に建設した住宅の耐震性能

の向上に努めます。また、公共施設においても財政状況を踏まえ、災害時の住民サービスに影響をきた

さないよう耐震化を進めることも必要となってきます。 

＜宅地＞ 

 凍結状態が続いていた中大樹団地の造成は、宅地購入希望者数や財政状況等を総合的に判断した結果、

造成を断念することとし、太陽光発電事業の貸付地とすることとしています。 

 宅地については、緑苑分譲地や小中学校統合に伴い空き家となった教員住宅等の分譲を進めています。

過疎化や高齢化が進むなか、まちなか居住の推進が課題となっており、遊休地などを活用した定住対策

の検討が必要です。 

（１）住宅・宅地   
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【基本方針】 

  

 

 

 

【施策の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

【ユニバーサルデザイン】年齢や障がいの有無などに関わらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるように配慮されたデザ

イン。 

【住宅セーフティーネット】独力では住宅を確保することが困難な方々が、それぞれの所得、家族構成、身体の状況等に適した住宅を

確保できるような仕組み。 

誰もが住みよい住環境をめざし、ユニバーサルデザインの導入及び長寿命化を行い、公営住宅の建替

や改修を行います。また、地域の特性を活かした住宅施策の創設に努めます。 

● 公営住宅の整備  

 ユニバーサルデザインを導入した公営住宅の整備 

 民活型手法等による建替え事業 

 公営住宅ストックの長寿命化改善 

● 公営住宅の展開 

 社会情勢に対応した住環境の整備 

 入居高齢者世帯の支援体制の充実 

 

 

● 住宅施策の創設 

 地域特性を活かした住宅施策の創設 

 リフォーム市場の拡大推進 

 中古・空き家住宅の流通促進 

 住宅セーフティーネットの形成 

● 住環境の整備促進  

 住環境整備の啓発 

 建築物の耐震性能の向上 

 

① 公営住宅の整備 

 

② 住環境の向上推進 
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【現状と課題】 

＜公園＞ 

 公園や緑地は、町民のやすらぎや憩いの空間として、また、健康増進やスポーツ､レクリェーションの

場、コミュニティや災害対応施設として重要な機能をもっています。 

 大樹町には、柏林公園をはじめ、カムイコタン公園や中央運動公園、歴舟川河川緑地公園などの大き

な公園や身近な公園があります。財源が限られるなか、遊具の老朽化や利用度が低い公園もみられるた

め、維持管理費の節減に努めながら、環境保全も含め、適切な維持管理をはかっていく必要があります。

また、新たな公園や憩いの場については、利用ニーズをふまえながら整備していくことが必要です。 

＜緑・花いっぱい＞ 

 町内には、萠和山森林公園、晩成ふれあいの森、カムイコタン公園などに自然樹木が多く残されてい

ます。また、公園や街路の植樹や花壇の設置などを行っているほか、町花「コスモス」の種まきや「町

民の森植樹祭」を開催し、多くの住民が参加しています。現在は、まちづくり団体などが自主的な活動

を行っていますが、今後は、整備や維持管理に協力が得られるボランティアを募るなど、花と緑で町を

きれいにする運動を地域ぐるみで広めていくことが必要です。 

【基本方針】 

  

 

 

 

【施策の内容】 

 

【フラワーマスター】花の育成管理や街並み景観に配慮した花や緑に関する指導や助言を行う専門家。北海道が認定する。 

（２）公園・緑地   

やすらぎと憩いの空間、スポーツやレクリエーションの場、コミュニティや災害対策の施設として、

機能の高い公園の整備に努めます。また、公園の維持管理やコスモスを咲かせる運動などに対する住

民や町内会の参加・協力を得ながら、美しく潤いのあるまちづくりを進めます。 

● 公園の整備、維持管理  

 新たな公園の整備検討 

 公園台帳の整備 

 住民参加による管理の推進 

● 公園の活用促進 

 利用状況の把握と利活用の検討 

 商業活動やコミュニティ活動との連動促進 

 

 

● 緑花の推進 

 計画的な緑の保全と維持 

 自然林の保全、補植 

 防風林の保全と普及促進 

 公共施設周辺への樹木や花の植栽、維持管理 

● 町民の緑花活動の支援  

 コスモスを咲かせる運動の推進 

 緑花活動の支援 

 フラワーマスターや緑花ボランティアの育成 

 美しい花壇づくりの調査研究 

① 公園の整備、活用 

 

② 緑・花いっぱいのまちづくりの推進 
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２ 安全な生活 

 
 

 

【現状と課題】 

＜交通安全＞ 

 自動車の保有台数の急激な増加に伴い、交通安全対策が課題となっています。近年は、交差点での事

故や高齢者の事故が増加しており、特定交通安全事業の指定基準のもとに道路・交通環境などの変化に

応じた交通安全施設の整備を進め、地域住民に対しては継続的な啓発活動の推進をはかることが必要で

す。 

 大樹町では交通安全対策として、市街地の歩道の設置や拡幅、危険個所の警戒標識設置などを行って

います。今後、歩道の維持補修をはじめ、歩行が困難な箇所の解消をはかっていくことが必要です。ま

た、歩道や路上への駐車が増えており、関係機関と協力しながら歩行者の安全確保に努めていくことが

必要です。 

 交通安全の意識普及については、幼児、児童、高齢者を重点に交通安全教室や啓発活動を行っている

ほか、町内の関係機関、各団体などと協力し、交通安全運動を実施しています。今後も、参加や関心を

促しながら、町民総ぐるみの交通安全運動を推進していくことが必要です。 

 交通事故被害者の救済対策としては、広報紙などによる相談窓口の周知や交通災害遺児への奨学金制

度の利用促進などを行っています。 

＜防犯対策＞ 

 町内でも空き巣などの犯罪が発生しており、町民の安全な生活を確保するために、各関係機関・団体

と協力しながら、安全意識の高揚及び自主的な防犯活動を推進していく必要があります。 

＜雪対策＞ 

 町道は、早期除雪による路線の確保に努めていますが、今後も限られた人員、予算のなかで快適な冬

の生活を送るための環境の確保・整備に向けて、除雪路線の見直しや住宅周辺歩道の除雪に対する住民

の理解と協力を求めていく必要があります。 

 高齢者世帯については、介護予防事業による除雪を行っていますが、ボランティアなどによる除雪体

制の整備をはかっていくことも必要です。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

  

（１）交通安全・防犯対策・雪対策   

交通安全思想の普及とともに、交通環境の変化に応じた対策を推進し、交通事故の防止に努めます。

また、町民の防犯意識を高めるとともに、犯罪を未然に防ぐ環境づくりに努めます。除雪については、

冬期間の快適な生活環境の確保と、緊急時に対応できる体制を確立します。 
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【施策の内容】 

 

 

 

 

● 交通安全施設の整備  

 歩道の整備、拡張促進 

 横断歩道、歩行者用道路標示の設置促進 

 信号機、誘導標識、規制・警戒標識設置の促進 

 見通しの悪い急カーブ、Ｔ字路へのミラーの設置促進 

 変則的な交差点や危険な交差点の改良促進 

    関係機関との連携による道路診断の実施と各種安全対策の充実 

● 安全な交通環境の確保  

 関係機関との協力による交通マナー向上の啓発 

 道路交通の妨げとなる看板等の不法占拠物の排除 

 交差点周辺の見通しの確保 

 冬道の安全対策の推進 

● 交通安全意識の普及  

 各世代を対象にした交通安全教育の推進 

 各事業所における交通マナーと意識の高揚 

 町民総ぐるみの交通安全運動の推進 

 交通安全に関する広報活動の推進 

 各種関連団体の活動支援 

● 交通事故被害者の救済対策  

 交通事故に関する相談機会の周知、活用 

 交通災害遺児に対する奨学金制度の活用促進 

 

 

● 防犯意識の高揚  

 関係機関・団体との連携強化 

 防犯意識の啓発活動の推進 

 町民による防犯活動の推進 

 青少年の非行防止対策の推進 

● 犯罪を防ぐ環境整備  

 防犯灯の整備 

 学校施設、通学路における防犯対策の推進 

 

 

● 除雪・融雪体制の強化  

 道路における除雪・融雪体制の強化 

 積雪に対応した道路環境の整備、改善 

 地域における除雪・融雪体制の強化（除雪ボランティアの育成、確保） 

① 交通安全の推進 

 

② 防犯対策の推進 

 

③ 雪対策の推進 
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【現状と課題】 

＜消防＞ 

 大樹町の消防用施設・装備については整備が進んできているものの、必ずしも充足しているとはいえ

ず、地震や台風などによる大規模な自然災害や林野火災、特殊な同時多発災害などに対処するには、消

防力に限界があります。そのため消防水利などの補修管理、地震に強い耐震性防火水槽の整備、複雑多

様化する災害や事故に対応できる消防車両や資機材・安全装備品の計画的な更新が必要です。また、十

勝圏での消防広域化再編の推進による消防活動の迅速化や現場対応能力の向上をめざし、さらに高機能

指令センターの共同運用や消防救急無線デジタル化の共同導入の実現に向けた取組みを進めます。 

 消防団は、火災予防啓発や災害活動など、地域の防火防災に密着した災害対応機関として重要な役割

を担っており、とりわけ大規模な災害の対応にあたっては消防団の存在は不可欠です。 

 団の組織体制は３分団、定数 110 名で構成されていますが、高齢化や過疎化により定数の確保が難し

い分団もあります。各種知識を習得する研修や訓練の充実とともに、魅力ある消防団づくりを進めてい

くことが必要です。 

 火災予防については、消防団員や女性消防団員による査察及び町民や事業所を対象とした各種訓練、

広報紙、防災行政無線、インターネットを活用した啓発活動を行っています。 

 自主防火管理体制の確立、既存防火団体や幼少期から防火意識を高める消防クラブ活動の充実が求め

られています。また、災害原因調査、防火対象物・危険物施設の違反是正などの消防業務も災害の複雑

多様化により広範囲にわたっていることから、専門的な知識の習得や訓練の強化などをはかる必要があ

ります。 

＜救急＞  

 救命率のさらなる向上をはかるため、気管挿管や薬剤投与などの高度な救命処置ができる認定救命士

を計画的に養成するとともに、救急隊員の知識、技術等を維持・向上させることを目的に訓練や研修な

どを計画的に実施することが必要です。 

 また、救急隊員が到着するまでの間の人工呼吸や心臓マッサージ、ＡＥＤを活用した応急手当が実施

できるよう町民に対する応急手当の普及啓発に努めることも重要な課題です。 

 

 

 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

 

【AED】「Automated External Defibrillator」の略で、自動体外式除細動器。電気的なショック（除細動）を与え、心臓の働きを戻

すことを試みる医療機器。 

（２）消防・救急   

町民の安全や安心の確保のため、防火意識の浸透・向上をはかるとともに、消防体制及び消防団の充

実強化や消防施設の整備を推進します。また、町民による応急手当が行えるよう救命講習などを通じ

て知識や技術の普及をはかるとともに、急病患者などの発生時における救命率の向上を高めるため、

高度な救急救助体制の強化をはかります。 
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【施策の内容】 

 

 

 

 

 

● 消防施設の整備  

 耐震性防火水槽の整備 

 老朽化した防火水槽、指定水利の改修 

● 消防装備の強化  

 消防車両の更新 

 小型動力ポンプの更新 

 防火衣など安全装備品の更新 

 通信指令台の更新 

 消防無線のデジタル化への対応 

● 常備消防の強化  

 各種災害に対応した訓練、知識の普及 

 専門的知識を有する人材の確保 

 消防組織の広域化の推進 

● 非常備消防の強化  

 消防団員の教育訓練の強化 

 災害弱者関係団体との連携強化 

● 火災予防の推進  

 事業所、一般家庭への査察の強化 

 防火対象物・危険物施設の指導強化 

 事業所、地域における各種訓練の実施 

 広報紙、防災無線、インターネット（ＨＰ）を活用しての予防広報の充実 

 幼少期からの防火意識の啓発 

 防火映画視聴資器材の導入 

 

 

●救急・救助体制の強化 

 救急救命士・認定救命士の養成 

 救急・救助車両、設備の充実 

●救急・救助に関する技術や知識の普及  

 普通救命講習の普及と再講習の推進 

① 消防体制の強化 

 

② 救急体制の強化 
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【現状と課題】 

 地域防災の基幹システムとして、防災行政無線の戸別受信機を全戸に配布するとともに、屋外にも設

置し、災害時の情報提供を行っているほか、避難所や避難誘導の標識を設置しています。 

 現在の防災行政無線は、平成 2 年度に整備されたもので、老朽化による故障時の対応が問題となって

おり、今後、通信手段の維持が困難となるため、早期にデジタル化への更新をはかる必要があります。 

避難所については、小中学校の統廃合により閉校となった校舎の利活用をはかるとともに、各避難所

への食糧や資機材など備蓄品の配備を進めています。 

 平成 24 年 6 月に北海道防災会議が公表した太平洋沿岸に係る津波浸水予測では、大樹町で想定され

る津波の高さは最大 20m、津波浸水区域もこれまでの想定の範囲を超えることが示されたため、津波ハ

ザードマップの改訂や防災のしおり、広報紙などを通じて住民意識の喚起をはかるとともに、より早く、

より安全に避難するための新たな避難ルートの確保が求められています。 

 また、災害時の避難に特に配慮を必要とする高齢者や障がい者などの情報を関係者が共有できる仕組

みづくりや、避難所への専用スペースの確保など、要支援者対策の強化をはかる必要があります。 

更には、地震による被害を未然に防ぐため、引き続き、公共施設や民間住宅など建築物の耐震化を進

めるとともに、災害拠点施設の整備や機能強化をはかる必要があります。 

災害による被害を最小限に抑えるためには、住民一人ひとりの日頃の防災意識と災害に対する備えが

大切です。このため、通信システムの更新・強化を進めるとともに、大規模災害を想定した全町的な訓

練の実施や自主防災組織の育成など、地域ぐるみの防災体制づくりを進めていく必要があります。 

 

