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みなみふらの

共に創る 笑顔で 生き活き

太陽と森と湖のまち

南富良野町長  池部 彰

発刊にあたって

南富良野町は、北海道のほぼ中央に位置する、豊かな自然と景観に恵まれ

たまちです。

　今日の地域行政は少子高齢化、地方分権の推進、そして行財政改革により

地方自治体は多くの課題に直面しています。

　このような中で南富良野町は、豊かな自然に囲まれ、笑顔と夢と希望にあふ

れ、幸せに安全・安心して暮らし続けられるまちづくりの指針としての「第５次

総合計画」では、まちの将来像「共に創る　笑顔で生き活き　みなみふらの　－ 太

陽と森と湖のまち－」 を基本に掲げ、これまでに築き上げた先人の文化や歴

史を後世に受け継ぎ、住民と行政が共通の視点に立ち、協働するまちづくりを

目指しているところであります。

　この要覧を通して南富良野町の今日の姿をご理解いただき、今後の発展に

格別のご支援、ご指導いただければ幸いに存じます。
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発刊にあたって「池部彰町長」

次代へつなぐ活力ある産業のまちづくり

1.農業

2.林業

3.商工鉱業

4.観光

5.雇用

6.地域エネルギー

幸せに暮らせる健康と福祉のまちづくり

7.保健・医療

8.地域福祉

9.高齢者福祉

10.障がい者福祉

11.子育て支援

12.社会保障

安全・安心・快適なまちづくり

13.道路

14.公共交通網

15.地域情報化

16.住宅・住宅地

17.公園

18.水道・下水道

19.自然・景観

20.環境衛生

安全・安心・快適なまちづくり

21.消防・救急・防災

22.防犯・交通安全

学ぶ力・健やかな体・豊かな心を育むまちづくり

23.学校教育<小学校・中学校>

24.学校教育<高等学校>

25.社会教育

26.スポーツ・レクリエーション

学ぶ力・健やかな体・豊かな心を育むまちづくり

27.歴史・文化・芸術

28.青少年の健全育成

29.国際・地域間交流

共に創造するまちづくり

30.まちづくり

31.行財政運営

32.広域行政

33.広報・公聴・情報公開

共に創る　笑顔で生き活き　みなみふらの

太陽と森と湖のまち

南富良野町とは

位置、地勢、町名由来、町章

土地・人口の推移、町民憲章

交通アクセス

観光施設などの紹介

アウトドア・スポーツの紹介

かなやま湖　湖水まつり

映画「鉄道員(ぽっぽや)」ロケ地

特産品

・南富良野町の将来像

・分野別の基本目標

・重点政策

・まちづくりの施策体系図
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わたしたちは、太陽と森と湖のまち南富良野の町民です。

