
温泉資源の保全と活用 

•温泉施設の管理と入浴
活用 

•エネルギーの有効活用 

観光の振興 

•総合的な観光振興の推
進 

•イベントの開催 

•交流人口の拡大に向け
た誘致活動 

•観光施設の整備・運営 

•スポーツ観光の推進 

•観光振興に付随する問
題の解決 

洞爺湖有珠山 

ジオパークの活用 

•世界に誇る地域特性を
活かしたまちづくり 

•ジオパークの見どころ
（ジオサイト）の整備 

•ユネスコブランドの優位
性を活かした取組 

事業計画 ２ 
 

誇れる地域特性を活かしたまちづくり 

施策及び目的別区分 

芸術・文化活動の促進と 

文化遺産の保存・活用 

•芸術作品の活用 

•芸術活動の育成支援 

•芸術文化・文化財の保
存活用 

•世界遺産登録に向けた
取組 

自然公園・水辺の整備 

•湖畔公園の整備・維持
管理 

大学との連携 

•自然環境等の調査研
究の推進 

•人材の活用 



施策

■ ホテル等入浴助成事業 ○ いこいの家管理事業（指定管理）

○ 洞爺地区泉源管理事業

○ 手湯・足湯管理事業

■ 地熱資源活用事業（補助・貸付）
（貸付金償還含む）

■ 地熱資源有効活用（熱利用、温泉
利用）

■ 観光コンシェルジュ補助 ○ 洞爺湖温泉観光協会補助事業

■ 冬季周遊バスの運行 ○ 洞爺まちづくり観光協会補助事業

■ 誘客素材（パンフレット、映像、
看板等）の整備

○ 観光振興関係団体事務

■ ＳＮＳ地域ＰＲ活動助成 ○ 観光振興事業

○ 花と緑のまちづくり推進委員会補助
事業

○ 観光案内所の運営

○ デジタルサイネージの設置

○ 洞爺夏まつりの開催支援

○ 洞爺湖温泉サマーフェスタ（観光協
会補助）の開催支援

○ ＴＯＹＡＫＯマンガアニメフェスタ
（観光協会補助）の開催支援

○ ＭＯＶＥ洞爺湖（観光協会補助）の
開催支援

○ 洞爺湖温泉冬まつりの開催支援

■ トップセールス事業

■ 旅客誘致活動（観光協会補助）

■ 北海道登別・洞爺広域観光圏推進
事業

■ 訪日外国人誘致活動の強化事業

■ 修学旅行誘致対策事業

■ 観光施設の改修・更新
○ 洞爺湖観光情報センター・サミット

記念館の管理運営

○ 洞爺湖文化センターの管理運営

○ 森林博物館の管理運営

○ にぎわい広場・イルミネーションの
管理運営

○ 財田キャンプ場（指定管理）の管理
運営

○ 西山・金比羅散策路の管理運営

○ 洞爺湖ビジターセンター・火山科学
館等の管理運営

目的別区分 実施事業・取組（■主要事業、○主要事業以外の事業）

２－１
温泉資源の
保全と活用

温泉施設の
管理と入浴
活用

総合的な観
光振興の推
進

エネルギー
の有効活用

イベントの
開催

交流人口の
拡大に向け
た誘致活動

２－２
観光の振興

観光施設の
整備・運営

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

２ 誇れる地域特性を活かしたまちづくり 
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施策 目的別区分 実施事業・取組（■主要事業、○主要事業以外の事業）

２ 誇れる地域特性を活かしたまちづくり 

■ 多目的人工芝スポーツ施設の運
営・活用（指定管理）

○ 夕日ヶ丘パークゴルフ場（指定管
理）の管理運営

■ ワンストップ誘致窓口事業（にぎ
わいネット）

○ 洞爺ふれあいパークゴルフ場の管理
運営

■ 洞爺湖マラソンの開催 ○ 洞爺湖カヌー体験ハウスの管理運営

■ 北海道ツーデーマーチの開催 ○ 北海道トライアスロンの開催

○ グランフォンドの開催支援

○ ＡＲＫラリー洞爺の開催支援

○ ツール・ド・北海道の開催支援

○ 北海道コンサドーレ札幌との提携事
業

■ 民間大規模建築物耐震補強事業 ○ 遊漁船対策事業

○ 洞爺湖水域安全運航協会交付金事業

○ 湖畔レジャー対策協議会事務

■ 洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議
会負担金事業
・１市３町によるジオパーク
　普及連携事業
・ジオの恵みを活用したＰＲ
　事業