 

 

【基本方針】 

 

 

 

【施策の内容】

【ハザードマップ】自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したもの。 

（３）防災   

災害に強いまちづくりをめざし、地震や豪雨などの自然災害への対策や危険区域の整備をはかります。

また、防災意識の高揚をはかるとともに、災害時の即応体制の強化に努めます。 

● 防災対策の推進  

 危険区域の災害防止対策の推進 

 建築物の耐震化 

 避難場所や避難路、備蓄品の整備と住民への周知徹底 

 地域住民による自主防災組織の育成 

 総合防災訓練の開催 

 防災専門家や町広報紙等による防災知識の普及、向上 

 災害弱者対策の推進 

 防災拠点施設の整備、機能強化 

● 緊急連絡体制の強化  

 防災行政無線の更新  

① 防災体制の充実 
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３ 快適な生活 

 
 
 

【現状と課題】 

＜水道＞ 

 大樹町では、平成２年に簡易水道と営農用水とを統合し、上水道事業として町内のほぼ全域と幕別町

忠類の一部に供給しています。現在は、坂下浄水場及び住吉浄水場により安定した上水を供給していま

すが、今後も安定した水資源を確保するために、北海道水資源の保全に関する条例による保全地域の指

定を受け、水資源の確保に努めていきます。 

 更新が必要な配水管路については順次更新を行っていきます。限られた財源のなかで、整備を計画的、

継続的に行っていくことが課題となっています。また、計装及び機械についても老朽化が進んでおり、

更新を進めていく必要があります。 

 給水管や配水管路などの漏水対策については、順次地区毎に漏水調査を実施しており、有収率も上昇

しています。今後も、継続的に行っていくことが必要です。 

 運営面については、管理や事務の効率化をはかるとともに、財政状況をふまえながら料金の改定を行

い、健全運営をめざしていくことが必要です。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

 

【施策の内容】 

 

 

 

 

（１）水道   

安全で清らかなおいしい水の供給をめざし、関連施設・装置の維持管理、更新を計画的に進めます。

運営については、独立採算の原則に基づく経営をめざし、事務処理の効率化や料金の設定などを行い

ます。 

● 安定した水源の確保 

 既存水源の保全 

 水源周辺の森林の保全 

● 水道施設の整備  

 計画的な配水管、計装及び機械の更新 

 配水管等漏水調査の計画的な実施 

 非常時、災害時の給水対策 

● 水道事業の健全運営  

 採算性をふまえた料金の設定 

 検針業務の効率化 

 使用料の滞納対策の強化 

 その他水道業務の事務の効率化  

① 良質な水道の供給 
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【現状と課題】 

＜下水道＞ 

 平成３年に着手した公共下水道管路工事は、平成 22 年までにほぼ完了しており、認可区域の 90％を

整備済みです。近年の水洗化率は年間 1.2％程度の伸びで鈍化傾向となっており、市街地での水洗化は

ほぼ完了に近づいているので、今後は維持管理を進めていきます。 

 また、長寿命化計画を策定し、下水終末処理場の処理施設老朽化に伴う更新を順次進めていきます。 

集落地区など公共下水道事業区域外では、合併処理浄化槽の設置を行っています。 

 水による冠水被害解消として、柏木町周辺や道の駅コスモ－ル周辺の排水管整備が完了しましたが、

今後も必要に応じて整備を進めていくことが必要です。 

＜し尿＞ 

 し尿等の処理は、十勝環境複合事務組合の中島処理場で行っており、収集運搬は、町の許可業者が実

施しています。市街地については、平成８年度に供用開始の公共下水道の普及により、年々収集量が減

少してきています。また、公共下水道区域外の地域では、平成 14 年度に導入された個別排水処理施設

設置事業により、浄化槽によるし尿等の処理が進んでいます。 

 また、し尿も含めた生活排水処理に関しては、下水道との整合性をはかり、今後の処理対策を検討し

ていきます。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

 

【施策の内容】 

（２）排水処理（下水道、し尿）   

快適な生活空間づくりをめざし、下水道や個別排水処理施設の整備と維持管理のほか、施設の計画的

な更新を行います。し尿処理については、地下水及び公共水域の水質汚濁につながる生活排水の適正

処理に努めます。 

● 公共下水道の整備  

 公共下水道事業の推進、維持 

 下水道汚泥の堆肥化の推進 

 緊急時における管理体制の強化 

● 雑排水対策の推進  

 合併処理浄化槽の普及 

● 雨水処理対策の推進  

 雨水排水路の整備促進 

 

 

● し尿収集・処理の充実  

 十勝環境複合事務組合及び収集許可業者との協力体制の強化 

 生活排水処理の適正処理の充実 

 汚泥や処理水の利用促進  

① 下水道の整備 

② し尿処理の充実  
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【現状と課題】 

＜ごみ処理＞ 

 ごみ処理は、大樹町、広尾町、幕別町で構成している南十勝複合事務組合で行っており、収集運搬業

務については、各町村が民間委託により実施しています。 

 ごみ処理基準は、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法・小型家電リサイクル法、ダイオキシン

類対策特別措置法などにより細分強化され、収集体制の充実が求められています。 

 ごみ処理経費については、平成 14 年から収集運搬費用の住民負担を導入し、ごみの減量化や排出経

費の負担の公平性確保に努めています。 

 ごみ処理施設費の軽減に向けては、十勝管内の全市町村で構成される十勝ごみ広域処理検討協議会に

おいて、ごみ処理の広域化が検討されています。 

＜リサイクル＞ 

 リサイクルに関しては、各種リサイクル法に基づき、資源の再生利用及び埋立処分場の長期利用を目

的に、ごみ分別の徹底とリサイクル施設の充実による減量化に努める必要があります。ヒトデや水産加

工による加工残さ、流木、廃漁網などの廃棄物については、堆肥化による再生利用や、処理業者による

適正処理が行われています。今後も関係機関との連携を深め、産業廃棄物排出事業者や処理業者に対し

て法制度を周知し、適正処理を促進していくことが必要です。産業廃棄物については、全てにおいて排

出者に適正処理責任があり、不適正処理があった場合、環境悪化につながるため、充分な監視や指導の

強化を進めます。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

（３）ごみ処理・リサイクル  

一般廃棄物法・産業廃棄物法の遵守をめざし、一般廃棄物の環境重視による適正処理の推進に努める

とともに、リサイクルや減量化を促進します。 
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【施策の内容】 

 

 
● ごみ収集・処理体制の充実 

 ごみ処理基本計画の見直し 

 ごみ処理施設の維持管理 

 埋立処分場の延命化と長期計画の策定 

 リサイクルセンターの充実 

 ゴミステーションの地域管理・維持管理 

 収集制度の確立 

 ごみ処理広域化の検討 

● 適正処理の推進  

 ごみ搬出ルールの周知徹底 

 不法投棄対策の確立強化 

 

 

● 減量化の推進 

 ごみの減量化対策の推進 

 ダイオキシン類の削減対策 

 ごみ減量化に対する事業所への支援 

● リサイクル、再資源化の推進  

 各種リサイクル法に伴う関係機関との連携・協議の実施 

 ごみの減量化や再資源化への意識づくり 

 再資源化に対する事業所への支援 

● 適正処理の促進  

 再生利用や適正処理の推進 

 排出事業者や処理業者への法制度の周知 

 産業廃棄物処理に係る監視や指導の強化  

 

① ごみ処理の推進 

② ごみの減量化、リサイクルの推進 
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【現状と課題】 

＜火葬場・墓地＞ 

 大樹町にある火葬場は、大樹町と幕別町忠類地区の利用を対象に、南十勝複合事務組合により管理・

運営が行われていますが、老朽化に伴う改築も想定しながら、今後も利用状況に応じた改修、整備を行

っていくことが必要です。 

 町内 11 か所の墓地のうち、４か所は町が管理しています。墓地の環境整備として、雑草除去や樹木

の剪定などを行っていますが、周辺環境の整備も含め、引き続き適切な管理に努めていくことが必要で

す。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

【施策の内容】 

（４）火葬場・墓地  

火葬場の適切な維持管理に努めるとともに、利用者の理解と協力を得ながら、墓園としての環境整備

を進めます。 

● 火葬場の維持 

 施設、設備の維持管理 

 火葬場の改築の検討 

● 墓地の維持  

 周辺環境の整備 

 設置設備の維持管理 

 ごみ持ち帰り運動の啓発 

 墓地使用料の見直し 

① 火葬場、墓地の整備 
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【現状と課題】 

＜環境美化＞ 

 大樹町では、毎年春と秋に「マチをきれいにする日」を定め、各行政区ごとに道路、公園、花壇など

の清掃並びに空き缶・空きびん拾いを行っているほか、空き缶・空きびん拾いのボランティア活動が小

学校行事として行われています。 

 市街地では、空き地の雑草等の除去周知と除去困難者からの申請に基づく除去を行っています。 

ペットの適正飼育及びふん尿処理をはじめ、雑草や枯れ葉などの除去についても住民の理解と協力を

得ながら、対策を進めていくことが必要です。 

 不法投棄については、海岸線や河川周辺、更には山林内でも散見され、今後、取締りの強化とともに、

町民への意識啓発を進めることが必要です。 

＜景観＞ 

 大樹町には、恵まれた自然や雄大な景観など、住む者、訪れるものに癒しを与え、地域の誇りとなる

ような景観が多くあり、今後は、このような景観を観光資源と捉えた広域的な活用や、自然景観の保全

をめざした取組みが必要です。 

 「コスモスのまちづくり」の一環として、コスモスの種子を配布し、町中に咲かせる運動を展開した

り、町民参加によりシンボルガーデンを造成しています。今後も、「コスモスのまちづくり」が住民活

動として定着し、さらに展開するよう、花いっぱい運動、ガーデニングの奨励など多方面にわたる景観

づくりを進めていくことが課題となっています。中心市街地では、人に優しい、景観に配慮した街路が

整備されています。今後は、維持管理への住民参加や取組みの拡大をはかりながら、花と緑のまちづく

りを推進していくことが必要です。 

 

【基本方針】 

 

 

 

（５）環境美化・景観  

清潔な生活環境をめざし、環境美化活動を促進します。また、街を花で飾るなど、景観に対する町民

の意識の高揚を促し、住民活動を通じた景観づくりを進めます。 
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【施策の内容】 

 
 

● 美化、清掃活動の推進  

 枯れ葉等の適正処理 

 一斉清掃日の設定、周知 

 清掃活動の支援 

 空き地の雑草等の除去周知の推進 

 ペット飼育者に対する適正飼育の徹底 

● 不法投棄対策の推進  

 不法投棄や野外焼却に対する監視と指導 

 不法投棄に対する意識啓発 

 

 

● 魅力ある自然景観の保全  

 景勝地の保全 

 自然景観に配慮した施設・設備の整備 

 自然景観の保全に関する意識の啓発 

● 市街地における景観の向上  

 沿道花いっぱい運動の展開 

 景観に配慮した街路の維持管理 

① 環境美化の推進 

② 景観の保全、向上 
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第２章  「健やかに暮らす」 安心と支えあいのまちづくり 

～ 第１節 心身の健康を保つ ～ 

１ 健康な生活 

 
 

 

【現状と課題】 

＜母子保健＞ 

 親と子の健康づくりについては、妊娠期から乳幼児期までの各種健康診査をはじめ、母子の健康を守

り、安心して妊娠、出産、子育てができるよう各種事業を行っています。 

 大樹町の小中学生は、全国・全道より肥満者の割合が高く、親や祖父母の生活習慣が子どもの健康に

影響しているため、親や祖父母への適切な生活習慣、食生活の保健指導が必要です。 

 こどもミニドック（小学 4 年生～中学 3 年）の結果では、高血糖・脂質異常が見られ、特に肥満のあ

る子どもでは、異常所見が増えるため、乳幼児期から適切な生活習慣を身につけ、肥満を予防すること

が必要です。 

＜成人保健＞ 

 健診により生活習慣病を早期に発見し、悪化予防することが必要ですが、30～50 歳代の受診率が低

く、若い頃から生活習慣病予防の関心を高める必要があります。 

 65 歳未満の介護保険認定率が、全国や全道の２倍となっており、その原因は脳卒中が約７割を占めま

す。脳卒中になった方の多くが、健診未受診で発症前に自分の健康状態を把握していないために重症化

していることから、継続して健診を受診し、生活習慣を改善し、必要な治療をうけることが必要です。 

初めて健診を受診した者は、継続受診者より結果が悪いことが多いことから、未受診者を減らすことが、

本人の健康を守るだけでなく、社会保障費の抑制につながります。 

＜高齢者保健＞ 

 後期高齢者 1 人当たり医療費は、全道平均を下回りますが、平成２０年度から平成２３年度まで毎年

増加しています。７５才頃を境に生活習慣病を中心とした入院受療率が上昇しており、若い頃からの不

健康な生活習慣が高額医療につながっていると言えます。 

 高齢になると認知症、脳血管疾患、整形疾患によって介護保険の認定を受ける方が増えるため、肥満、

高血圧、糖尿病などの生活習慣病を悪化させない活動が重要です。 

＜感染症予防＞ 

 子どもを感染症から守るため、予防接種をより受けやすい体制に整えました。 

＜精神保健＞ 

 従来の精神の病気のほかに、近年はストレスからくる病気が増加しています。このため、精神保健に

関する知識の普及啓発、訪問、相談などの支援体制の整備をしています。 

 

【基本方針】 

 

 

 

（１）保健  

健康寿命の延伸と健康格差の縮小をめざし、健康に関する意識や関心を高めながら、胎児（妊婦）か

ら高齢者までのあらゆる世代の生涯を通じた生活習慣病の予防と重症化予防の推進に努めます。 
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【施策の内容】 