先人の開拓精神を受け継ぎ、太陽のようにあたたかく森のようにた

くましく湖のように清く豊かな夢と希望にあふれるまちをつくります。

南富良野町は、北海道のほぼ中央に位置し、東西に貫流

する空知川に沿って6つの集落から形成されています。

四方は山並みに囲まれ、その大部分は自然のままの豊か

な森林で占められており、北は富良野市、東は新得町、南

は占冠村、西は夕張市に隣接し、町のほぼ中央部に金山

ダムによってできた人造湖「かなやま湖」が豊かな水をたた

え、訪れる人に憩とやすらぎの時間を与えてくれます。

明治41年に下富良野村戸長役場から分離創設し

たときに、富良野の南方に位置するところから「南

富良野」と名付けられました。

富良野という地名は明治19年に内田瀞という人が

植民地選定報文に、この地方の原野名を「フラヌ」

と仮名書きで記していますが、その後「振縫」という

当て字を用いたこともありました。

フラヌとは、アイヌ語で「赤色の溶岩や焼け石のた

くさんあるところ」という意味で、十勝岳付近の状況

を指しています。

「南」の文字の中に、フラノのフの

字を包含し、金山ダムとまちの地

形からくる円やかさを形象化しなが

ら、全体として町の上昇発展を表

現しています。

◆町の花／ヒナゲシ ◆町の木／クルミの木

南富良野とは

町名の由来 町民憲章

町章

位置

１、健康と安全に努め、明るい家庭を築きましょう。

１、勤労を尊び、社会に貢献する自分を磨きましょう。

１、感謝と思いやりの心を持ち、豊かな自然を生かしましよう。

１、知性を高め、郷土に根ざす文化のまちをつくりましょう。

１、健康と安全に努め、明るい家庭を築きましょう。

１、勤労を尊び、社会に貢献する自分を磨きましょう。

１、感謝と思いやりの心を持ち、豊かな自然を生かしましよう。

１、知性を高め、郷土に根ざす文化のまちをつくりましょう。

東鹿越東鹿越東鹿越
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南富良野町

樹海峠

狩勝峠

函館函館

札幌

旭川

稚内

南富良野

釧路

帯広

トマム

札幌へ　約3時間／約150km

旭川へ　約2時間／約100km

帯広へ　約1.5時間／約80km

富良野へ　約40分／約40km

トマムへ　約30分／約30km

富良野へ
.............

約40分／約40km

トマムへ
................

約30分／約30km

札幌へ
............

約3時間／約150km

旭川へ
............

約2時間／約100km

帯広へ
...........

約1.5時間／約80km

各地へのアクセス時間と距離

太陽と森と湖のまち南富良野町は、

東経142度35分・北緯43度10分、海

抜350m(役場庁舎所在地点)で、四

方を山に囲まれた地形です。 

町の中心地は幾寅地区でここに町

役場が置かれています。 

東西に国道38号、根室本線が走っ

ています。上川管内南部に位置し、

東西43.3km、南北45.9kmで、面積

は665.52kmです。

2
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とろけるような口あたりと甘い香りがいっぱいのメロン。

靼韃蕎麦は、健康に良いとされる「ルチン」(ビタミンPとも呼

ばれる)の含有量が普通のソバよりも百倍有ると言われ、高

血圧や動脈硬化等の生活習慣病予防に効果があると証明

されている。

厳選した「ふらの産男爵いも」を皮つきのまま

茹であげ、良質な北海道バターで味付けし、

まるごとパック。

北海道ふらの山麓に育まれた熊笹のエキス

と清らかな水をブレンドした健康飲料。

浅田次郎氏の短編小説「鉄道員（ぽっぽや）」の映画化。この主要なロケ地となっ

たのが根室本線「幾寅駅」とその周辺。映画界の大俳優「高倉健」さんが主演し、

厳しい寒さの続く平成11年1月、大勢のロケ隊により2週間にわたる撮影が繰り広

げられ、同年6月に公開されました。映画上では「幌舞駅」として呼ばれている「JR

幾寅駅」と周辺のロケセットは今もそのままの形で残されています。

7月の最終日曜日、太陽と森と湖の祭典「かな

やま湖　湖水まつり」が盛大に開催。ニジマス

のつかみ取りやキャラクターショー、歌謡ショー、

フィナーレを飾る花火大会など、多彩なプログ

ラムが展開されます。

鹿肉缶詰

森の恵みエゾシカ肉をたべやすい大きさで缶

詰に。大和煮・味噌煮・カレー煮と3種類の味が

楽しめます。

南富良野産メロン

南ふらの北落合高原「韃靼(だったん)そば」 バタじゃが くまささ茶
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南富良野町　第5次総合計画　

