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基本計画新旧対照表 

 

 変更後 変更前 

 第５章 心にゆとりを持って安心して生活できるまち  第５章 心にゆとりを持って安心して生活できるまち 

  第１節 道路・交通網の整備   第１節 道路・交通網の整備 

 ●施策の目的  ●施策の目的 

（略） （略） 

 ●現状と課題  ●現状と課題 

   本町には、国道38号・274号・336号の３路線ほか、道道７路線、町 

道256路線により道路網が形成されています。また、公共交通は、JR 

根室本線と民営バス路線が運行されているほか、町内交通として一部 

スクールバスを混乗方式で運行しており、それぞれ町民の交通手段と 

して利用されています。 

また、平成21年11月21日からは道東自動車道浦幌ICが供用開始とな 

り、道央自動車道と接続する千歳恵庭JCTから最東端に位置するICと 

して、道南・道央圏からの交流人口拡大が期待されています。 

国道336号は、一部未開設部分があり、厚内方面に連絡する道道直別 

共栄線の整備とともに、早期完成が望まれ、本町の重要懸案事項とな 

っています。また、町道が256路線、延長297.4㎞と長いことから、町 

道と    これに連絡する集落間の道路や農道・林道の整備、建設 

後において相当の年数が経過している道路、橋梁、道路構造物の老朽 

化対策及び耐震対策としての再整備及び冬期間における除排雪並びに 

道路の段差解消など高齢者や障がい者などに配慮した道路整備も課題 

となっています。 

公共交通については、都市間特急バス停車と留真線が平成23年に廃 

  止され、          鉄道についても便数が少なく、利便性 

の向上が望まれている状況です。 

また、道東自動車道の        「浦幌IC」は、道南、道央 

  圏からの交流・観光・物流の玄関口として位置づけ、特に交流人口の 

本町には、国道38号・274号・336号の３路線ほか、道道７路線、町 

道255路線により道路網が形成されています。また、公共交通は、ＪＲ 

根室本線と民営バス路線が運行されているほか、町内交通として一部 

スクールバスを混乗方式で運行しており、それぞれ町民の交通手段と 

して利用されています。 

また、平成21年11月21日からは道東自動車道浦幌ICが供用開始とな 

り、道央自動車道と接続する千歳恵庭JCTから最東端に位置するICと 

して、道南・道央圏からの交流人口拡大が期待されています。 

国道336号は、一部未開設部分があり、厚内方面に連絡する道道直別 

共栄線の整備とともに、早期完成が望まれ、本町の重要懸案事項とな 

っています。また、町道が255路線、延長296.4㎞と長いことから、町 

道の整備及びこれに連絡する集落間の道路や農道・林道の整備も課題 

となっており、                         

                  冬期間における除排雪並びに 

道路の段差解消など高齢者や障がい者などに配慮した道路整備も課題 

となっています。 

公共交通については、民営バスの経営が厳しい状況にある中、赤字 

路線の廃止が懸念されるほか、鉄道についても便数が少なく、利便性 

の向上が望まれている状況です。 

また、道東自動車道の最東端に位置する「浦幌IC」は、道南、道央 

  圏からの交流・観光・物流の玄関口として位置づけ、特に交流人口の 
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 変更後 変更前 

増加が、本町のうらほろ留真温泉を核とした観光産業並びに地域活性 

化に結び付ける施策の展開が必要となります。 

 