● 親と子の健康づくり 

 健康相談、健康教育・訪問指導の充実 

 父、母親学級の充実 

 各種健診の充実 

 虫歯予防事業の充実 

● 成人の健康づくり 

 各種健診・保健指導の充実 

 健康相談、健康教育、訪問指導の充実 

● 高齢者の健康づくり 

 健康相談、健康教育、訪問指導の充実 

 介護予防事業の実施 

● こころの健康づくり  

 精神保健に関する知識の普及啓発 

 健康相談、健康教育、訪問指導の推進 

● 感染症予防の充実  

 予防接種の推進 

 結核健診、エキノコックス健診の推進 

 食中毒予防の推進 

 感染症予防のための知識の普及啓発 

① 健康づくりの充実 
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【現状と課題】 

＜地域医療＞ 

 大樹町には、町立国保病院をはじめ、開業医院２か所、歯科医院２か所の医療機関があります。町立

国保病院の標榜診療科目は、内科・外科・小児科・整形外科・泌尿器科・眼科の６部門で、常勤医４名

と嘱託医１名の５名体制であり、現時点で医師は確保されていますが、今後も医療スタッフの確保対策

は重要な課題です。病院施設の老朽化・耐震性の問題から、平成 25・26 年度に施設を改築し、医療機

器等も必要に応じて刷新します。今後は、整形・泌尿器以外の要望が高い専門診療科の開設など医療機

能の充実が求められています。また、必要に応じた設備の更新は不可欠であり、将来を見据えた規模・

医療機能に応じた機器の選定が求められます。経営面では、経費の節減や民間委託の推進、適正な人員

配置や勤務形態の見直しなどにより健全化をはかっていくことが必要です。 

 健康づくり事業、健診、予防接種、事業所健診、保育園・学校保健事業などを実施しているほか、訪

問診療、訪問看護を行っています。今後も、関係機関との連携を深めながら、地域医療体制の充実に努

めていくことが求められています。 

＜広域・救急医療＞ 

 十勝圏では、帯広市を中心に２次・３次医療体制が整備され機能分担が進んでおり、町立国保病院で

は大樹町・幕別町忠類地区及び近隣町村の１次・２次医療の役割を担っています。初期診断の確実性と

迅速さが求められ、専門医療機関との橋渡し役として、情報交換・連携が迅速に行えるような体制の充

実が必要です。 

 救急医療体制については、24 時間救急患者を受け入れているほか、初期診断に基づき専門性の高い２

次救急医療機関及び３次救急医療機関への紹介、救急搬送への同行などを行っています。今後も、救急

救命士と病院の連携強化により、迅速な対応ができる体制が求められています。 

 

【基本方針】 

  

 

 

 

 

（２）医療  

設備の更新や診療体制、地域医療体制の充実などをはかりながら、地域に根ざし、親しまれる病院づ

くりを進めます。また、町内及び管内医療機関をはじめ関係機関との連携を深めながら、地域医療体

制の充実に努めます。 
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【施策の内容】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【プライマリーケア】病気の初期診療。第一次医療。 

● 町立国保病院の整備 

 施設の改築、整備 

 医療機械・器具の計画的な導入整備 

 医師の確保 

 理学療法士、看護師、介護士の確保 

 医師住宅の整備 

● 町立国保病院運営の効率化と充実  

 効率的な運営のための事業の見直し 

 適正な人員配置 

 経費の見直しによる節減・経営改善 

● 地域医療体制の確立 

 健康づくり事業・健診・予防接種の充実 

 職域健康診断の充実 

 保育所・学校保健事業の充実 

 プライマリーケア・慢性期治療・リハビリの充実 

 訪問診療・訪問看護の充実 

 訪問リハビリの充実 

 町内医療機関相互の連携強化 

 保健、福祉との連携強化 

 専門外来診療の充実 

 

 

● 広域医療体制の充実 

 管内専門医療機関との連携強化 

 画像診断の高度化対応、ＩＣＴ化の推進 

● 救急医療体制の充実 

 24 時間救急患者受け入れ体制の充実 

 他の２次救急医療機関との連携強化 

① 地域医療の充実 

② 広域・救急医療の充実 
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～ 第２節 やすらぎのある生活をつくる ～ 

１ 支えあう福祉 

 
 

 

【現状と課題】 

＜地域福祉＞ 

 近年の少子高齢化や核家族化、生活スタイルの変化などにより、家族や地域社会の支えあう機能が低

下し、地域で支えあって暮らすことが難しくなっている傾向にあります。 

 地域福祉を進めるためには、町民一人ひとりのつながりを強め、お互いの信頼関係を築くことが重要

です。そのためには、地域コミュニティの活性化をはかりながら、お互いが支えあえるネットワークづ

くりをさらに進めることが必要です。 

 公的サービスだけでは対応できない地域生活に密着したきめ細かな福祉サービスを提供するためには、

地域福祉活動の要としての役割を担っている社会福祉協議会とより一層連携を高めていく必要がありま

す。 

 多様化する福祉ニーズに対応するため、若者層をターゲットにした人材育成やリーダー養成を推進し

ながらボランティア活動を充実させていくことが必要です。 

 一人暮らしや夫婦だけで暮らす高齢者世帯が増加していることから、高齢者が住み慣れた地域で安心

して安全に生活するためには、地域ぐるみの見守りが必要となっています。 

 災害時における高齢者や障がい者などの被災者を見逃さないため、日頃からの要援護者の把握と情報

の適正な管理がより一層求められています。 

 

【基本方針】 

 

 

【施策の内容】 

（１）地域福祉  

誰もが安心して住みやすいまちとなることをめざし、地域全体で支えあう仕組みづくりを展開します。 

●地域福祉の総合的な推進 

 保健・福祉・医療の連携 

 地域福祉を推進する組織の活動支援 

 地域福祉に関する相談支援体制の充実 

 地域福祉に関する情報提供の充実 

 地域福祉を支える人材の確保、育成 

●福祉ボランティアの育成・支援 

 ボランティア活動を行う人材の育成 

 ボランティアへの参画機会の拡大 

 ボランティアの専門性の向上 

●地域での見守り支援体制の構築 

 小地域ネットワーク事業の推進 

 関係機関や各種団体との連携強化 

●災害時要援護者への支援体制の充実 

 災害時要援護者の把握 

 災害時における見守り体制の強化 

① 地域福祉の確立 
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【現状と課題】 

＜子育て支援＞ 

 過疎化が進行する大樹町においても、子育てに対する不安や悩みを抱える親が増えており、子育てに

対する支援が求められています。 

 多様な子育てニーズに対応するためにサービス体系の更なる包括化が必要となります。 

大樹町では、第 5 期総合計画と並行して、大樹町子ども・子育て会議（外部審議会）による支援事業

計画を策定し、子どもの保育と子育て家庭支援の包括化を推進、提供するためにも行政組織体制の見直

しが必要になります。 

 放課後児童対策の課題としては、利用希望増により小学 4 年生以上は、平成 23 年度より原則利用不

可としているので、4 年生以上の受入れ充実などがあります。 

 新たな保育サービスの検討としては、認定こども園、延長保育、休日保育、保育ママ、ファミリーサ

ポートセンターなどがあります。今後も支援ニーズを把握しながら、適切な支援を行っていくことが求

められています。 

 また、乳幼児及び児童医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療

を促進し、健康の向上と福祉の増進をはかります。 

＜保育所＞ 

 町立保育所（尾田保育所、旭保育所）と法人保育所（大樹南保育園、大樹北保育園）を含めた認定こ

ども園化の検討が今後の課題となっています。 

 

【基本方針】 

 

 

 

（２）児童福祉（子育て支援、保育所）  

大樹町子ども・子育て支援事業計画に基づき、子育てに関する支援サービスの充実とともに、地域ぐ

るみの子育て支援ネットワークの整備に努めます。 
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【施策の内容】 

 
 
 

● 児童福祉の総合的な推進 

 児童館・障がい児デイサービス機能の検討 

 子どもの保育と子育て家庭の支援の包括化 

 包括的な子ども・子育てサービスを提供するための行政組織体制の検討 

● 子育て支援体制の充実 

 子育て支援センターの機能充実 

 育児サークルの充実 

 親子が安心して遊べる空間づくり 

 家庭的保育、保育ママの補完 

 学童保育施設の整備 

 学童保育所への児童館・障がい児デイサービス機能の付加検討 

 子どもの保育と子育て家庭の支援の包括化検討  

 乳幼児及び児童医療費助成事業の継続 

 

 

● 保育所の充実 

 保育所の認定こども園化（幼稚園・保育所の一体機能）の検討 

 保育所の施設・設備の充実 

 保育サービスの充実 

 保育士等の研修機会の拡充 

 小学校との連携強化 

 保護者へのニーズ調査等による延長保育、休日保育の検討 

① 子育て支援の充実 

② 保育所の充実 



49 
 

  
 
 
【現状と課題】 

＜高齢者福祉＞ 

 大樹町の 65 歳以上の高齢者数は、平成 32 年に 2,045 人、75 歳以上の高齢者数は、平成 42 年に

1,304 人とピークを迎え、その後減少することが見込まれています。しかし、高齢化率は、平成 37 年

に 40％を超え、その後も上昇し続けることが見込まれています。 

 本町では、関係機関の連携により、高齢者福祉に関わるサービスの充実に努めていますが、これを更

に深めるため、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」

の実現、医療・介護や高齢者が多世代とふれあえる住環境が近接した集約型まちづくりをめざしていく

ことが必要です。 

 町内には、町立の特別養護老人ホームのほか、民間の老人保健施設などの介護に関わる施設があり、

入所のほか、通所による介護、リハビリテーションなどが行われています。特別養護老人ホームについ

ては、待機者の解消が求められています。 

 本町では、地域包括支援センターを中心とし、関係機関との連携やサービスの調整をはかりながら、

介護予防や介護に関する各種サービスの提供、相談などを行っていますが、今後は、「地域ケア会議」

の開催による「地域力」「互助力」を多職種協働によりサポートする仕組みづくりなど、住民個々の個

性や各地区の実情に合わせた事業推進が求められます。 

 介護保険事業については、高齢者人口の増加などから保険給付費が増大し、介護保険料の上昇や保険

財政基盤の圧迫が進んでいます。介護予防等の地域支援事業や介護サービスの安定的な提供体制の整備

をはかりながら、増大する保険給付費の適正化を進めていく必要があります。 

＜超高齢社会への対応＞ 

 高齢者の健康づくりや生きがいづくりを支援するとともに、高齢者の自立と社会参加活動の促進を進

めているところですが、近年、定年退職年齢や年金支給開始年齢が引き上げになるなど、従来の「支え

が必要な人」という高齢者像が変わりつつあります。それに伴い、高齢者が活躍する場や居場所づくり

のあり方も見直す必要があります。また、意欲と能力のある 65 歳以上の高齢者の方には支える側にま

わってもらうような環境整備を行っていくことが必要です。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

 

 

（３）高齢者福祉  

介護保険事業の適正な運営をめざし、地域包括ケアシステムによる住まい・医療・介護・予防・生活

支援の一体的な提供をはかります。また、従来の「支えが必要な人」という高齢者像が変わりつつあ

ることを踏まえた上で、高齢者の健康づくりや生きがいづくりを支援するとともに、高齢者の自立と

社会参加活動を促進します。 
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【施策の内容】 

● 高齢者福祉の総合的な推進  

 住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの実現 

 医療・介護や高齢者が多世代とふれあえる住環境が近接した集約型まちづくりの推進 

 高齢者福祉を支えるボランティア人材の確保・育成の推進 

 高齢者の人格を尊重する（権利擁護）取組みの強化 

● 介護サービス事業の充実 

 公営介護サービス事業（特養・デイサービス）の健全運営、一部民間委託の検討 

 民間参入を視野に入れた地域密着型介護サービス事業 

 （小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護等）実施の検討 

● 地域包括ケアの確立 

 地域ケア会議の開催による「地域力」「互助力」の多職種協働によるサポートの実現 

 住民個々の個性や各地区の実情に合わせた介護予防事業の推進 

 成人期から継続した生活習慣病予防の推進 

 高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できる生活支援サービス整備 

 高齢者の生活の安全を守るための対策の促進 

 日常的な生活・安全支援に資する商業サービスの認定・助成制度の開発 

 介護知識の普及 

 地域包括支援センター総合相談事業の推進 

● 介護保険事業の推進  

 介護保険事業計画の策定 

 介護保険制度や介護サービスの利用方法の周知 

 低所得者のサービス利用に係る利用者負担額の軽減 

 介護給付費適正化の取組み 

 

 

● 生きがい対策の推進 

 定年退職年齢の引き上げによる、高齢者が活躍する場・居場所のあり方の見直し 

 60 歳代の現役退職者を中心とする「高齢者を支える仕組み」づくりの推進 

● 超高齢社会に対応した制度の見直し 

 自由な移動を保証する福祉的交通手段としてのデマンドバスの検討 

① 高齢者福祉の充実 

② 超高齢社会への対応 
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【現状と課題】 

＜障がい者福祉＞ 

 障がい者に関する福祉問題は複雑多様化しているのが現状であり、障がい者が地域の中でいきいきと

暮らしていくためには、多様なニーズに対応する相談やサービスの充足に加え、障がいのある者にとっ

て暮らしやすい地域づくりを進めることが重要です。 

 障がい者をめぐる制度については、平成 18 年に「障害者自立支援法」の施行により、障がいの種別

にかかわらずサービスを利用するための仕組みが一元化され、障がい者の生活を支える福祉サービス体

系が見直しされました。 

 また、平成 25 年 4 月からは「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（障害者総合支援法）」に改正され、制度の谷間を埋めるべく、障がい者の定義に難