計画期間/平成25年度～平成 34年度

住民の支え合いと絆のまち・住民と行政の協働のまち・みんなで

創るまち

豊かな自然と美しい景観に囲まれたまちで、太陽のようにあたた

かく森のようにたくましく湖のように清く豊かな夢と希望にあふれ

るまち

◆南富良野町の将来像

◆分野別の基本目標

◆重点政策 ◆まちづくりの施策体系図

共に創る　笑顔で　生き活き　みなみふらの

《共に創る　笑顔で　生き活き　みなみふらの》

【共に創る】

【笑顔】

【生き活き】

《太陽と森と湖のまち》

目標人口：2,500人

まちの

将来像

まちの

将来像

■農業

■林業

■商工鉱業

■観光

■雇用

■地域

　　エネルギー

　・省エネルギー

■保健・医療

■地域福祉

■高齢者福祉

■障がい者福祉

■子育て支援

■社会保障

■道路

■公共交通網

■地域情報化

■住宅・住宅地

■公園

■水道・下水道

■自然・景観

■環境衛生

■消防・救急・

　　防災

■防犯・交通

　　安全

■学校教育

　　・小学校

　　・中学校

■学校教育

　　・高等学校

■社会教育

■スポーツ・

　　レクリエーシ

　　ョン

■歴史・文化・

　芸術

■青少年の健

　　全育成

■国際・地域間

　　交流

■まちづくり

■行財政運営

■広域行政

■広報・公聴・

　　情報公開

共に創る　笑顔で　生き活き　みなみふらの

～ 太陽と森と湖のまち～

○安全・安心なまちづくり

○健やかな子ども育成

○地域産業の活性化

○自然環境保全と循環する森づくり

○共に創造するまちづくりと人材育成

安全・安心・

快適なまち

づくり

学ぶ力・健や

かな体・豊か

な心を育むま

ちづくり

共に創造する

まちづくり

次代へつなぐ

活力ある産業

のまちづくり

幸せに暮らせ

る健康と福祉

のまちづくり

太陽と森と湖のまち

～ 太陽と森と湖のまち～

共に創る共に創る

笑顔笑顔 生き活き生き活き

太陽と森と

湖のまち

安全、安心、快適なまち・共育するまち・人を育むまち・幸せのまち

活力のある産業のまち・元気な人、まち・豊かな自然のまち・チャ

レンジするまち

目標人口：2,500人

　本町の人口は、年々減少しており、平成17年と平成22年の

国勢調査に基づいて、コーホート変化率法により算定した平

成34年度の人口推計は、2,436人となります。

　本計画では、観光・農林業・商工鉱業の振興や住宅・住宅

地の整備をはじめ、子育て支援や高齢者・障がい者福祉の充実、

移住対策の推進により定住を促進し、平成34年度の目標人

口を2,500人とします。

基本目標

次代へつなぐ活力ある産業のまちづくり

幸せに暮らせる健康と福祉のまちづくり

安全・安心・快適なまちづくり

学ぶ力・健やかな体・豊かな心を育むまちづくり

共に創造するまちづくり

重点政策

○安全・安心なまちづくり

○健やかな子ども育成

○地域産業の活性化

○自然環境保全と循環する森づくり

○共に創造するまちづくりと人材育成

　平成14(2002)年度第４次総合計画を策定し、「まほらの　南富良野－ 瑞々しい自然、誇れる大地、人のびのび、みなみふらの－ 」

を将来像として、まちづくりを進めてきました。

　これまで取り組んできたまちづくりを継承し、社会・経済情勢の変化に対応しながら、すべての住民が幸せを感じながら、「住み

続けられる・住み続けたいと思える」まちづくりのため、農林業・商工鉱業・観光などの地域産業の振興をはじめ、保健・医療・福祉

の充実、安全・安心・快適な生活基盤・生活環境づくり、次代を担う子どもたちの育成、住民と行政が協働するまちづくりを目指し、

将来像を次のように定めます。

◆基本目標2(保健・医療・福祉分野)

幸せに暮らせる健康と福祉のまちづくり

住民が健康に暮らせるよう、健康づくりなど保健事業に取り

組むとともに、医療体制の維持・充実を進めます。また、高

齢者や障がい者などが住み慣れた地域で安心して暮らせる

よう、居住環境の整備と福祉・介護サービスの充実を図ると

ともに、住民と行政が一体となって地域福祉の向上を目指

します。

◆基本目標1(産業分野)

次代へつなぐ活力ある産業のまちづくり

◆基本目標5(住民協働・行財政分野)

