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　このたび、平成 25 年度から10 年間のまちづくりの指針となります 「南富
良野町第 5 次総合計画」を関係各位のご協力をいただき策定いたしました。
　豊かな自然環境を活かし、笑顔と夢と希望にあふれ、幸せに安心・安全に暮
らし続けられるまちへ、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、まちの将来像を 「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－」と定めました。
　これまで、築き上げてきたまちづくりの成果をさらに発展させ、本計画で目
指すまちの将来像の実現に向けて、町政運営に全力を傾けていく所存でござ
います。

　結びに、計画策定にあたり、熱心にご審議いただきました審議会委員の皆様をはじめ、貴重なご意見
やご提案を賜りました町議会並びに関係各位、町民皆様に心からお礼申し上げるとともに、今後とも南
富良野町の発展のため一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。
                      平成 25 年 3 月

南富良野町長 池 部    彰

　本町では、平成14年度に第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～」を将来像に掲げ、計画的なまちづくりを進めてきました。
　この間、本町を取り巻く環境は、少子高齢化と過疎化の進行や地球規模での環境問題の深刻化、国、
地方の財政状況の悪化、社会・経済構造の急激な変革、さらには、地方分権・地域主権の進展など大き
く変化しています。
　このような社会経済情勢の中、南富良野町の発展と豊かな住民生活を築くため、これから、向こう
10年間の目指すべきまちの将来像と基本目標等を示し、その実現のための施策を明らかにする本町
の最上位計画です。

ご あ い さ つ

【計画の目的と役割】

【計画の構成・期間】

　総合計画は、「基本構想」・ 「基本計画」・ 「実施計画」から構成され、その期間と内容は次のとおりです。

基本構想は、まちの将来像を示し、これを実現するための基本目標等を定める

ものです。

平成 25（2013）年度～平成 34（2022）年度 ［10 年間］

基本計画は、基本構想を踏まえ各部門の主な施策等を定めるものです。

平成 25（2013）年度～平成 34（2022）年度 ［10 年間］

実施計画は、基本計画で示された施策を年次ごとに事業化したものです。

前期　平成 25（2013）年度～平成 29（2017）年度 ［5 年間］

後期　平成 30（2018）年度～平成 34（2022）年度 ［5 年間］
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基本構想

基本計画

実施計画
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◆南富良野町の将来像
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～

《共に創る　笑顔で　生き活き　みなみふらの》

【共に創る】
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

【笑顔】
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

【生き活き】
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

《太陽と森と湖のまち》

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

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。

共 に

笑 顔 生き活き

太陽と森と
湖のまち

基
本
目
標

重
点
政
策

基
本
計
画

○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

■ 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・広聴・
　 情報公開

まちの将来像

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

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～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～

◆まちづくりの施策体系図
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基本計画・実施計画

分野別の主な施策
１　農業

●後継者・担い手の育成と確保
●農業経営体制の整備
●農業生産性の向上
●農産物販売・加工の促進
●農村環境の保全等

２　林業

●森林経営の安定化と森林整備の促進
●森林保全の推進
●木材の多面的な利用の促進等
●町有林管理

３　商工鉱業

●商業の振興
●企業誘致や起業化の促進
●工業の振興
●鉱業の振興

４　観光

●観光発信力の強化
●観光事業の推進
●新たな観光資源の創造
●観光施設の整備

５　雇用

●雇用の創出
●地域就労の促進
●職業訓練や勤労者福祉の充実

６　地域エネルギー・省エネルギー

●地域エネルギーの利活用
●省エネルギーの推進

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

　これから10年間のまちづくりの分野別の主な施策と計画されている主な事業を記載しています。

●農業後継者育成奨学金
●新規就農者等育成補助金
●乳肉牛共同哺育・育成牛舎施設の誘致
●農業生産法人設立促進助成
●新規作物導入に伴う施設等整備助成
●乳肉用牛放牧促進助成
●農道整備
●有害鳥獣対策【侵入防止柵の整備・捕獲奨
励金】
●農産物加工品開発・研究事業
●高齢者研修センター機能移転の検討
●金山地区小果樹農園の整備
●民有林整備助成【造林・下刈等施業助成】
●林道・作業路等の整備
●フォレストタウン記念植樹祭の開催
●木質バイオマス事業の推進
●町有林整備事業
●町内消費活性化事業【プレミアム商品券、ポ
イントカード】
●商工会運営助成
●商業施設整備助成や商業用地の分譲
●南富良野ブランド商品開発事業
●ナチュラルウォーター製品開発事業
●海外観光客向け観光パンフレット作成
●富良野美瑛広域観光推進事業
●観光協会運営助成
●「道の駅」周辺の整備
●フットパスコース整備事業
●新規雇用事業者への助成
●再生可能エネルギー導入調査事業

計画されている主な事業

次代へつなぐ活力ある産業のまちづくり
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分野別の主な施策
７　保健・医療

●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

８　地域福祉

●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

９　高齢者福祉

●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

10　障がい者福祉

●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

11　子育て支援

●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

12　社会保障

●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

●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

計画されている主な事業

幸せに暮らせる健康と福祉のまちづくり
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分野別の主な施策
13　道路

●国道・道道・地域高規格道路の整備
●町道の整備

14　公共交通網

● 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

15　地域情報化
●地域情報化の推進

16　住宅・住宅地

●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

17　公園
●公園の維持・充実

18　水道・下水道

●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

19　自然・景観

●自然環境の保全　●景観の保全

20　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

21　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

22　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

共に創る 
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●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
●合併浄化槽設置・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
●公共施設等に木質バイオマスボイラーの
導入
●防災資機材整備

計画されている主な事業

安全・安心・快適なまちづくり
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●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］

●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
●広報紙及び町政要覧の発刊
●移動町長室及び町長への手紙

分野別の主な施策
23　学校教育＜小学校・中学校＞

●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

24　学校教育＜高等学校＞

●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

25　社会教育

●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

26　スポーツ・レクリエーション

●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

27　歴史・文化・芸術

●文化・芸術活動の促進　●文化財などの保存と活用

28　青少年の健全育成
●青少年健全育成の推進

29　国際・地域間交流

●国際交流の推進　●地域間交流の推進

分野別の主な施策
30　まちづくり

●住民参画の促進　●人材育成の推進
●まちづくりの活性化

31　行財政運営

●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

32　広域行政
●広域行政の推進

33　広報・広聴・情報公開

●広報・広聴活動の充実　●情報公開の推進

計画されている主な事業

計画されている主な事業

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
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〒 079-2402 北海道空知郡南富良野町字幾寅 867 番地
nanpu@town.minamifurano.hokkaido.jp
TEL.0167-52-2112　FAX.0167-52-2922

■町の花／ヒナゲシ ■町の木／クルミの木

町　章

南富良野の南の文字の中に、フラノのフの字を包含
し、金山ダムと町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。

南富良野町　町民憲章

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。
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ょう。
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。