病等が追加されるなど、障がい者の広がりに対応した制度改革が進められています。 

 こうした制度改革の中で、障がい者施策は「施設から地域へ」と大きく変化しており、障がい者が住

み慣れた地域で安心して生活していくためには、福祉サービスをはじめとし、保健・医療・教育・雇用・

生活環境など生活全般にわたる様々なサービスの充実が求められています。 

 これまでも、国の法制度等の動向に基づきながら、多様なニーズに沿った障がい者福祉サービスの推

進に努めてきましたが、今後は地域生活支援や社会参加・就労支援をより一層充実するとともに、身近

な相談支援体制の構築や障がい者の生活を支える福祉サービスの拡充をはかっていくことが必要です。 

乳幼児の発育や発達の遅れを早期に発見し、発達の遅れや障がいのある子どもに対しては、身近な地域

で必要な療育や相談・指導を行う支援体制の充実が求められています。このため、南十勝４町村と幕別

町の共同運営による南十勝こども発達支援センターの指導体制をさらに充実することが必要です。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

（４）障がい者福祉  

障がい者やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう福祉サービスを充実し、障

がい者の自立と社会参加に対する支援を積極的に進めます。 
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【施策の内容】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 障がい者福祉の総合的な推進  

 障がい福祉計画の策定 

 障がい者福祉に関する相談支援体制の充実 

 保健、医療との連携強化、医療費助成事業の継続 

 障がい者福祉に関する関係機関、各種団体の連携強化 

 障がい者福祉を支える人材の確保、育成 

 ノーマライゼーション理念の啓発 

● 障がいの未然防止  

 相談機会の充実 

 妊婦指導の充実 

● 発達支援センターの充実  

 指導体制の強化 

 一時あずかりの検討 

● 地域生活や就労、社会参加の促進 

 住宅整備資金貸付事業の利用促進 

 既存の公営住宅活用や民間活力支援による住環境の整備 

 地域活動支援センターの充実 

 障がい者福祉サービス提供体制の構築 

 就労支援対策の実施 

 コミュニケーションや移動など社会参加支援の実施 

 

 

① 障がい者福祉の充実 

【ノーマライゼーション】障がい者と健常者が分け隔てなく、普通に共存できる社会こそがノーマル（正常）な状態であるという理念

のもと、そうした社会を積極的に創造していこうとする活動や施策、運動。 
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【現状と課題】 

＜母子・父子福祉＞ 

 母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭は年々増加傾向にあり、生活の安定と自立の促進に向けた幅

広い支援体制が求められています。 

 ひとり親家庭は子育てと仕事の両立が求められ、経済面や精神面などにおいて不安定な状況に置かれ

ていることが多いことから、相談体制の充実や経済的自立に向けた支援が必要となっています。 

 また、ひとり親家庭等の母または父及び児童に対し、医療費の一部を助成し、健康の保持と福祉の向

上をはかります。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

【施策の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）母子・父子福祉  

ひとり親家庭の生活の安定や経済的自立を促進するため、関係機関との連携を強化し、相談・支援体

制の充実に努めます。 

● 相談、活動支援の充実  

 相談体制の充実 

 関係機関との連携強化 

 自立にむけた就業支援 

 医療費助成事業の継続 

 

① 母子・父子福祉の充実 
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２ 社会保障 

 
 

 

【現状と課題】 

 低所得者福祉については、民生児童委員やケースワーカー、社会福祉協議会と連携をはかりながら、

低所得者世帯に対して生活保護の申請や生活福祉資金の貸付けなどを行っています。 

 長引く景気の低迷や地域経済の落ち込みによる雇用環境の悪化などにより、経済的不安を抱える低所 

得者の把握や自立にむけた相談・指導に努めていくことが必要です。 

 近年の社会的な人口構成、就業構造の変化などが大樹町の国民健康保険事業にも反映され、被保険者

の高齢化、就業者の減少、所得の減少がみられます。医療費の抑制や運営の効率化による経費節減など

に努め、今後も、健全な国民健康保険事業の運営を進めていくことが必要です。 

 また、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、北海道後期高齢者医療広域連合により医療制度を

運営していますが、被保険者数の増加に伴い医療費が増加していることから、保険料の円滑な徴収など

による健全な運営をはかっていきます。 

 国民年金については、広報紙を通じて、制度の周知に努めていますが、今後も、理解を促しながら、

滞納の解消や加入促進に努めていくことが必要です。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

【施策の内容】 

（１）社会保障  

低所得者などに対する相談体制の充実をはかり、自立支援に努めます。また、健全な国民健康保険事

業及び後期高齢者医療の運営をめざし、医療費の抑制や収納率の向上、事務の効率化などに努めます。

年金制度への理解を促し、無年金者の解消に努めます。 

● 低所得者福祉の充実  

 相談体制の確立 

 自立に向けた支援 

● 国民健康保険事業の運営  

 国民健康保険に関する周知 

 医療費抑制・適正化 

 未納者対策の強化 

 未適用者の実態把握 

 収納率の向上 

 特定健診等の保健事業の推進 

● 後期高齢者医療の運営 

 後期高齢者医療に関する周知 

 未納者対策の強化 

 所得未申告世帯の把握、申告指導 

 各種保健事業の推進 

● 国民年金制度の啓発 

 国民年金制度の周知 

 未納者対策の強化 

 未加入者への加入促進 

① 社会保障制度の充実 
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第３章  「人が輝く」 夢を育み学びの意欲を高めるまちづくり 

～ 第１節 生涯にわたり育てる ～ 

１ 学びの提供 

 
 

 

【現状と課題】 

 大樹町では、過疎化、少子化等により、児童生徒数が年々減少しており、大樹町小中学校適正化配置

計画に基づき統廃合を進めた結果、平成 25 年 4 月からは小学校、中学校が各 1 校となっています。学

校教育の役割は、子ども一人ひとりが将来においてその可能性を開花させ、自らの人生を幸福に過ごす

ことができるよう、社会で自立していくために必要となる基礎的な力を身に付けさせることにあります。 

 平成 19 年度から平成 24 年度に実施された全国学力・学習状況調査の結果からは、本町の状況は、

基礎的な学力が定着していないことや生活習慣に課題があることが明らかになっており、学校・家庭・

地域が課題を共有し、一体となって確かな学力を定着させる取組みを進める必要があります。さらに、

思いやりの心などの豊かな心、生涯を通じて健康に過ごすことができる健やかな体を、バランスよく育

んでいくことが大切です。 

 学校施設は、耐震化の対応を終えたことから、施設の適切な管理を行うとともに、教育環境の充実を

はかっていく必要があります。 

 学校給食については、児童生徒の体位向上と健康教育の観点に立った、安全でおいしい給食づくりに

努めています。今後も、契約栽培などを含め、地域の生産物を活かした給食づくりを進めることが必要

です。 

 

【基本方針】 

  

 

 

 

 

（１）学校教育  

子どもたちに身に付けさせるべき資質・能力として、確かな学力、豊かな心、健やかな体をバランス

よく育む教育を推進します。 
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【施策の内容】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【キャリア教育】進路指導や職場体験などにより、将来、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現するために、

職業に関する知識や技能、進路を選択する能力などを育てる教育。 

● 教育内容の充実 

 確かな学力の定着をめざす教育の推進 

 コミュニケーション能力を育む教育の推進 

 特別支援教育の充実、教育支援活動の推進 

 ふるさと教育の充実 

 国際理解教育の充実 

 情報化に対応した教育の推進 

 キャリア教育の推進 

 環境問題への関心を高める教育の推進 

 人権教育、道徳教育の推進 

 福祉教育の推進 

 読書活動の推進 

 体験的な活動の推進 

 生徒指導・教育相談の充実 

 体力・運動能力の向上 

 健康・安全教育、食育の推進 

● 信頼される学校づくりの推進 

 開かれた学校づくりの推進 

 危機管理の徹底 

 保育所（園）及び校種間の連携推進 

 教職員の資質・能力の向上 

 地域の生産物を活かした特色ある給食の提供 

● 教育環境の充実 

 教育関連施設の整備、充実 

 通学路等学校周辺の環境整備 

 教職員住宅の整備、改修 

 通学手段の確保 

① 学校教育の充実 
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【現状と課題】 

＜地域全体で育てる体制づくり＞ 

 子どもの健やかな成長・発達のためには、家庭や地域社会が大きな役割を果たしておりますが、核家

族化や地縁的なつながりの希薄化などを背景とした教育力の低下が指摘されています。学校・家庭・地

域の結びつきを深め、地域全体で子どもたちを守り育てる機運を醸成することが必要です。 

 また、町内には、道立の大樹高等学校があり、町内の中学校卒業者のほぼ半数が通学しています。北

海道では、入学者の推移により配置計画の見直しを行っていますが、本町にとって欠かせない大樹高等

学校の存続に向けて、支援していくことが必要です 

＜就学支援＞ 

 経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、就学援助費を給与し支援を行っ

ています。制度の活用を必要とする者が利用しやすくなるよう、制度や認定基準等の周知に努める必要

があります。 

 また、町内には、大学などの高等教育の場がなく、道内外の都市での就学となるため、教育費の負担

は大きくなっている現状にあります。本町では、奨学金貸付けにより保護者の経済的負担の軽減に努め

ていますが、今後も制度を継続していく必要があります。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

【施策の内容】 

（２）地域全体で育てる体制づくり  

平成 19 年に宣言した「大樹町教育の日」の理念に基づき、学校・家庭・地域が協働して、地域全体

で子どもたちを守り育てる体制づくりを推進します。 

● 地域全体で育てる体制づくり 

 家庭の教育力の向上 

 地域の教育力の向上 

 大樹高等学校の活性化支援 

 子どもたちの安全・安心を確保する体制づくり 

 

 

● 就学支援の充実 

 就学援助制度の継続 

 奨学金貸付制度の継続 

  

① 地域全体で育てる体制づくり 

② 就学支援の充実 
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～ 第２節 生涯にわたり学ぶ ～ 

１ 学びの支援 

 
 
 

【現状と課題】 

 大樹町には生涯学習センター、図書館などの社会教育施設があり、多くの町民に利用されていますが、

老朽化が進んでいる施設も多く、今後も、設備面や施設間相互の利便性を高めるなど、学習活動の場と

して充実していくことが求められています。 

 幼児教育については、図書館ボランティアの協力を得ながら読み聞かせなどの活動を行っています。

幼児教育に関わる団体や関係機関との連携を深めながら、町民の希望に応じて子育てサークルの活動な

どが活発に展開されるよう支援することも必要です。 

 少年教育については、平成 19 年 10 月に宣言した「大樹町教育の日」の理念に基づき、本町の特性

を活かし、生活・文化体験、自然体験、科学体験など、社会性、公共性、自主性を育むための事業を展

開しています。また、子どもの成長や発達段階に必要な社会性や連帯意識を育成するため、地域子ども

会、南十勝長期宿泊体験交流協議会（ＳＴＥＰ）、教育関係団体などとの連携により、少年の健全育成

に向けた取組みを行っています。今後も、他市町村の子どもたち等との交流事業を含め、地域の特性を

活かしながら、ボランティア活動や世代間交流などの体験活動を推進することが必要です。 

 成年教育については、価値観の多様化などで団体活動に対する意識が希薄になってきている一方で、

自主的なイベントの企画や様々な学習サークルの活動が行われるようになってきていることから、これ

らの自主的な活動を支援しています。今後は、学習要求に応えるだけでなく、今日的課題を解決してい

くための学習機会の提供に努めるほか、学んだことや培った経験を活かして、社会参加できる体制づく

りを進めていくことが必要となっています。 

 家事や育児、介護、あるいは仕事によって学習意欲があるにもかかわらず、学習機会を得られない町

民もいることから、学習機会の提供方法について工夫することも必要です。 

高齢者教育については、生きがいづくりや趣味、特技を習得する学習活動の場、社会活動への参加機

会の場として「ことぶき大学」を開設していますが、参加者や内容が固定化する傾向にあります。高齢

者の学習ニーズに応えるとともに、高齢者の豊かな経験を活かし社会参加の機会を拡充するなど、学習

意欲を高めることが必要です。 

 家庭教育については、広報たいきに掲載の生涯学習だよりなどを通じて、「早寝・早起き・朝ごはん」

など子どもの生活習慣の改善のため家庭教育の重要性を啓発しています。また、地域で家庭教育につい

て考える機会を設けたり、学校において家庭教育学級を開設しています。今後も、核家族や共働き世帯

の増加が予想されることから、「大樹町教育の日」の理念に基づき、家庭・学校・地域と連携し、家庭

における教育力の向上をはかることが必要です。 

 指導者、指導体制については、社会教育主事などを配置し、学習活動を支援していますが、専門的指

導者の確保や資質の向上に努めるなど、指導体制を充実することが必要です。 

 

【基本方針】 

  

 

 

 

 

（１）生涯にわたる学習活動への支援（社会教育）  

生涯学習センターや図書館など、社会教育施設の機能充実や利便性の向上に努めます。生涯にわたる

学習活動の必要性を普及・啓発するとともに、ライフステージに応じた学習機会の充実に努め、自ら

の意思で自己の充実や生活の向上のために、生涯にわたって学習し、学んだ成果を地域で生かせる環

境づくりを推進します。 
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【施策の内容】 

 

 

 