増加が、本町のうらほろ留真温泉を核とした観光産業並びに地域活性 

化に結び付ける施策の展開が必要となります。 

 ●主要施策  ●主要施策 

 （１）国道・道道の整備  （１）国道・道道の整備 

（略） （略） 

 （２）町道の整備  （２）町道の整備 

国道・道道との連携や機能分担、町内地域間の連携強化等に配慮し、 

将来の財政的負担を踏まえ、総合的な道路整備方針により、町道の整 

備を計画的・効率的に進め、道路、橋梁、道路構造物の老朽化対策と 

しての修繕及び耐震化を推進していきます。また、地域・住民と連携 

しながら道路の維持管理に努めます。 

国道・道道との連携や機能分担、町内地域間の連携強化等に配慮し、 

将来の財政的負担を踏まえ、総合的な道路整備方針により、町道の整 

備を計画的・効率的に進め、道路、橋梁、道路構造物の老朽化対策と 

しての修繕及び耐震化を推進していきます。また、地域・住民と連携 

しながら道路の維持管理に努めます。 

 （３）安全で快適な道づくりの推進  （３）安全で快適な道づくりの推進 

（略） （略） 

 （４）公共交通機関の充実  （４）公共交通機関の充実 

町民の日常生活に不可欠な身近な交通手段として、        

   鉄道の便数確保等について関係機関と協議していくほか、コミ 

ュニティバス導入の実証調査結果に基づき、患者輸送路線バスと留真 

温泉バスの一部とを再編・統合し、市街地内を運行する新たなコミュ 

ティバスを導入していきます。 

   町民の日常生活に不可欠な身近な交通手段として、民営バス路線の 

  存続、鉄道の便数確保等について関係機関と協議していくほか、町内 

  交通の利便性向上について、スクールバスや患者輸送バスの運行方式 

  等について関係機関、関係部署の協議体制を整えて推進していきます。 

             

   

 ●成果指標  ●成果指標 

成果指標の名称 単位 
平成21年度 

(実績) 

平成26年度 

（実績） 

平成27年度 

(中間目標) 

平成32年度 

(目標) 
備考 

町道改良率 ％ 64 65 66 66  
 

成果指標の名称 単位 
平成21年度 

(実績) 

平成27年度 

(中間目標) 

平成32年度 

(目標) 
備考 

町道改良率 ％ 64 66 67  
 

  

 ●参画と協働の指針  ●参画と協働の指針 

（略） （略） 
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 変更後 変更前 

  第２節 住宅・市街地の整備   第２節 住宅・市街地の整備 

 ●施策の目的  ●施策の目的 

（略） （略） 

 ●現状と課題  ●現状と課題 

   町営住宅については、当初、老朽化住宅建替計画を平成21年度策定、 

南町団地建替を平成22年度実施の予定でしたが、平成22年度に住生活 

基本計画及び公営住宅等長寿命化計画を策定し、計画的に建設するこ 

ととなったため、未実施となっています。宅地分譲については、定住 

促進を図るため、南町に宅地を造成し、分譲を促進してきましたが、 

11区画の分譲計画に対して現在のところ４区画が残っています。 

公営住宅については、経年による外壁の剥離や塗装の劣化が進み、 

これらへの対応が課題となっています。また、高齢化が急速に進行す 

る中で、高齢者等が安心して暮らせる住宅の確保等も求められていま 

す。さらに、若年層の定住促進に向けた取り組みも求められています。 

空き家等対策については、町内の倒壊等のおそれがある危険な建物 

  について、空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、町民の 

  生命、身体、財産の保護及び生活環境の保全を図るための対応が必要 

  となっています。 

   町営住宅については、当初、老朽化住宅建替計画を平成21年度策定、 

南町団地建替を平成22年度実施の予定でしたが、平成22年度に住生活 

基本計画及び公営住宅等長寿命化計画を策定し、計画的に建設するこ 

ととなったため、未実施となっています。宅地分譲については、定住 

促進を図るため、南町に宅地を造成し、分譲を促進してきましたが、 

11区画の分譲計画に対して現在のところ７区画が残っています。 

 公営住宅については、経年による外壁の剥離や塗装の劣化が進み、 

これらへの対応が課題となっています。また、高齢化が急速に進行す 

る中で、高齢者等が安心して暮らせる住宅の確保等も求められていま 

す。さらに、若年層の定住促進に向けた取り組みも求められています。 

                               

                                

                                

        

 ●主要施策  ●主要施策 

 （１）良好な住宅地の形成  （１）良好な住宅地の形成 

（略） （略） 

 （２）安全・安心して暮らせる宅地の供給  （２）安全・安心して暮らせる宅地の供給 

（略） （略） 

 （３）公営住宅の計画的な整備充実  （３）公営住宅の計画的な整備充実 

（略） （略） 

 （４）居住環境の総合的整備  （４）居住環境の総合的整備 

（略） （略） 
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 変更後 変更前 

 （５）空き家情報等の提供  （５）空き家情報等の提供 

（略） （略） 

 （６）適切な管理が行われていない空き家等の解消                       

空き家等対策の推進に関する特別措置法の施行を受け、空き家等 

対策計画を策定し、生活環境の整備を図ります。 

                              

                    

 ●成果指標  ●成果指標 

成果指標の名称 単位 
平成21年度 

(実績) 

