士幌町第５期 町づくり総合計画

ユートピアプラン２ １
『協働でつくる活き生きしほろ』
（平成１８年度から平成２７年度）

町

士

幌

章

町

ユートピアプラン２１
ユートピアプラン２１
『協働でつくる活き生きしほろ』の建設をめざして。
士幌町第５期 町づくり総合計画のスタートにあたって

士幌町は、明治31年に開拓が始まり、大正15年の分村、昭和37年の町制施行を
経て、農業の町として着実な発展を続け、今日の農業先進地の実現に至りました。
この間、昭和30年の｢新農村建設計画｣の策定により農業経営の変革に着手し、昭
和43年には 産業と生活の基盤整備 を重点とする｢士幌町町づくり計画｣、昭和4
5年には 母胎から楽土まで をテーマとして｢愛の町｣建設を目指す過疎地域振興
計画、昭和51年には 愛と緑の町 の建設を重点とする「第2期町づくり計画｣、
次いで昭和61年には 愛とふれあいのある町 の建設を重点とした｢第3期町づく
り総合計画｣、さらに、平成8年度から今日までは ふれ愛ユートピアしほろ を町
づくりのテーマとした｢第4期町づくり総合計画｣に基づいてまちづくりを進めてき
ました。
超少子・高齢社会の到来に加え、地方分権の本格化、産業のグローバル化、社会
保障制度の新たな展開が進むなか、町を取り巻く環境も大きく変化をしています。
とりわけ行財政をめぐっては、財政のひっ迫が深刻化するなか三位一体の改革、
市町村合併の問題、道州制の議論などかつてない厳しい状況にあります。
こうした状況にあって、これからの町づくりは「地域の政策、施策は地域住民が
自ら決定し(自己決定)、決定責任も自ら負う(自己責任)」という自主・自立が求めら
れており 、 町民と行政の協働（パートナーシップ ） が不可欠であります。
かつてない多様で厳しい状況のなか、地域の特性や資源を活かした真に豊かな農
村づくりを目指して 協働でつくる活き生きしほろ をテーマとした「第５期町づ
くり総合計画 」（ユートピアプラン２１）を策定しました。
この計画の作成にあたっては、町民各層からの貴重なご意見ご提言をもとに、町
民会議委員をはじめ多くの町民の皆様に議論をいただきましたが、計画の推進にお
いても各機関・団体や町民の皆様に積極的に参画をいただくと共に、特段のご支援 、
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
平成１８年４月
士幌町長
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