【ライフステージ（Life Stage）】人生の節目となる出来事や年代によって区分される生活環境の段階。 

● 社会教育施設の充実 

 社会教育施設の機能充実 

● 図書館の利便性の向上 

 図書館施設の整備の検討 

 子ども読書活動の推進 

 教育機関、団体との連携による本とのふれあい活動の支援 

● 幼児教育の充実 

 幼児教育に関する学習機会の充実 

 乳幼児教育に関わる機関・団体との連携 

● 少年教育の充実 

 親子、世代間交流等のふれあいを重視した体験プログラムの開発 

 子ども会活動の育成、支援 

 少年教育事業の改善と工夫 

 子ども交流事業の推進 

● 成人教育の充実 

 各関係団体と連携した取組みの推進 

 魅力ある社会参加活動の推進 

 利用者、団体を対象とした学習ニーズの調査 

 町民の自主的な学習活動への支援 

 研修機会の充実 

 今日的課題の解決にむけた学習、教養講座等に関する情報提供や相談体制の整備 

 社会教育関係団体の自主的活動・運営の活性化にむけた支援 

● 高齢者教育の充実 

 「ことぶき大学」の充実と自主企画事業の奨励 

 学習成果の発表の場づくり 

 世代間交流の推進 

 学習ニーズの意識調査 

 ボランティア活動による社会参加の促進 

● 家庭教育の充実 

 家庭教育に関する広報の充実 

 家庭教育学級の充実 

 家庭教育啓発情報紙の発行 

 幼児・小中学生等世代別の子育てに関する学習機会の充実 

● 指導者、指導体制の充実 

 学習者から指導者へと導く支援体制づくり 

 指導者の養成 

 社会教育主事等専門職員の配置 

● 情報教育の推進 

 情報教育の推進  

① 社会教育の推進 
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【現状と課題】 

 大樹町には、中央運動公園をはじめ、Ｂ＆Ｇ海洋センター、武道館、プール、運動公園グラウンド、

高齢者健康増進センターなどの社会体育施設があるほか、海洋スポーツ実習体験の場として生花苗沼に

艇庫が整備されています。学校開放事業では、平成 23 年度に改築した大樹中学校の体育館を活用し一

般開放を行い、生涯スポーツの推進に努めています。また、体育施設は、老朽化による維持管理費の増

加、利用者数減などの問題もあり、今後、将来的な人口減少を見据え、耐震診断などの結果を踏まえた

計画的な改築や改修、施設の有効活用が必要となっています。 

 各種スポーツ教室や講習会を開催しているほか、スポーツ大会を各協会主催で開催しています。町内

のスポーツ団体全般にわたり、リーダーや指導者の後継者が不足しており、指導体制の充実が必要とな

っています。 

 体育連盟には、18 団体が加盟していますが、加入者の減少が課題となっています。 

 本町はミニバレー発祥の地であり、健康づくりと交流を目的に、定期的な練習と各種大会が行なわれ

ています。今後は、幼児から高齢者まで各世代全体が楽しめるスポーツの場を提供し、町民全体の健康

増進を促していくことが必要です。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

【施策の内容】 

 

 

 

（２）スポーツ活動の推進（社会体育）  

社会体育施設の計画的な改修整備を行い拠点を確保していくとともに、町民の日常的なスポーツ活動

を推進するため、それぞれの年齢や体力に応じてスポーツに親しめる場の充実に努めます。 

● 社会体育施設の整備、活用 

 社会体育施設の充実 

 学校体育施設の開放と利用促進 

 広域的な施設の利用促進 

● スポーツ活動の充実 

 体力づくり関係機関との連携 

 スポーツに関する情報提供の充実 

 各種スポーツ教室・講習会の開催 

 各種スポーツ大会の開催、参加促進 

 スポーツを通じた交流の調査・検討 

 世代間交流スポーツの実施 

 地域の特性を生かすスポーツ・レクリエーションの普及（山・川・湖等） 

 ニュースポーツの普及 

 スポーツ合宿の誘致 

●ミニバレーの振興 

 各種大会の開催および支援 

●スポーツ関係団体の育成 

 スポーツ関係団体への支援、活動の促進 

●指導体制の充実 

 指導者養成講座の充実  

① 社会体育の推進 
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【現状と課題】 

＜芸術・文化＞ 

 平成 10 年にオープンした生涯学習センターは、幼児から高齢者まで、すべての町民が生涯にわたっ

て学ぶ拠点として、町民の学習要求に応える文化的な施設です。今後は、スムーズなホール運営のため

に、施設の計画的な維持管理や舞台設備の更新を行い、有効活用をはかっていくことが必要です。 

 芸術文化活動については、町文化協会を中心に活動の企画立案などが行われているほか、町民の自主

的な運営により、様々な事業が行われています。子どもたちを対象とした事業や地域に根ざした活動も

進められており、今後はさらに参加者や地域活動、発表の場などの拡大をはかっていくことが必要です。 

＜文化財＞ 

 大樹町には、北海道指定の有形文化財「大樹式土器」、歴史的戦争遺跡「トーチカ」、史跡「十勝ホ

ロカヤントー竪穴群」・「晩成社史跡」や北海道の記念保護樹木となっている「開進のカラマツ」など

があります。 

 郷土資料については、平成 22 年にオープンした郷土資料館に展示しています。今後の維持管理及び

有効活用をはかっていくことが必要ですが、施設全体が老朽化していることが課題であり、今後、施設

の建設等の検討が必要です。 

 また、現存する史跡・遺跡を後世に残すため保護及び環境整備に努めていますが、郷土史研究会など

の関係団体の協力を得ながら、保存、活用にむけ、専門家やボランティアなどの参画を求めていくこと

が必要です。 

 郷土芸能については、「大樹町日方川太鼓保存会」が様々な機会を通じて郷土芸能活動を行っており、

継続した支援が必要です。また、伝承技術者の高齢化が進むなか、記録の保存や後継者の確保と育成が

課題となっています。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

（３）芸術・文化活動の推進  

生涯学習センターを拠点に、町民の自主的な参加、運営を促しながら、地域文化を育みます。また、

文化的遺産への関心や保護意識を高めながら、文化財、郷土資料の有効活用や郷土芸能、伝承技術の

継承を促進します。 
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【施策の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 文化施設の充実 

 生涯学習センターの充実 

 生涯学習センターの運営体制の充実 

● 芸術・文化活動の推進 

 芸術・文化に関する情報提供の充実 

 芸術・文化に関する鑑賞機会の提供と充実 

 発表の場の提供 

 町民の自主的な活動の支援 

 文化交流活動の支援 

● 団体・指導者の育成 

 芸術・文化団体の育成、活動促進 

 文化活動を担う人材の育成支援 

 自主的な文化活動を通じた地域づくりの支援（情報発信と研修会の開催） 

 

 

● 文化財の調査、保存、活用 

 保存、活用の充実 

 文化財、郷土資料の調査 

 学校教育活動への活用 

 郷土資料の活用 

 文化財保護意識の啓発 

● 郷土芸能、伝統技術の保存と活用 

 郷土芸能、伝承技術の継承と普及の支援 

 郷土芸能、伝承技術とふれあい、親しむ場の提供 

 

① 芸術・文化の振興 

② 文化的遺産の保存・継承 
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第４章  「活力を高める」 資源を豊かさにつなげるまちづくり 

～ 第１節 資源と環境を生かす ～ 

１ 農林水産業 

 
 
 
【現状と課題】 

＜生産基盤整備＞ 

 大樹町の農業は酪農が中心で、広大な草地に乳牛、肉牛が飼育されています。畑作では、馬鈴しょ、

てん菜をはじめ、豆類、小麦などの主要作物のほか、産地指定を受けている生食大根を中心に野菜類が

栽培されています。 

 本町の農業が地域を支える重要な産業として今後も発展していくには、地域の人・資源・資産・資本

を循環する共生型農業システムを構築し、環境と調和した農業の確立と安全な農畜産物を供給できる農

業・農村づくりが必要です。 

 畑地、草地などの基盤整備については、草地更新の遅れや地力の低下がみられ、収量・品質の低下を

抑制するためにも、よりよい土づくりとともに、計画的な整備が必要です。 

 搾乳のオートメーション化、農業機械の大型化など、日本でも有数の酪農・畑作の先進地である本町

においても、農畜産物価格の低迷に加え、施設・機械の老朽化による作業効率の低下、新たな設備投資

による経営圧迫が進み、厳しい状況が続いています。しかし、その一方で、食の安全・安心に対する消

費者意識の高まりや消費に支えられ、経営拡大を志向する農家もみられます。 

＜経営の近代化＞ 

 本町では、平成 10 年度より農業に関する推進機関・団体の組織を一本化した「ゆとり農業推進会議」

の設置や建設業との連携による営農支援システム（コントラクター）の構築、協業化システム（ＴＭＲ

センター）の導入などを行い、経営の近代化に努めています。また、地域の多様な農業の実情に応じた

構造改革を推進し、地域農業を担う農業生産法人の育成をはかるなど、地域内支援体制のシステム化に

向けた取組みも進めています。今後も、協業化や外部委託による作業の効率化、コスト削減とともに、

専門的知識や経営感覚を高めながら、経営の安定に努めていくことが必要です。 

一方、農業就業人口が減少していることから、引き続き、後継者対策を推進するとともに、鳥獣被害

対策の強化や高度化する情報通信技術を農業経営や生産に活用していくことも必要です。 

＜農村環境の整備＞ 

 家畜ふん尿処理については、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」に基づき、

適正管理と利用が求められている中で、堆肥舎等の管理施設は整備されている状況にありますが、経営

規模拡大による管理施設の不足も見受けられることから、経営規模に見合った施設の整備による家畜排

せつ物の適正管理をはかるとともに、良質で腐熟度の高い堆肥化を促進していくことが必要です。 

 また、農家の飼養規模の拡大や地域における混住化の進行、環境問題への関心の高まり等を背景とし

て、家畜排せつ物による臭気や水質汚染といった環境問題の発生がみられることから、圃場に堆肥とし

て適正施用されるもの以外は、未利用資源として有効な利用促進をはかり、環境負荷の少ない循環型の

酪農・畜産経営の形成をはかることが必要です。 

 

  

 

【コントラクター】契約者や請負人のことで、この場合は農作業の受委託制度のこと。 

【TMRセンター】TMRとは「Total Mixed Rations」の略で、家畜が必要とする全ての飼料成分が均一に保たれた混合飼料を生産する施

設。 

（１）農業  
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【基本方針】 

 

 

 

 

 

【施策の内容】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生産性が高く、環境に配慮した農業の推進をめざし、草地や畑地の整備や農地の保全、地力の向上な

ど生産基盤の整備を促進します。また、経営の近代化や新たな取組みを支援し、時代の流れや消費者

のニーズに対応した農業を推進します。 

● 農地の整備促進 

 基盤整備事業の推進 

 草地、畑地の改良促進 

 農地集団化の促進 

● 排水施設の整備 

 排水路、排水施設の整備 

 既存排水路の維持管理の推進 

● 農地の保全、地力向上の推進 

 緑肥導入による輪作体系の確立 

 土壌分析による適正な施肥体系の確立 

 循環型農業推進のための堆肥センターの設置検討 

● 農道の整備促進 

 農道の整備促進 

 

 

● 経営の改善促進 

 農作業受委託の推進 

 機械レンタルシステムの検討 

 生産近代化に向けた施設整備の支援 

 哺育受託システムの促進 

 近代的家畜飼養管理システムの導入促進 

 農業経営基盤強化促進計画による全体的な事業効果評価の推進 

 経営体質強化に対する利子補給事業の継続 

 農業経営や生産における情報化の推進 

● 推進・指導体制の充実 

 経営コンサルタント業務を行う人材の育成 

 経営指導の強化 

 技術指導体制の充実（農家アドバイサーの活用） 

● 生産組織、農業団体の育成 

 各種農業団体の育成 

 農業法人化、協業化の推進 

 農業生産法人の育成 

● 担い手の育成 

 就農に関する情報提供の充実 

 新規就農受入れ体制の整備 

 担い手の資質向上 

① 生産基盤整備の促進 

② 経営の近代化 
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● 酪農・畜産の振興 

 新たな取組みに対する支援体制の充実 

 事業効果の分析と普及啓発体制整備 

 家畜伝染病防疫・予防体制の強化 

 公共牧場の機能強化 

● 新規作物の開発と産地形成 

 生産拡大の推進 

 「食の安全」への対応 

● 環境保全型農業の推進 

 農業廃プラ適正処理の推進 

 減農薬、減化学肥料によるクリーン農業の促進 

 家畜ふん尿処理対策の推進 

● 鳥獣被害対策 

 鳥獣被害対策の推進 

 

 

● 環境保全型農業の推進 

 農業廃プラ適正処理及び排出量低減の推進 

 減農薬、減科学肥料による有機農業の促進 

 家畜排せつ物処理法に基づいた適正処理の推進（管理施設の整備、堆肥化の推進、活用） 

● バイオマスの利用促進 

 バイオガスプラント整備への支援 

 事業効果の分析及び情報提供 

 消化液の肥料利用 

 

 

 

 

③ 農村環境の整備 
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【現状と課題】 

 森林は、町面積の約 7 割を占めており、この森林の多面的機能を十分発揮させるために、造林、間伐

など計画的な森林整備及び保全に努めています。 

 林業の採算性の低下による投資意欲の減退に加え、林業労働者の減少、高齢化が進むなか、林業経営

の持続性を高めるため、高性能作業機械の導入など効率的な施業コストの低減に努めています。今後、

適切な森林整備に不可欠な林業従事者を安定的に確保していくためには、労働改善や労働安全衛生の向

上を通じ、新規就労者を確保することが課題となっています。 

 木材加工製品については、間伐材を利用した製品の開発や森林認証制度、EDS を始めとする新技術の

導入による利用の促進をはかり、今後も地域での木材需要拡大のため、建築資材としての利用はもとよ

り、農業資材更にはバイオマス燃料など多様な分野において木材の新たな利用開発に取り組んでいくこ

とが必要です。 

 近年、水源かん養機能や防災機能以外にも、レクリエーション機能や地球温暖化の緩和機能など、森

林のもつ多面的な機能が注目されています。今後も、放置林地の解消や適切な森林整備を進め、森林の

多面的機能が持続的に発揮できるよう努めていくことが必要です。 

 町内には、森林とふれあう場所として、萠和山森林公園、町民の森などが整備されています。今後は、

市街地周辺における既存の森を利用するなど、さらなる利用の拡大や環境整備が必要です。 

 

 

 

 