平成26年度 

(実績) 

平成27年度 

(中間目標) 

平成32年度 

(目標) 
備考 

町営住宅建替戸数 戸 0 6 24 42  

町営住宅のバリア

フリー化率 
％ 35 37 40 44 

 

町営住宅の水洗化率 ％ 79 91 86 96  
 

成果指標の名称 単位 
平成21年度 

(実績) 

平成27年度 

(中間目標) 

平成32年度 

(目標) 
備考 

町営住宅建替戸数 戸 0 24 62  

町営住宅のバリアフ

リー化率 
％ 35 40 50 

 

町営住宅の水洗化率 ％ 79 86 95  
 

  

●参画と協働の指針  ●参画と協働の指針 

（略） （略） 
  

  第３節 上下水道の整備   第３節 上下水道の整備 

 ●施策の目的  ●施策の目的 

（略） （略） 

●現状と課題  ●現状と課題 

（略） （略） 

●主要施策  ●主要施策 

 （１）計画的な水道施設の整備  （１）計画的な水道施設の整備 

（略） （略） 

 （２）水道事業の健全運営  （２）水道事業の健全運営 

（略） （略） 

 （３）下水道整備の推進  （３）下水道整備の推進 

（略） （略） 
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 変更後 変更前 

 （４）終末処理場の適正管理  （４）終末処理場の適正管理 

（略） （略） 

 ●成果指標  ●成果指標 

成果指標の名称 単位 
平成21年度 

(実績) 

平成26年度 

(実績) 

平成27年度 

(中間目標) 

平成32年度 

(目標) 
備考 

水道普及率 ％ 84.1 88.7 ➚ ➚  

水洗化率 ％ 68.8 74.7 ➚ ➚  
 

成果指標の名称 単位 
平成21年度 

(実績) 

平成27年度 

(中間目標) 

平成32年度 

(中間目標) 
備考 

水道普及率 ％ 84.1 ➚ ➚  

水洗化率 ％ 68.8 ➚ ➚  
 

  

 ●参画と協働の指針  ●参画と協働の指針 

（略） （略） 

  

  第４節 交通安全・防犯体制の充実   第４節 交通安全・防犯体制の充実 

 ●施策の目的  ●施策の目的 

（略） （略） 

 ●現状と課題  ●現状と課題 

（略） （略） 

 ●主要施策  ●主要施策 

 （１）交通安全意識の高揚  （１）交通安全意識の高揚 

（略） （略） 

 （２）交通安全施設の整備・維持  （２）交通安全施設の整備・維持 

（略） （略） 

 （３）防犯意識の高揚  （３）防犯意識の高揚 

（略） （略） 

 （４）防犯環境の充実  （４）防犯環境の充実 

（略） （略） 
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 変更後 変更前 

 ●成果指標  ●成果指標 

成果指標の名称 単位 
平成21年度 

(実績) 

平成26年度 

(実績) 

平成27年度 

(中間目標) 

平成32年度 

(中間目標) 
備考 

交通事故発生件数 件 8 3 ➘ ➘  

死亡事故件数 件 1 0 0 0  

防犯灯設置箇所数 箇所 1,202 1,219 → →  

犯罪発生件数 件 13 16 ➘ ➘  
 

成果指標の名称 単位 
平成21年度 

(実績) 

平成27年度 

(中間目標) 