住民・地域・行政などがそれぞれの役割と責任を担い、協働するまちづくりを目指し、広報・広聴活動の充実や行政情報の提供な

どによる情報の共有化をはじめ、各種計画策定への住民参画、男女共同参画など幅広い住民参画の機会づくりと自治会への支

援による地域における自主活動の促進に努めます。

人口減少と少子高齢化が進み、地域の過疎化から地域

力の低下や無商店化など、日常生活に支障をきたす様々

な課題や防災対策などに対して、住み慣れた地域で安

全に安心して暮らし続けられる環境づくりを進めます。

◆基本目標4(教育・文化分野)

学ぶ力・健やかな体・豊かな心を育むまちづくり

次代を担う子どもたちが心身ともにたくましく育つよう、知識

と教養、豊かな心、健やかな体など「生きる力」を育てる学

校環境の充実を図ります。また、青少年の健全育成を進め

るため、学校・家庭・地域社会が連携して共育を進めます。

◆基本目標3(生活基盤・生活環境分野)

安全・安心・快適なまちづくり

住民が快適に安心して暮らせるよう、道路や公共交通網、

住宅、公園、上下水道などの生活基盤の維持・整備を進め

るとともに消防・救急・防災対策、防犯・交通安全対策など

生活安全の充実に努めます。また、本町の豊かな自然環境

の保全を進めるとともに、環境にやさしいまちづくりを目指し

ます。

重点政策1 安全・安心なまちづくり

子どもを安心して生み育てられる環境づくりの充実を進

めるとともに、次代を担う子どもたちの学校教育、社会

教育、スポーツ活動などの充実を図ります。

重点政策2 健やかな子ども育成

基幹産業である農業をはじめ、林業や商工鉱業・観光・

福祉などの既存産業の活性化と地域の資源を活かした

新たな産業の創出に取り組み、地域活力の向上と雇用

の場の創出を目指します。

重点政策3 地域産業の活性化

森林は、水源のかん養、土砂災害の防止、野生生物の

生息環境の保全など多面的な機能を有していることから、

森林保全と循環する森づくりを進めるとともに、空知川

やかなやま湖など本町の豊かな自然環境を保全します。

重点政策4 自然環境保全と循環する森づくり

過疎化から地域力の低下が懸念されているため、自治

会活動を促進するとともに、住民・地域・NPO法人(特定

の公益的・非営利活動を行うことを目的とする法人)や

その他活動団体・行政がそれぞれの役割を担い、協働

のまちづくりを進めます。また、これからの各分野を担う

人材育成を進めます。

重点政策5 共に創造するまちづくりと人材育成

次代へつなぐ持続可能な地域産業づくりに向け、農林業、

商工鉱業、観光、福祉などの振興に努めるとともに、各産業

が提携した６次産業や再生可能エネルギーなど新たな産業

の創出に努めます。また、住民が地域商店に親しみを持ち、

互いに支え合う商店街づくりを目指します。

共に創造するまちづくり
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●保健事業の推進

●感染症予防対策の推進

●母子保健事業の推進

●歯科保健事業の推進

●精神保健事業の推進

●医療体制の維持・充実

●地域福祉の総合的な推進

●地域福祉活動の促進

●福祉意識の啓発

●バリアフリーのまちづくり

●ひとり親家庭への支援

保健・医療 高齢者福祉 子育て支援

社会保障地域福祉

●障害福祉サービスの充実

●福祉教育の推進

●障がいを持つ子どもへの支援

●施設整備の推進

●交通費助成対策等

障がい者福祉

●保育サービスの充実

●保育所施設の整備

●子育て活動の支援

●子育て家庭への

　　経済的支援

●健康増進の啓発

●児童虐待防止対策の

　推進

●施設環境等の充実

●医療保険制度の安定化

●国民年金制度の啓発

●福祉医療制度の啓発

●生活保護の適正運用と自立支援

●低所得者への生活支援

計画されている主な事業

住み慣れた地域で安心して暮らせることができる

よう、住民、地域、行政、社会福祉協議会等の関係

機関が連携して地域福祉の向上を進めます。

すべての住民が元気に安心して暮らせるよう、健

康づくりの促進と医療体制の維持に努めます。