 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

【森林認証制度】適正に管理された森林から産出した木材などに認証マークを付けることによって、持続可能な森林の保護と活用をは

かろうとする制度。木材産出地域の森林管理を評価する制度であることから「木材認証制度」とも呼ばれる。 

【EDS】Ecology（生態学、自然環境保護運動）Diversity（多様性）Synergy（共同作業、相乗作用）の略で、加工性や強度を高めるた

め、加熱などにより木材の組織改良を行う工法（技術）。 

 

（２）林業  

計画的な森林の整備を進めながら、木材加工・流通体制の拡充とともに、森林の多面的な機能の維持、

向上に努めます。また、森林に親しむための場や機会の充実に努めます。 
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【施策の内容】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【魚つき林】水面への投影、水質の悪化防止、養分補給などにより魚類の生息、繁殖を助ける森林。 

● 計画的な森林整備の推進 

 市町村森林整備計画・森林経営計画に基づく計画的な森林の育成 

 林業事業体間の広域就労化・協業化の体制整備 

 地球温暖化に対応した森林整備 

 林業従事者の確保、育成 

● 経営の近代化促進 

 森林組合の体質強化促進 

 長期施業委託による森林施業の集約化の推進 

 高性能林業機械の導入による低コスト林業の構築 

 森林に関する高度な技術、知識の普及 

● 木材加工、流通の促進 

 木材需要拡大のためのＰＲ 

 高度な加工体制の整備等による付加価値の向上 

 間伐材の新たな利用開発の促進 

● 森林の多面的機能の利用 

 機能や役割に応じた多様な森づくりの促進 

 森林への理解を深める取組みの推進 

 森林の豊かな生態系の保護 

 水源かん養保安林の指定、整備 

 特用林産物（きのこ）の振興 

 魚つき林の整備の推進 

 耕地防風林等身近な森林の整備 

① 林業の振興 
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【現状と課題】 

 大樹町の漁業は、沿岸漁業を中心に大樹漁港と旭浜漁港を拠点として、サケ、毛ガニ、シシャモ、ツ

ブ、ホッキ貝などを水揚げしていますが、漁業資源の減少や燃油の高騰の他、主力魚種である秋サケの

不漁もあって、漁業経営は大変厳しい状況にあります。 

 安定的な水産資源の確保をはかるため、水産技術普及指導所など関係機関と協力してエゾバイツブの

資源管理や増殖事業に取り組んでおり、今後も資源管理型漁業を積極的に進め、魚種を厳選しながら増

養殖事業を推進していきます。 

 内水面漁業については、生花苗沼、ホロカヤントー、キモントーにおいて、ワカサギ、シジミ、ジュ

ンサイなどを漁獲していますが、採捕期間が短く、漁獲量は少ない状況です。 

 地域資源の維持・回復をはかるための活動を推進し、適切な管理に努めていく必要があります。 

 

【基本方針】 

 

 

 

（３）水産業  

増養殖漁業を推進し、漁場の環境整備や資源管理に努めるとともに、生産基盤の整備促進をはかりま

す。 
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【施策の内容】 

● 漁家経営の体質強化 

 漁業経営の指導強化 

 漁業者・漁業後継者の育成 

 漁業者に対する利子補給事業の継続と推進 

● 生産基盤の整備 

 漁港、漁場、関連施設の整備、改修 

 漁港周辺の環境美化の促進 

 漁礁、産卵礁の設置促進 

● 増養殖漁業の推進 

 資源増殖試験事業の推進 

 沿岸漁業資源調査の推進 

 放流、移植の推進と適切な資源管理 

 内水面漁場環境保全の推進 

 資源管理型漁業に対する漁業者の意識向上 

● 流通の改善と加工の促進 

 加工施設・設備・機器等の整備 

 加工技術、衛生管理の向上 

 水産加工における付加価値の向上 

 産地直送等流通・販売ルートの拡大 

 産学官連携等新たな製品の開発 

● 遊漁・観光との調和 

 体験や観光を取り入れた漁業の振興 

 地域の特色を活かした自発的な活動の推進 

● 秋サケの資源確保と増殖事業の推進 

 資源拡大のための事業推進 

● 漁協運営の安定化 

 漁業協同組合の事業への支援・協力 

 関係機関との事業連携 

① 水産業の振興 
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～ 第２節 魅力を高め、雇用を生みだす ～ 

１ 商工業、観光 

 
 

 

【現状と課題】 

 大樹町の商業は、人口の流出に加えて消費者ニーズの多様化、交通体系の変化など、中小小売業を取

り巻く経営環境は厳しい状況にあります。本町には大型店の進出はないものの、移動販売や通信販売、

帯広市商圏への購買力の流出などがみられます。 

 町内には、東本通商店街、西本通商店街が形成されていますが、近年、廃業などによる空き店舗が増

加しています。経営基盤の強化、近代化をはかるとともに、営業日時、接客サービス向上などのソフト

面の充実をはかり、個別店舗の個性化や魅力化を促すことが必要です。また、商店街の魅力低下を防ぐ

ためにも、商店相互の連携を深めながら、イベント開催や売り出しなど、消費者ニーズに応えた商店街

活動に取り組んでいくことが求められています。 

 また、コスモールは、商業施設機能に加えて、人・モノ・情報が集まる交流拠点として機能のいっそ

うの充実が期待されており、周辺施設との連携やソフト面の充実による人が集まるしかけづくりを進め

ていくことが課題となっています。 

 

【基本方針】 

   

 

 

 

【施策の内容】 

 

 

 

 

 

 

（１）商業  

各店舗における経営の近代化やソフト面の充実をはかるとともに、商店街としての魅力が高まるよう

促します。 

● 商業の育成 

 融資制度の活用による経営基盤の強化 

 従業員教育の機会と場の拡大 

 経営指導の充実 

 商業後継者の育成 

 消費者ニーズに対応した経営の確立 

 商品情報の把握と経営力の向上 

● 魅力ある商店街づくり 

 空き店舗の活用の促進 

 商店街の魅力づくりに対する支援 

 共同事業の促進 

 地域に根ざした商業活動の促進 

● 商工会の育成 

 商工会の育成 

● 起業の支援 

 起業にむけた意識の醸成と情報提供 

 起業に必要な技術、知識の習得促進 

① 商業の振興 
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【現状と課題】 

 大樹町の工業は、地場資源を利用した食品加工と木材加工が主体となっています。平成 22 年度現在、

６の事業所があります。雪印メグミルク㈱大樹工場や㈱たむらやの漬物製造工場など大規模な工場もあ

りますが、そのほかは、小規模な企業がほとんどで、景気の動向に左右されやすい状況にあります。今

後も、既存企業の体質強化をはかるとともに、新技術の導入や技術者の養成など、工業の振興と経営安

定を促進していくことが必要です。 

 企業誘致については、地域環境に調和した企業の誘致をめざし、用地の確保、優遇制度を設けるなど

の条件を整備し、誘致活動を行ってきましたが、経済の低迷により、厳しい状況が続いています。今後

も、地域資源や地場産業を活用した企業の振興支援や新たな産業活動の定着化を進め、地域の活力向上

のため若者の雇用を促進していくことが求められています。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

【施策の内容】 

 
 
 
 
 

（２）工業  

地域資源を活かした加工産業など、大樹町の資源や特性を活かした工業の振興に努めます。また、企

業誘致や起業支援により、地域の活性化をはかります。 

● 経営の近代化促進 

 融資制度活用による設備近代化と経営体質の強化 

 労働力の確保にむけた取組みの推進 

 後継者の育成 

● 企業誘致の推進 

 地場産品を活用する企業の誘致 

 成長産業や研究機関の誘致 

 進出企業に対する用地情報の提供 

 優遇制度活用による誘致の促進 

● 起業の支援 

 起業にむけた意識の醸成と情報提供 

 起業に必要な技術、知識の習得促進 

① 工業の振興 
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【現状と課題】 

 大樹町は、海、川、山、湖沼と大自然に恵まれており、原生花園や野鳥の飛来地があり、自然とのふ

れあいを求めて、多くの人が訪れます。海を眺めながら楽しめる晩成温泉は、一年を通じて多くの利用

者があり、カムイコタンキャンプ場についても、シーズンになると多くの観光客でにぎわいます。 

今後も、地域資源を活かしながら、観光の振興をはかっていきます。 

 イベントについては、歴舟川清流まつり、柏林公園まつり、町民物産感謝祭などが行われています。 

 今後は、高規格道路延伸による通行客を取り込むべく、地域の資源をよりいっそう活かし、町民の参

画を促しながら、より魅力的なイベントを企画、実施していくことが必要であり、砂金掘りなどの体験

型メニューの充実など、滞在型観光や体験イベントの取組みにより、交流人口を増加させることが求め

られています。 

また、特産品の販売や観光案内など、地域情報の提供・発信拠点である道の駅を活用しながら、町の

魅力を伝えていくことが必要です。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

（３）観光  

山・海･川･湖沼などの観光資源を活用し、体験観光の企画や受入体制の充実をはかりながら、自然を

テーマにした観光を推進します。また、地域の魅力を高めるイベントや観光施設の充実・強化をはか

ります。 
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【施策の内容】 

 
 
 
 
 
  
 

【ホスピタリティ】思いやりや心からのもてなしの心。 

● 観光の総合的な推進 

 体験・滞在型観光基盤の整備 

 豊かな自然を活かした観光資源・施設の活用 

 農林水産業等他産業との連携強化 

 広域的な連携体制の充実 

 町民の主体的な参画促進 

 インターネット等を通じた総合的な観光情報の提供 

● 観光資源の保全、施設の整備 

 晩成温泉施設の整備 

 晩成温泉の指定管理 

 カムイコタン公園の整備 

● 観光客を迎える環境づくり 

 観光総合案内機能の充実 

 案内板やサイン等のデザイン・色彩等の統一化 

 ホスピタリティの向上 

 観光ガイド、インストラクターの養成検討 

 観光ルートの設定とＰＲ 

 地場産品提供の場の充実と PR  

● 体験型観光の推進 

 体験観光の普及ＰＲと情報発信の推進 

 体験型観光を企画、推進する協議会の設置 

 メニューの体系化と受入れ窓口の創設 

 自然・地場産品を活かした体験観光の推進 

● 観光イベントの充実 

 住民参加・主導型のイベントの推進 

 特色あるイベントの実施支援 

● 「道の駅」の機能充実 

 道の駅の利活用の促進 

① 観光の振興 
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【現状と課題】 

 豊かな自然環境を背景に、多くの良質な農畜水産物に恵まれている大樹町では、生産者や企業、住民

の間に、生産物のブランド化を図り、特産品として全国に提供しようとする動きが広がりつつあります。 

既に本町には、チーズを主とした乳製品をはじめ、肉牛、大根、豆類などの農畜産物、ジュンサイやサ

ケなどの水産物など、地域の素材を活かした加工品が生まれているとともに、大樹ブランドをめざし、

個人やグループによって農畜水産物の商品化に向けた取組みも積極的に行われており、その結果、開発

品目はジャムやソーセージなど 30 品目に及んでいます。 

今後も、地場産品の開発、研究、製品化や、販売に至る６次産業化に向けた取組みを積極的に支援す

るとともに、消費者ニーズに対する意識を高め、素材や特産品のブランド化をはかることにより、地域

の産業経済の活性化や雇用の拡大につなげていく必要があります。 

 

【基本方針】 

  

 

 

 

【施策の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【６次産業化】地域の第 1次産業とこれに関連する第 2次、 第 3次産業（加工・販売等）に係る事業の融合等により地域ビジネスの

展開と新たな業態の創出を行う取組み。 

（４）地場産業  

大樹町で生み出された地域資源を活用し、地場産品の開発や販路の拡大をはかります。また、産

業クラスターを推進し、産学官の連携による産業の創造をめざします。 

● 地場産品の開発、研究、製品化にむけた支援 

 新技術や商品化の情報の収集、提供 

 地場産業振興奨励事業による支援 

● 流通、販売の拡充 

   ICT を活用した PR 体制の強化や産地表記の工夫 

 流通、販売ルートの拡大の支援 

 都市部消費者に対応した小規模多品種提供体制の確立 PR 活動の促進 

 アンテナショップの整備 

 

 

 ●地場産業育成のための推進体制の確立 

 消費者との交流ができる体制づくり 

 物産と観光の両面を支援できる組織の育成 

 物産と観光をコーディネートする組織の育成 

① 地場産品のブランド化の推進 

② 地場産業の育成 
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２ 勤労者・消費者 

 
 
 

【現状と課題】 

 大樹町では、若年労働者の町内定着率が低く、若年技能者のなり手が少ないのが現状です。将来の建

設、土木業にとって若年技能者をいかに養成していくかが課題となっており、町内事業所で働く単身者

のための住宅を整備するなど、勤労者福祉の充実に努めていますが、今後も、若年技術者の町内定住を

促進していくことが必要です。また、町内にある中小企業の多くは週休２日制が未実施であるなど、労

働環境の改善を促進していくことも課題となっています。 

 季節労働者対策については、帯広・南十勝通年雇用促進協議会による技能講習会・啓発セミナー・雇

用相談のほか、冬期間の雇用創出事業などを実施していますが、今後さらなる就労の場の拡大が求めら

れています。 

 また、高齢者の雇用機会の拡大や職場における男女共同参画に伴う労働環境の整備が課題となってお

り、本町においても取組みを進めていくことが必要です。 

 

【基本方針】 

  

 

 

 

【施策の内容】 

 
 
 
 
 

（１）勤労者対策  

働く場の確保と雇用条件の向上をめざし、勤労者の労働条件や労働環境の向上、福利厚生の充実を促

進します。 

● 勤労者福祉の充実 

 働く場の確保と雇用環境の改善対策 

 技能や資格をもった勤労者の育成 

 勤労者の町内定住化の促進 

 季節労働者対策の充実 

 労働団体の育成 

● 雇用機会の拡大促進 

 高齢者の雇用機会の拡大 

 男女共同参画に伴う雇用条件、職場環境の整備促進 

① 勤労者福祉対策の推進 
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【現状と課題】 

＜消費生活対策＞ 

 商品やサービス提供が多様化・複雑化しているのに加え、高度情報化の進展により、インターネット

や携帯電話を悪用した消費者トラブルが増加しています。 

 このため、3 名の消費者相談員を配置し、消費生活相談・苦情処理のほか、消費者への講習、啓発活

動など消費者教育を推進しています。今後も、関係機関・団体との連携を深めながら、多様化、複雑化

する消費者問題に対応できるよう、大樹消費者協会と共に知識の普及や情報提供に努めていくことが必

要です。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

【施策の内容】 

 