平成27年度 

(中間目標) 
備考 

交通事故発生件数 件 8 ➘ ➘  

死亡事故件数 件 1 0 0  

防犯灯設置箇所数 箇所 1,202 → →  

犯罪発生件数 件 13 ➘ ➘  
 

 ●参画と協働の指針  ●参画と協働の指針 

（略） （略） 
  

  第５節 防災・消防・救急体制の充実   第５節 防災・消防・救急体制の充実 

 ●施策の目的  ●施策の目的 

（略） （略） 

 ●現状と課題  ●現状と課題 

近年、本町では地震、風水害による災害は起こっていますが、他の 

地域に比べ大規模なものとなってはいません。しかし、 

（中略） 

このため、消防の広域化や電波法の改正に伴う消防救急無線のデジ 

タル化により、      常備消防・救急体制の更なる充実強化や 

地域での消防力の強化が必要であります。 

（以下略） 

近年、本町では地震、風水害による災害は起こっていますが、他の 

地域に比べ大規模なものとなってはいません。しかし、 

（中略） 

このため、消防の広域化や電波法の改正に伴う消防救急無線のデジ 

タル化などの動向を踏まえ、常備消防・救急体制の更なる充実強化や 

地域での消防力の強化を図る必要があります。 

（以下略） 

 ●主要施策  ●主要施策 

 （１）総合的な防災体制の確立  （１）総合的な防災体制の確立 

（略） （略） 

 （２）地域での防災力の強化  （２）地域での防災力の強化 

（略） （略） 

 （３）災害時要援護者対策の充実  （３）災害時要援護者対策の充実 

（略） （略） 
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 変更後 変更前 

 （４）消防施設等の充実  （４）消防施設等の充実 

（略） （略） 

 （５）常備消防・救急体制の充実  （５）常備消防・救急体制の充実 

消防広域化や消防救急無線のデジタル化により、常備消防体制の整 

  備を推進するとともに、              消防・救急体 

制の更なる充実強化を図ります。 

（以下略） 

今後の十勝圏消防広域化の検討結果に基づき、常備消防体制の整備 

を推進するとともに、消防救急無線のデジタル化など、消防・救急体 

制の更なる充実強化を図ります。 

（以下略） 

 （６）消防団の活性化  （６）消防団の活性化 

（略） （略） 

 （７）火災予防に関する知識の普及  （７）火災予防に関する知識の普及 

（略） （略） 

 （８）救急救命に関する知識の普及  （８）救急救命に関する知識の普及 

（略） （略） 

 （９）治水対策の推進  （９）治水対策の推進 

（略） （略） 

 （10）治山事業の推進  （10）治山事業の推進 

（略） （略） 

 ●成果指標  ●成果指標 

成果指標の名称 単位 
平成21年度 

(実績) 

平成26年度 

(実績) 

平成27年度 

(中間目標) 

平成32年度 

(目標) 
備考 

自主防災組織数 団体 1 2 ➚ ➚  

火災発生件数 件 4 10 0 0  

普通救命講習受講者 人 121 74 ➚ ➚ 

生産年齢人

口の30パー

セントを目

標とする。 
 

成果指標の名称 単位 
平成21年度 

(実績) 

平成27年度 

(中間目標) 

平成32年度 

(目標) 
備考 

自主防災組織数 団体 1 ➚ ➚  

火災発生件数 件 4 0 0  

普通救命講習受講者 人 121 ➚ ➚ 

 

 