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、

高齢者福祉の向上を進めます。

子どもを安心して生み、健やかに育てていくことが

できるよう、子育て支援の充実と地域全体で子ど

もを育てる共育を推進します。

住民が安心して健康に暮らせるよう、国民健康保

険制度の安定的な運営をはじめ、社会保障制度の

充実を進めます。

●乳幼児等予防接種助成

●南ぷミニドック・各種健診事業

●地域福祉計画の策定

●社会福祉協議会運営補助金

●権利擁護事業の推進

●緊急通報システムの導入

●住民健康講座・健康教室の開催

●高齢者生活居住施設の整備

●高齢者在宅支援事業

　・町内外出支援サービス

　・福祉移送サービス利用料助成

　・生きがいデイサービス

　・配食サービス

　・除雪サービス等

●高齢者事業団の活動支援

●老人クラブの活動支援

●サロン活動支援

●幾寅保育所・金山保育所の改築

●幼稚園機能の導入【幼保一体化】　

●放課後児童クラブ運営支援

●育児講演会の開催

●子育支援センター運営事業

●集落支援員の設置

●すこやか出産支援金事業

●子ども医療費の無料化

●妊婦検診料の無料化

●不妊治療費の助成

●低所得者生活支援給付事業

●ジェネリック医薬品普及の啓発

●保健・医療・福祉制度の啓発事業

7 9 11

128

ノーマライゼーション社会の形成を目指し、障がい

者が自立して地域で安心して暮らせるよう障がい

者福祉の向上を進めます。

10

幸せに暮らせる健康と福祉のまちづくり幸せに暮らせる健康と福祉のまちづくり

●高齢者福祉サービスの充実

●交通弱者対策の推進

●社会参加の促進

●高齢者福祉施設の整備

●介護保険の安定化

●介護予防事業等の充実

就学時健診 ふれあいサロン「いこい」

ボランティアによる高齢者住宅の除雪 ふれあいフェスタ 住民健診

砂場で仲良く遊ぶ子どもたち

分野別の主な施策
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●国道・道道・地域高規格道路の整備

●町道の整備

●JR根室本線等の維持・充実

●民間高速バスの維持・充実

●町営循環バスの維持・充実

●交通弱者対策の推進

道路 自然・景観

公共交通網

●公園の維持・充実

公園

公共交通機関である鉄道と都市間バスを維持す

るとともに、町営循環バスの効率的な運行と利便

性の向上、交通弱者対策を進めます。

道路の安全性・利便性・快適性の向上のため、国

道・道道などの整備要請と町道の計画的な整備を

進めます。

豊かな自然・美しい景観の保全と希少淡水魚「イト

ウ」の保護を進めるとともに、学校教育や社会教育

による自然環境教育を推進します。

13 19

●自然環境の保全

●景観の保全

14

住民の憩いの場と魅力的な観光地づくりに向け、

公園などの維持・充実を推進します。

17

●地域情報化の推進

地域情報化

●水道供給体制の維持・充実

●下水道・し尿処理体制の維持・充実

水道・下水道

地域情報化を推進し、行政情報の提供や商工業、

観光、教育、福祉などの各分野における利活用を

進めるとともに、インターネットの普及を促進します。

15

住民生活に欠かすことのできない水を安全かつ

安定的に供給できる体制を維持するとともに、水

洗化の促進と合併処理浄化槽の普及促進、広域

連合によるし尿処理体制の維持を図り、河川や

湖の水質保全と快適な生活環境づくりを目指し

ます。

18

安全・安心・快適なまちづくり安全・安心・快適なまちづくり

住宅・住宅地

「住宅マスタープラン」に基づき、公営住宅の計画

的な建替を進めるとともに、民間賃貸住宅の整備

を促進します。また、高齢者や障がい者に配慮し

たバリアフリー住宅の供給など快適で安心できる

住宅環境づくりと定住・移住対策を進めます。

16

●公営住宅の整備

●民間・持家住宅の整備促進と定住・移住対策

　の推進

水にふれあえる公園

公営住宅

南富良野浄化センター

かなやま湖