 

 

（２）消費生活対策  

様々な消費者問題に的確に対応していくため、消費生活に関する情報提供や相談を行うとともに、消

費者教育を通じて消費者意識の高揚に努めます。 

● 消費者教育の充実 

 消費者相談員の充足 

 消費者教育の推進 

 消費者協会の育成 

 悪徳商法等の被害防止への啓発 

 消費生活相談・苦情処理の推進 

① 消費生活への対策 
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第５章  「明日につなぐ」 交流と協働で進めるまちづくり 

～ 第１節 つながりと広がりを大切にする ～ 

１ 住民活動 

 
 

 

【現状と課題】 

 大樹町では、昭和 27 年度に行政区設置条例を制定して以来、行政区がコミュニティ単位となってい

ます。現在、40 の行政区があり、そのうち半数は集落を形成しているものの、残りの半数は世帯が点在

している状況です。近年、過疎化や離農者の増加、市街地への人口集中などで行政区内の戸数は大きく

変化しており、行政区間の不均衡の是正やコミュニティ機能の維持のため、再編・合併が課題となって

います。 

 各行政区では、環境美化や福祉など、様々な活動が行われています。今後も、自治意識が高まるよう

促しながら、自主的な活動を支援していくことが必要です。 

 各行政区の活動拠点である「会館」が現在 22 か所ありますが、老朽化が進んでいる施設も多く、学

校をはじめ、他の公共施設の有効活用もふまえながら、活発なコミュニティ活動を支える場所の確保が

必要です。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

【施策の内容】 

 
 
 
 

（１）コミュニティ  

自治意識の高揚や活動しやすい行政区の再編などをはかりながら、住民の自主的なコミュニティ活動

を促進します。 

● 自治意識の高揚 

 自治意識を高める研修の充実 

 地域リーダーの育成 

● 行政区組織の育成 

 行政区の再編、合併の推進 

 行政区相互の情報交換、交流機会の充実 

 自治会組織の立ち上げ・育成 

● コミュニティ活動の促進 

 花いっぱい運動等環境美化活動の推進 

 地域における福祉ネットワークの形成と活動の推進 

 リサイクル運動の展開 

 青年層の地域コミュニティ活動の参加・参画促進 

● 集会施設の充実 

 コミュニテイ施設の自主管理運営の促進 

 学校等の公共施設の有効活用の促進 

 利便性の向上等運営面の充実 

① コミュニティの活性化 
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【現状と課題】 

 地方分権が進むなか、住民が自らの地域を考え、地域づくりに主体的に取り組んでいくことが求めら

れています。大樹町では、まちづくりに関する意見交換の場として「町長と語る会」を実施しているほ

か、各種審議会に対する委員の公募制の導入、各種使用料の改定や大型事業の実施に関する住民説明会

の開催など、住民の声と意志を尊重しながら、まちづくりを進めています。 

 また、食を通じたまちおこしや子ども交流の推進、地域の自然や歴史、産業をまちづくりにつなげる

民間団体や事業者の活動も芽生えています。 

 一方、イベントや町内行事等への参加者の減少や固定化がみられ、まちづくりの担い手を発掘し、育

て、呼びこむため、情報発信や活動の場と機会の拡充をはかることが必要です。 

 このため、住民をはじめ、町出身者や本町とゆかりのある方たちの声を大切にし、それぞれの立場で

参画できる活動を広げながら、生活の質の向上と地域活性化につなげていく必要があります。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

（２）まちづくり活動  

郷土愛の醸成をはかりながら、幅広い住民が参画できる地域に根ざしたまちづくりの場と機会の拡充

をはかるとともに、まちづくりの小さな芽を育てる活動を大切にします。また、まちづくりの担い手

を育て、その活動を支援していきます。 
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【施策の内容】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● まちづくり活動への参画機会の拡大 

 町内外からの「まちづくり意見」の募集 

 住民の声を反映させる制度の創設 

 行政と町民との意見交換機会の拡充 

 審議会委員等の公募の拡大 

● 町民の主体的なまちづくり活動の支援 

 まちづくり事業への住民参加の促進 

 民間組織・団体の活動支援 

 まちづくりリーダーの養成 

 

 

● まちづくりのための人材育成と協働 

 学習や交流機会の拡大 

 広域的な交流の場の提供 

 大樹サポーター制度創設の検討 

 

 

● 大樹の魅力の情報発信 

 ホームページによる移住情報のＰＲ 

 先人の生活の知恵を紹介する機会の推進 

 シンボルキャラクターの活用 

● 郷土愛の醸成 

 町民憲章や町歌、町のシンボル、町技の啓発 

 大樹の特性（歴史・風土等）を学ぶ機会の拡充 

 学校教育や社会教育との連携 

 

 

● ＩＪＵ（移住）受入れの推進 

 お試し暮らし住宅の利用促進 

 空き家や分譲地情報等の発信 

 未利用公共財産の利活用の推進 

 

① まちづくりへの参加促進 

② まちづくりの人材育成と活用 

③ 大樹らしさの創造 

④ 定住促進 
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２ 交流 

 

 

【現状と課題】 

＜世代間交流＞ 

 従来、家族や地域社会のなかで自然に行われていた世代間の交流は、少子高齢化や核家族化、過疎化

による世代構成の変化や、ライフスタイル・価値観の多様化などにより機会が減少しています。 

 社会生活をより豊かなものとし、お互いを思いやり、支えあう地域社会を育むとともに、人と人との

絆をいっそう強めていくため、世代間交流の充実をはかっていく必要があります。 

＜地域間交流＞ 

 大樹町は、歴史的経過を背景に福島県相馬市と姉妹都市の盟約を、人・企業のつながりを背景に群馬

県吉岡町と友好都市の協定を締結しているほか、宇宙関連のまちづくりを進める国内５市町で組織する

銀河連邦に加盟し、人や物産の交流を行っています。 

 また、都市間交流のほかにも、町名「大樹」と同じ名前の方の登録制度を設けるなど、地域性を活か

した交流拡大に取り組んでいますが、この取組みが地域経済や住民活動の活性化につながるよう、交流

機会の拡大や活動内容の充実をはかる必要があります。 

＜国際交流＞ 

 現在、大樹町には国外の姉妹都市や友好都市はありませんが、数年前から住民が主体となり、地名を

縁とする台湾高雄市との交流が始まっています。 

 社会経済の国際化の進展とともに、住民や地域の国際化も進んでいくことから、これに対応するため

の環境整備や住民意識の醸成をはかる必要があります。 

 

【基本方針】 

 

 

 

  

（１）世代間交流・地域間交流・国際交流  

思いやりや支えあいの気持ちを育む世代間交流の拡大をはかります。また、地域特性や人のつながり

を活かし、様々な分野、視点、レベルからの交流を促進するとともに、施設やメニューの充実をはか

ることにより、交流人口の拡大や大樹町の理解者、支援者の増加につなげます。 
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【施策の内容】 

 

 

● 世代間交流の推進 

 福祉や学習、地域活動などでの世代間交流の拡大 

 世代間交流を推進する機会の充実 

 

 

● 地域の特性を活かした交流の推進 

 姉妹都市、友好都市、銀河連邦加盟国との交流の推進 

 地域資源を活かした交流の推進 

 子ども交流事業の推進 

 環境教育や食農教育を通じた交流の推進 

● 様々な分野での交流の推進 

 地域活性化へ向けた交流事業の支援 

 民間交流団体の活動支援と連携強化 

 町外の児童生徒への合宿の場の提供 

 青少年や子どもの活動を通じた交流活動の推進 

 スポーツや文化活動を通じた交流の推進 

 インターネット等を活用した交流の推進 

 交流を促すイベントの企画、推進 

● 交流の場や施設の整備 

 体験型農林水産業の交流機能の充実 

 スポーツ施設の交流機能の充実 

 

 

● 国際化に対応したまちづくり 

 国際交流団体や民間交流への支援 

 パンフレットなどへの外国語併記の推進 

 外国人留学生や実習生の受入れの推進 

① 世代間交流の推進 

② 地域間交流の推進 

③ 国際交流の推進 
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～ 第２節 自律性と透明性を高める ～ 

１ 行財政 

 
 

 

【現状と課題】 

＜行政＞ 

 地方分権の具現化や市町村合併の推進など、地方の行財政を取り巻く環境がめまぐるしく変化するな

か、地域の実情やニーズに柔軟に対応していくためには、効率的で計画的な行財政運営が求められてい

ます。 

 大樹町では、行財政改革大綱に基づいて、地域課題や行政ニーズに柔軟に対応できる組織・機構づく

りに努めているほか、業務の電算化など事務の効率化を進めています。今後も、効率的・効果的な行政

運営体制を確立するとともに、交付事務の迅速化、電子申請の拡大や接遇の向上など行政サービスの向

上、改善に努めていくことが必要です。 

 行政評価については、政策評価システムにより事務事業の見直しを行っており、行政改革との連携に

よる第三者の評価を実施しています。また、職員の環境に対する意識を啓発するため、ＩＳＯの概念を

取り入れ、省エネ・資源の有効活用に努めていくことが必要です。 

＜広報・広聴、情報公開＞ 

 毎月１回「広報たいき」を発行し、行政の課題や取組み状況、町民に身近な話題などの情報提供に努

めているほか、防災行政無線を通じて昼、夜に各戸への放送を行っています。また、ホームページでは、

町内外の多くの人に対して町の取組みや魅力などの情報を紹介しています。今後も各媒体の特性を活か

しながら効果的な広報の充実に努めていくことが必要です。 

 広聴に関しては、「町長と語る会」のほか、「広聴手紙」を広報紙に折り込み、町民の声を聞く手段

としています。今後も、町民から町政への意見や要望を把握し、施策に反映させていくため、広聴体制

や手段の拡充を検討していく必要があります。 

 情報公開については、平成 15 年に「大樹町情報公開条例」を改正し、より幅広い要求に応じること

ができるようになりました。今後もプライバシーに配慮しながら、町民が行政に関する情報や資料を利

用できるよう、情報公開を適切に進めていくことが必要です。 

＜庁舎の整備＞ 

 現庁舎は新耐震基準を満たしていないため、震度６強以上の地震で倒壊する危険性があります。庁舎

は、大規模災害の発生時には災害対策本部を設置し、救助や復旧・復興に向けた指示や指揮、情報の収

集・伝達等、災害復旧・復興活動の中核としての機能を担うことが求められます。そのため、高度な耐

震性能、防火性能に加え、自立対応が可能な機能、指揮中枢機能を備えた災害復旧・復興活動の拠点施

設として、町民の安全･安心を守るとともに、備蓄機能や避難所機能を備えた総合防災拠点としての役割

を果たさなければなりません。 

 また、バリアフリーへの対応や老朽化に伴う補修費の増加なども課題の一つとなっています。 

 これらを踏まえ、安全で機能的な庁舎の整備に向けて検討を進めることが必要です。 

 

 

 

 

 

【政策評価システム】行政が行う施策や事業の目的、成果を示し、その達成度などについて評価・検証しながら改善や見直しを進めて

いく仕組み。 

【ISO】国際標準化機構（International Organization for Standardization）のことで、工業分野の国際規格を策定するための民間

の非政府組織又はその国際規格。 

 

（１）行政  
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【基本方針】 

 

 

 

 

 

 

【施策の内容】 

 
 

行政需要の変化に対応できるよう、執行体制の強化や弾力的な組織づくり、職員の資質の向上に努め

ます。また、町民に親しまれる役場をめざし、事務の効率化や行政サービスの向上をはかります。ま

た、大規模災害発生時に復旧・復興活動の中核としての機能を担うことのできる庁舎の整備について

検討を進めます。 

● 行政組織機構、人事管理の充実 

 行財政改革大綱の推進 

 職員定員数の適正化 

 人事管理の適正化 

 組織機構の見直し 

● 職員の能力、資質の向上 

 研修制度の充実 

 交流事業、派遣事業の推進 

 ※ＩＴ研修等専門的知識の習得 

● 事務の改善、効率化 

 事務処理の電子化の推進 

 民間委託の推進 

● 行政サービスの向上 

 時間外の行政サービスの充実 

 事務手続きの簡素化 

 町民の利便性に配慮した部署配置の推進 

 総合窓口の設置 

● 行政評価の推進 

 町財政計画に基づく計画的な評価の実施 

 評価事務事業の完全実施 

● 総合計画の進行管理 

 総合計画の進行管理システムによる管理 

 

 

● 広報・広聴の充実 

 「広報たいき」の内容の充実 

 ホームページを活用しての情報提供の推進 

 防災行政無線の有効活用 

 目や耳の不自由な人に対する広報体制の整備 

 「町長と語る会」の実施 

 「行政相談」の実施 

 各種計画策定に関するアンケートの実施 

 行政モニターの設置検討 

① スリムで柔軟な行政体制の確立 

② 広報・広聴、情報公開の充実 
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● 情報提供・情報公開の推進 

 統計等の行政情報資料の充実 

 関係資料のファイリング化 

 ホームページ等による情報公開の推進 

 情報公開条例の周知、ＰＲ 

 個人情報保護条例の周知、ＰＲ 

 

 

 

● 安全で利用しやすい庁舎の整備 

 庁舎機能の強化・充実に向けた検討 

 