 ●参画と協働の指針  ●参画と協働の指針 

（略） （略） 
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 変更後 変更前 

  第６節 情報化の推進   第６節 情報化の推進 

 ●施策の目的  ●施策の目的 

（略） （略） 

 ●現状と課題  ●現状と課題 

本町では、平成22年度に国の地域情報通信基盤整備推進交付金と地 

域活性化・公共投資臨時交付金を活用し、浦幌町内全域に光ファイバ 

によるネットワークを構築し、光ブロードバンドサービスの利用環境 

整備を図っています。 

地籍調査事業は事業開始から23年が経過し、計画面積496.88K㎡に 

対する調査完了面積233.00K㎡と進捗率46.89％に達したところであり 

ます。第３期まちづくり計画における平成23年度から平成27年度まで 

の進捗率は、調査区域の見直しがありながらも44.40％、22.52K㎡を調 

査完了しています。 

今後、情報化は、地域活性化やまちづくりの戦略としてより一層重 

要な役割を果たすことが予想されることから、町民への多様なサービ 

スの提供を図るとともに、地域間の情報交換やコミュニティ育成の手 

段としての活用、情報セキュリティ対策の強化、情報化に関する普及 

啓発や人材育成・交流促進など高度情報化に向けた取組みを一層推進 

していく必要があります。 

地籍調査事業については、本町の主要産業である一次産業の促進を 

図るため山林・農地の基盤整備として調査を実施していく必要がある 

ほか、山村部では土地所有者の高齢化や不在地主による境界の確認が 

困難となり、土地の不明確化に拍車がかかることが予想されることか 

ら、計画的な事業実施が望まれています。 

本町では、平成22年度に国の地域情報通信基盤整備推進交付金と地 

域活性化・公共投資臨時交付金を活用し、浦幌町内全域に光ファイバ 

によるネットワークを構築し、光ブロードバンドサービスの利用環境 

整備を図っています。 

地籍調査事業は事業開始から17年が経過し、計画面積496.88K㎡に 

対する調査完了面積206.70K㎡と進捗率41.60％に達したところであり 

ます。第２期まちづくり計画における地籍調査事業は、財政状況等に 

より計画の見直しがありながらも進捗率61.70％、86.67K㎡を調査完了 

しております。 

今後、情報化は、地域活性化やまちづくりの戦略としてより一層重 

要な役割を果たすことが予想されることから、町民への多様なサービ 

スの提供を図るとともに、地域間の情報交換やコミュニティ育成の手 

段としての活用、情報セキュリティ対策の強化、情報化に関する普及 

啓発や人材育成・交流促進など高度情報化に向けた取組みを一層推進 

していく必要があります。 

また、地籍調査については、山村部では土地所有者の高齢化や不在 

地主による境界の確認が困難となり、土地の不明確化に拍車がかかる 

ことが予想されることから、計画的な事業実施が望まれています。 

  

 ●主要施策  ●主要施策 

 （１）電子自治体の構築  （１）電子自治体の構築 

（略） （略） 
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 変更後 変更前 

 （２）町民への情報発信の強化  （２）町民への情報発信の強化 

   広報紙やホームページに加えて、災害時の情報提供や防災情報の伝 

達に必要とされるコンテンツ（情報サービスにおいて、提供される文 

書・音声・映像などの個々の情報）及び情報端末機器の普及に伴う通 

信環境の整備を図ります。 

   広報紙やホームページに加えて、災害時の情報提供や防災情報の伝 

達に必要とされるコンテンツ（情報サービスにおいて、提供される文 

書・音声・映像などの個々の情報）                

   の整備を図ります。 

 （３）携帯電話のエリア拡大  （３）携帯電話のエリア拡大 

（略） （略） 

 （４）地籍調査事業の促進  （４）地籍調査事業の促進 

（略） （略） 

 （５）地籍効果の利活用  （５）地籍効果の利活用 

あらゆる位置をもった地域情報を地籍成果である地理情報と一体化 

し、GISとして利活用することによる行政の効率化、経費の節減、防災 

計画推進、災害対応、さらに住民サービスの向上など地域情報社会の 

基盤情報として活用してまいります。 

あらゆる位置をもった地域情報を地籍成果である地理情報と一体化 

し、GISとして利活用することによる行政の効率化、経費の節減、   

         、さらに住民サービスの向上など地域情報社会の 

基盤情報として活用してまいります。 

 ●成果指標  ●成果指標 

成果指標の名称 単位 
平成21年度 

(実績) 

平成26年度 

(実績) 

平成27年度 

(中間目標) 

平成32年度 

(目標) 
備考 

光ブロードバン

ド加入者数 
戸 0 933 650 1,000 

 

地籍調査進捗率 ％ 41 47 47 54  
 

成果指標の名称 単位 
平成21年度 

(実績) 

平成27年度 

(中間目標) 

平成32年度 

(目標) 
備考 

光ブロードバン

ド加入者数 
戸 0 650 700 

 

地籍調査進捗率 ％ 41 48 49  
 

 ●参画と協働の指針  ●参画と協働の指針 

（略） （略） 
  

  第７節 消費者対策の充実   第７節 消費者対策の充実 

 ●施策の目的  ●施策の目的 

（略） （略） 

 ●現状と課題  ●現状と課題 

（略） （略） 
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 変更後 変更前 

 ●主要施策  ●主要施策 

 （１）消費生活に関する情報の提供  （１）消費生活に関する情報の提供 

（略） （略） 

 （２）消費生活相談の実施  （２）消費生活相談の実施 

（略） （略） 

 ●成果指標  ●成果指標 

成果指標の名称 単位 
平成21年度 

(実績) 

平成26年度 

(実績) 

平成27年度 

(中間目標) 

平成32年度 

(目標) 
備考 

消費者相談件数 件 1 7 － －  

消費者団体会員数 人 56 71 ➚ ➚  
 

成果指標の名称 単位 
平成21年度 

(実績) 

平成27年度 

(中間目標) 

平成32年度 

(目標) 
備考 

消費者相談件数 件 1 － －  

消費者団体会員数 人 56 ➚ ➚  
 

  

 ●参画と協働の指針  ●参画と協働の指針 

（略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