フリーマーケット

町営循環バス

分野別の主な施策

環境衛生

●3R（ごみの発生抑制・再利用・再生利用）

　の推進と適正処理

●環境美化の推進

●斎場・火葬場・墓地の維持・充実

ごみの発生抑制・再使用・再生利用を促

進するとともに、適正処理を進め、循環型

社会の形成を目指します。

斎場・火葬場・墓地の環境美化と適正な

維持管理を推進します。

20
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●学校施設の整備等

●教育環境の充実

●就学支援の充実

●学校と家庭、地域社会との連携

●学校運営体制・施設の整備

●教育環境の充実

●就職・進学支援の充実

学校教育<小学校・中学校>

学校教育<高等学校>

基礎的・基本的な学力の向上と特色と魅力ある南

富良野高等学校づくりを目指すとともに、社会性・

道徳性を持った人間形成が図れる教育を推進し

ます。

基礎的・基本的な学力、豊かな人間性、たくま

しい心身を養い、「生きる力」を育むことを目指

します。

23

24

●生涯学習推進体制の整備

●社会教育の推進

●社会教育施設の充実

社会教育

住民一人ひとりが健康で生きがいのある豊かな人

生を送り、学習の成果が豊かな地域づくりに活か

されるよう、生涯学習社会の構築を進めます。

25

海外へ留学生の派遣 子ども絵本まつり

学ぶ力・健やかな体・豊かな心を育むまちづくり学ぶ力・健やかな体・豊かな心を育むまちづくり 分野別の主な施策

計画されている主な事業

●町道整備

　・幾寅市街地道路改良・舗装

　・東幾寅線拡幅

　・下金山停車場線歩道新設等

●道路維持車両更新【雪寒機械等】

●町営循環バス運行体制の見直し

　【デマンド型体系等の導入】

●町営循環車両購入

●ホームページ整備事業

●公共施設予約システムや電子申請の導入

●持家住宅整備助成【新築・増築】

●住宅リフォーム助成

●民間賃貸住宅整備助成

●危険廃屋解体助成

●住宅地の分譲

●公営住宅整備事業

●老朽公営住宅解体事業

●移住体験住宅整備事業

●各地区水道施設設備等の更新事業

●水道供給区域外における給水設備

　　助成事業

●公共下水道設備の更新事業

●合併浄化槽設備・維持管理助成

●自然生物等展示施設の整備

●イトウ保護及び環境教育事業

●消防デジタル無線整備

●消防設備更新事業

●消防車更新事業

●公共施設等にバイオマスボイラーの導入

●防災資機材整備

防犯・交通安全

●防犯対策の推進

●消費者対策の推進

●交通安全対策の推進

犯罪被害にあわないよう、防犯意識を高めるとと

もに、地域ぐるみの見守り体制と福祉と連携した

生活支援を充実し、安全・安心なまちづくりを目指

します。交通安全意識を高める啓発活動を進める

とともに、安全な道路環境づくりを進めます。

22

消防・救急・防災

●消防体制の充実

●救急体制の充実

●防災・減災体制の充実

●国民保護体制の充実

消防・救急体制の充実と消防団の育成強化を推進

するとともに、「消防施設整備計画」に基づき、消

防施設・設備の計画的な整備を進めます。

自然災害などあらゆる災害に対応するため、「地域

防災計画」に基づき、災害応急体制の強化や防災・

減災（災害時において、発生し得る被害を最小化す

るための取り組みのこと）対策を推進します。

21

交通安全教育

消火訓練

スポーツ・レクリエーション

体育協会や総合型地域スポーツクラブ、ス

ポーツ推進委員などと連携し、健康づくりや

体力向上のため、住民誰もがスポーツ・レ

クリエーション活動に気軽に親しめる環境

づくりを推進するとともに、住民・地域・各

種団体の主体的な活動を支援します。

26

●施設環境の充実

●スポーツ活動の支援

●スポーツ普及活動の推進

●スポーツ推進体制の充実

空知川スポーツリンクスカーリング場

安全・安心・快適なまちづくり安全・安心・快適なまちづくり 分野別の主な施策
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●住民参画の促進