③ 庁舎の整備 
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【現状と課題】 

 現在、国の経済政策による景気回復対策が行われていますが、地方経済は依然として低迷しており、

税収入に与える影響も大きいものとなっています。また、歳入に占める割合の高い地方交付税は、額の

推計が困難であり長期的な財政計画が立てにくい状況となっています。 

 歳出においては、公債費が減少しているものの、公共施設の老朽化に伴う改築や維持修繕などの投資

的経費や、少子高齢化による社会保障費の増加が見込まれます。 

 今後は、将来的な投資的事業の把握による財政計画の策定や事務事業の見直し、受益者負担金の適正

化などから経費削減・財源確保を進め、計画的に健全な財政運営を行っていく必要があります。 

 納税については、口座振替の促進や広報活動などにより、収納率の向上に努めていくことが必要です。 

 

【基本方針】 

 

 

 

（２）財政  

財政運営の健全化をめざし、経費の削減や受益者負担の適正化による財源の確保に努めながら、財源

の計画的・重点的な配分を行います。 
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【施策の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【GIS】「Geographic Information System」（地理情報システム）の略で、コンピューター上に地図情報や様々な付加情報を持たせ、

作成・保存・利用・管理し、地理情報を参照できるような表示・検索機能をもったシステム。 

● 健全財政基盤の確立 

 財政健全化計画の策定 

 各種基金の計画的な積み立て 

 企業会計補助金、特別会計繰出金の見直し 

 財政指標の目標値の設定 

● 計画的な財政運用、財務管理 

 将来的な投資的事業の検討と中長期的な財政計画の策定 

 事業の厳選、優先順位の精査 

 町有財産の適正な管理 

 普通財産の中長期的活用計画の策定 

 関連行政部門間の連携調整の強化 

 長期的展望に立った公共用地の取得 

● 経常経費の削減 

 事務の合理化・効率化 

 人件費の抑制 

 各種経費の見直し、抑制 

 補助金、交付金等の見直し 

 外部委託の推進 

● 財源の確保 

 公共料金の見直し 

 受益者負担の原則に立った使用料、手数料の適正化 

 各種補助金の活用 

● 課税事務の推進 

 納税への意識づくり、広報活動の充実 

 納税相談の実施 

 口座振替の促進 

 適正な滞納処分等の執行 

 地籍ＧＩＳとリンクした課税システムの研究 

 

① 健全な財政の運営 



87 
 

 
 

 

【現状と課題】 

 圏域や近隣市町村と連携し、特定の事務事業を共同化する広域行政は、行政サービスの多様化や人口

減少への対応、行財政運営の効率化の面から一段と重要性を増しています。大樹町も衛生や消防、社会

保障など多くの行政分野で参画していますが、観光などの人を呼び込む取組みでは、民間が主導的な役

割を担いながら、地域の魅力発信を進めています。 

 また、新たな圏域振興の方向性として、帯広市を中心市とする定住自立圏形成協定による定住化のた

めに必要な生活機能の確保や、十勝の魅力である「食」をテーマとした国際戦略総合特区としての取組

みも始まっています。 

 地域の個性や魅力を大切にしながら、今後も様々な分野での連携強化や役割分担を通じて、地域の活

性化や住民サービスの向上につなげていく必要があります。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

【施策の内容】 

 

 

 

 

 

【共生ビジョン】定住自立圏（Ｐ●参照）の中心市が、圏域の将来像や、協定に基づいて関係自治体が連携して推進する具体的な取組

み内容をまとめたもの。民間や関係者により組織される懇談会で検討され、共生ビジョンに基づく取組みは、国からの財政支援の対象

となる。 

（３）広域行政  

● 広域行政の推進 

 一部事務組合による効率的な行財政運営の推進 

 療育や介護認定などにおける周辺市町村との連携 

 消防事務等の更なる広域化の推進 

● 広域連携の推進 

 民間主導による広域連携への支援 

 圏域の連携による重要プロジェクトの推進 

 地域の個性と魅力のネットワーク化 

● 定住自立圏の推進 

 共生ビジョンに基づくプロジェクトの推進 

① 広域行政の推進 

近隣市町村や十勝圏域での相互連携と役割分担による広域行政を推進するとともに、民間活動との連

携や支援を通じて、住民サービスの向上を進めていきます。 
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～ 第３節 夢を形にかえる ～ 

１ 宇宙のまちづくり 

 
 
 

【現状と課題】 

＜航空宇宙産業の誘致・支援＞ 

 昭和 60 年に「北海道航空宇宙産業基地構想」が発表されて以降、大樹町は「航空宇宙」をまちづく

りの一つのテーマとして様々な取組みを進めてきました。特に、平成７年に整備された多目的航空公園

は、各種の実験を行うことができる国内でも貴重な施設として、独立行政法人宇宙航空研究開発機構（Ｊ

ＡＸＡ）をはじめとする研究開発機関や大学、民間企業に利用されています。また、実験や視察などで

多くの関係者や見学者が滞在することにより地域経済への波及効果も生まれていますが、これをさらに

拡大し、構想の実現につなげていくため、引き続き関連実験の誘致をはかるとともに、関連企業の立地

や関係者の常駐化、施設の建設誘致を進めていくことが必要です。 

＜宇宙のまちづくり＞ 

 宇宙のまちづくりを進めるため、町内には日本宇宙少年団大樹分団や民間研究会が組織されているほ

か、専門家や研究者を招いての講演会やイベントなどが開催されています。町の個性や魅力を高める「宇

宙のまちづくり」に対する関心を高め、地域の活性化につなげていくため、引き続き環境づくりや活動

支援を進めていくことが必要です。 

【基本方針】 

 

 

 

【施策の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）航空宇宙産業の誘致・支援  

国の施策の動向を見据えながら関連実験や施設の誘致を進めるとともに、宇宙のまちづくりに対する

理解者や支援者を増やす取組みを推進し、地域経済や住民活動の活性化につなげていきます。 

● 関連実験の誘致促進 

 多目的航空公園の利用促進 

 実験等に対する支援体制の充実 

● 航空宇宙産業基地形成の推進 

 関係機関への要請活動の推進 

 道内研究機関や推進組織との連携強化 

 

 

● 宇宙のまちづくりの意識づくり 

 講演会や学習会、イベントなど啓発事業の開催 

 研究者等との交流機会の拡大 

 媒体を活用したＰＲの拡大 

● 宇宙関連のまちづくりにむけた活動、ネットワーク化の促進 

 宇宙少年団や民間研究会の活動支援 

 銀河連邦交流の推進 

 航空宇宙関連団体や有識者との連携強化 

 視察の受入れや資料展示等の啓発活動の強化 

 

 

① 航空宇宙産業の誘致と支援 

② 宇宙のまちづくり 
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平成２５年１２月２６日  

 

 

大樹町長 伏 見 悦 夫 様 

 

大樹町総合計画策定審議会    

会 長  姉 﨑 清 作    

 

第５期大樹町総合計画について（答申） 

 

平成２５年５月１０日付で諮問のありました「新たな大樹町総合計画の策

定」について審議の結果、第５期大樹町総合計画を別紙のとおり策定したの

で答申いたします。 

 この計画は、社会経済環境が大きく変化するなかで、今までも、そしてこ

れからもまちづくりの規範となる「大樹町民憲章」の理念に基づき、10 年後

の大樹町のあるべき姿を描いたものです。 

「暮らしと明日
あ す

を 彩
いろど

る清流の里 コスモスのまち 大樹」をまちづくり

テーマに、住民との協働の精神に基づき、支えあいの地域社会、豊かさが実

感できる住民生活、活力に満ちた産業経済の具現化に向けて邁進されること

を念願いたします。 

 

１ 答申 
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２ 策定審議会委員名簿 

役 職 所属部会 職 名 氏 名 

会長 産業経済 大樹町森林組合代表理事組合長 姉 﨑 清 作 

副会長 総  務 行政区長会長 石 山 新 一 

副会長 保健福祉 大樹町社会福祉協議会長 木 村 彰 一 

副会長 産業経済 大樹町農業協同組合代表理事組合長 坂 井 正 喜 

副会長 生活環境 大樹町都市計画審議会長 茂 木 哲 次 

副会長 教育部会 大樹小学校長 板 谷 裕 康 

副部会長 総  務 大樹町行財政改革推進委員会委員長 大 原   武 

 
総  務 尾田行政区長 天 野 孝 治 

 
総  務 西本通行政区長 清 信 一 士 

 
総  務 石坂行政区長 佐々木 秀 史 

 
総  務 生花行政区長 林 中   保 

 
総  務 新大樹行政区長 山 下   智 

副部会長 保健福祉 大樹町民生児童委員協議会長 穀 内 豊 司 

 
保健福祉 大樹保育園父母の会代表 大美浪 孝 志 

 
保健福祉 大樹福祉事業会常務理事 佐 藤 英 道 

 
保健福祉 身体障害者福祉協会大樹分会副会長 島 田   博 

 
保健福祉 ボランティア連絡協議会副会長 田 中 テツ子 

 
保健福祉 食育推進協議会長 田 中 葉 子 

副部会長 産業経済 大樹漁業協同組合代表理事組合長 神 山 久 典 

 
産業経済 大樹漁業協同組合女性部長 伊 藤 るり子 

 
産業経済 大樹町農業協同組合青年部長 坂 根 遼 太 

 
産業経済 大樹町商工会女性部長 高 橋 明 美 

 
産業経済 大樹町農業協同組合酪農部会長 高 橋 和 弘 

 
産業経済 指導漁業士 花 川 慶 一 

 
産業経済 大樹町観光協会長 頓 宮 瑞 現 

 
産業経済 大樹町商工会長 三 浦 祥 嗣 

 
産業経済 大樹町農業協同組合畑作部会長 森 下 信 行 

副部会長 生活環境 双葉町行政区長 尾 藤 宏 樹 

 
生活環境 公営住宅管理運営委員会委員長 小笠原 信 雄 

 
生活環境 歴舟川の清流を守る会会長 奥 田 真 行 

 
生活環境 大樹町商工会青年部長 田 中 隆 一 

 
生活環境 大樹町建設業協会長 播 間 義 己 

 
生活環境 大樹町農業協同組合女性部長 山 本 香代子 

副部会長 教育部会 大樹町社会教育委員の会委員長 佐 藤 征 夫 

 
教育部会 大樹高等学校長 飯 森 宣 博 

 
教育部会 大樹町ＰＴＡ連合会長 加 藤 康 浩 

 
教育部会 大樹中学校長 杉 本   聡 

 
教育部会 大樹町文化協会会長代行 田 口 礼 造 

 
教育部会 大樹町体育指導委員の会委員長 藤 巻 和 美 

 
教育部会 大樹町女性団体連絡協議会長 山 田 信 子 

（任期：平成 25 年 5 月 10 日～平成 25 年 12 月 26 日） ※副会長は、各部会長を兼任 
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３ 策定委員会委員名簿 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 策定事務局名簿 

 

 

 

役 職 職 名 氏 名 

委員長 副町長 酒 森 正 人 

副委員長 教育長 小 林 文 雄 

委員 総務課長 北 林 博 美 

委員 企画課長 布 目 幹 雄 

委員 町民課長 田 中 健 児 

委員 税務課長 郷 原 憲 治 

委員 保健福祉課長 佐 藤  彰 

委員 農林水産課長 森  博 之 

委員 町営牧場長 (農林水産課長 ) 

委員 商工観光課長 松 本 清 隆 

委員 建設課長 高 橋 教 一 

委員 水道課長 鈴 木 敏 明 

委員 出納課長 高 田 末 雄 

委員 特別養護老人ホーム所長 藤 井 賢 嗣 

委員 デイサービスセンター所長 (老人ホーム所長) 

委員 学校教育課長 吉 岡 信 弘 

委員 学校給食センター所長 神 山 保 博 

委員 社会教育課長 小 森  力 

委員 図書館長 (社会教育課長 ) 

委員 国民健康保険病院事務長 黒 川  豊 

委員 農業委員会事務局長 角 倉 和 博 

委員 議会事務局長 山 下 次 男 

委員 南十勝複合事務組合事務局長 赤 川 佳 英 

委員 南十勝複合消防事務組合大樹消防署長 大 林 一 博 

役 職 職 名 氏 名 

事務局長 企画課長 布 目 幹 雄 

事務局 企画課主幹 松 木 義 行 

事務局 企画課企画係 荒 木 祐 亮 

事務局 企画課企画係 大 門 英 人 

事務局 企画課企画係 及 川 彩 香 

（平成 26 年 3 月 31 日現在） 

（平成 26 年 3 月 31 日現在） 
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５ 策定までの経過 

 
     平成２４年度 

9 月  6 日 

10 月 1 日～1 月 30 日 

 

1 月 24 日～2 月  8 日 

2 月 28 日～3 月 15 日 

第１回策定委員会 

まちづくり分野別シート作成 

第４期大樹町総合計画中間点検評価 

町民アンケート調査配付 

まちづくり団体意向調査配付 

      

  

      平成２５年度 

5 月 10 日 

  10 月  4 日 

 10 月 18 日 

 

11 月 11 日 

11 月 20 日～12 月 27 日 

11 月 21 日 

第１回策定審議会（諮問）・第２回策定委員会合同会議 

審議会への素案配付 

第２回策定審議会・第３回策定委員会合同会議 

専門部会（総務、生活環境、保健福祉、教育、産業経済） 

審議会への修正素案配付 

実施計画（前期）策定調査 

第３回策定審議会・第４回策定委員会合同会議 

専門部会（総務、生活環境、保健福祉、教育、産業経済） 

11 月 27 日 

11 月 28 日～12 月 10 日 
12 月 26 日 

2 月  4 日 

2 月 24 日 

審議会への修正素案配付 

パブリックコメント 

第４回策定審議会（答申）・第 5 回策定委員会合同会議 

実施計画（前期）策定協議 

第５期大樹町総合計画議決

 



第５期大樹町総合計画 

平成26年3月 

発行／大樹町役場 企画課 

〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地 

電話（代表）01558-6-2111 

FAX    01558-6-2495 

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