●人材育成の推進

●まちづくりの活性化

●効率的な行政運営

　の推進

●計画行政の推進

●人材育成の推進

●健全な財政運営の推進

●電子自治体の構築

まちづくり

行財政運営

計画されている主な事業

事務事業の見直しや定員管理の適正化、簡素で機動的

な組織機構の確立、専門性や創造性を発揮する職員の

育成、財政運営の健全化、電子自治体の構築、住民サー

ビスの向上などを総合的に進め、効率的かつ効果的な行

財政運営を推進します。

住みよいまちづくりを目指し、住民・地域・行政が

連携した「協働のまちづくり」を推進します。

30

31

●広域行政の推進

広域行政

行財政運営の効率化と住民サービスの向上に向

け、産業、観光、医療、福祉、教育、税務などの各

分野において、富良野圏域5市町村など周辺自治

体との広域的な事務事業の連携を進めます。

32

共に創造するまちづくり共に創造するまちづくり

広報・広聴・情報公開

住民と行政が連携した協働のまちづくりを推進する

ため、広報・広聴活動や情報公開を通じて、行政情

報の共有化を図ります。

33

●広報・広聴活動の充実 ●情報公開の推進

●まちづくり地域活性化交付金

●まちづくり研修事業

●自治会活動推進条例に基づく自治会

　活動の促進

●地域おこし協力隊の設置

●地域活動の拠点施設の整備

●行政事務の電算化

●職員人事交流及び研修事業

●巡回窓口車更新事業

●広報紙及び町勢要覧の発刊

●移動町長室及び町長への手紙

南富良野町第5次総合計画審議会

国際・地域間交流

●文化・芸術活動の促進

●文化財などの保存と活用

歴史・文化・芸術 計画されている主な事業

国際交流や地域間交流を進め、豊かな人間形成

と人材育成を進めるとともに、自然・風土など地域

資源を活かし、交流人口の増加による地域の活

性化を推進します。

●小学校校舎の改築

●学校給食センター整備

●スクールバス購入

●小中学校の給食費無料化

●生徒資格取得助成

●小中高連携教育推進計画の推進

●外国語指導助手の配置

●高等学校の学習支援員等の加配配置

●南富良野高校海外留学生派遣事業

●高校・大学等の奨学金貸付事業

●教育・スポーツ団体活動運営助成

●高齢者千里大学運営事業

●放課後こども教室の導入

●空知川スポーツリンクスカーリング場の

　　整備

●アスリート派遣助成事業

●北海道日本ハムファイターズ交流事業

●沖縄県本部町との親善交流事業

●キッズコム・ファーム事業の推進

　[都市住民との交流・イベント事業の促進]

29

●国際交流の推進

●地域間交流の推進

住民が文化や芸術にふれる機会づくりを進め、住

民主体の文化・芸術活動の活性化を促進していく

とともに、有形・無形の貴重な文化財の保存・活

用に努めます。

27

●青少年健全育成の推進

青少年の健全育成

次代を担う子どもたちの健全な育成を進めるため、

家庭、地域、学校、行政などの連携強化のもと、地

域全体で見守り、育てる環境づくりを推進します。

28

学ぶ力・健やかな体・豊かな心を育むまちづくり学ぶ力・健やかな体・豊かな心を育むまちづくり 分野別の主な施策 分野別の主な施策



北海道南富良野町/町要覧

みなみふらの

共に創る 笑顔で 生き活き

太陽と森と湖のまち

共に創る　笑顔で　生き活き　みなみふらの　太陽と森と湖のまち

南富良野町　第5次総合計画　計画期間/平成25年度～平成 34年度
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