■ 地域特性を活かした減災教育推進
事業
・学校への火山マイスター等
　派遣事業

■ 主要ジオサイトの保全・活用事業

・主要ジオサイトの除草及び
　安全管理

・解説看板記載内容の見直し

・新たな散策ルートの検討

■ 「ジオパークと大地の恵み展」運
営事業
・ユネスコ世界ジオパークの
　まち情報発信事業
・ジオパークネットワーク活用
　事業

・ジオパーク視察研修受入事業

・ジオパーク資源の発掘・活用
　促進事業

○ とうや湖ぐるっと彫刻公園の管理

○ 洞爺湖芸術館（指定管理）の管理運
営

○ 洞爺湖文化団体協議会補助事業

○ とうや文化協会補助事業

○ 美術見学会等の開催

○ 国際彫刻ビエンナーレ展の検証

２－３
洞爺湖有珠
山ジオパー
クの活用

世界に誇る
地域特性を
活かしたま
ちづくり

芸術作品の
活用

芸術活動の
育成支援

(1)

スポーツ観
光の推進

観光振興に
付随する問
題の解決

(6)

２－２
観光の振興

２－４
芸術・文化
活動の促進
と文化遺産
の保存・活
用

ジオパーク
の見どころ
（ジオサイ
ト）の整備

ユネスコブ
ランドの優
位性を活か
した取組

(1)

(2)

(5)

(2)

(3)
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施策 目的別区分 実施事業・取組（■主要事業、○主要事業以外の事業）

２ 誇れる地域特性を活かしたまちづくり 

■ 高砂貝塚保存整備事業 ○ 入江貝塚維持管理

○ 入江高砂貝塚館の管理運営

○ 縄文まつり、文化財ウォークラリー
等の開催

○ 獅子舞保存会補助事業

○ 文化財調査・保護事業

○ 文化財運営審議会の設置

(4)
世界遺産登
録に向けた
取組

■ 「北海道・北東北の縄文遺跡群」
世界遺産登録推進事業

○ 月浦森林自然公園の管理

○ 湖畔公園施設等維持管理

○ 洞爺湖畔キャンプ場の維持管理

■ 酪農学園大学との協定

・地域総合交流協定の締結

・中島自然環境再生調査研究の
　実施

・洞爺湖生物多様性調査の実施

・成香教育研究センターの設置

○ ６次産業化に向けた検討

○ 教職員、学生等の事業への参画

２－６
大学との連
携

自然環境等
の調査研究
の推進

人材の活用

伝統文化・
文化財の保
存活用

２－５
自然公園・
水辺の整備

湖畔公園の
整備・維持
管理

２－４
芸術・文化
活動の促進
と文化遺産
の保存・活
用

(1)

(2)

(1)

(3)

≪各主要事業の事業費≫ 

 Ｈ２９～Ｈ３３ 

 各年度の事業予定額を記載 
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一般財源 3,200 3,200

その他 0

道交付(補助)金 0財
源
内
訳

国交付(補助)金 0

町債 0

平成32年度 平成33年度

事業費 3,200 3,200 0 0 0 0

温泉を活用したジオたまご

関連計画

事業費（千円） 5ヶ年合計 平成29年度 平成30年度 平成31年度

（　事業概要・目的　）

　町内の優良な温泉源を利活用した事業を実施するとともに、新たな地熱エネルギーなどをどのような分野で活用できるか検討
し、将来の事業展開へとつなげる。

（図・写真）

事業内容

　○地熱資源事業貸付金・補助金（事業費未定）

　○新たな地熱資源活用の検討（事業費未定）

　〇「宝の山プロジェクト」協議会による観光振興策の検討

２　誇れる地域特性を活かしたまちづくり

事　業　名 地熱エネルギー等の有効活用
目的別区分 2-1 (2)エネルギーの有効活用 担　当　課 観光振興課・産業振興課

一般財源 0

その他 28,740 5,748 5,748 5,748 5,748 5,748

道交付(補助)金 0財
源
内
訳

国交付(補助)金 0

町債 0

平成32年度 平成33年度

事業費 28,740 5,748 5,748 5,748 5,748 5,748

町民用　洞爺湖町入浴券

関連計画

事業費（千円） 5ヶ年合計 平成29年度 平成30年度 平成31年度

（　事業概要・目的　）

　町民を対象として町内温泉施設での入浴費助成を行うことで、火山の恵みのひとつであり、地域の特色である温泉に親しむと
ともに、入浴効果による健康増進を図る。

（図・写真）

事業内容

　○ホテル等入浴助成事業

２　誇れる地域特性を活かしたまちづくり

事　業　名 温泉入浴の活用
目的別区分 2-1 (1)温泉施設の管理と入浴活用 担　当　課 健康福祉課
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外国語版パンフレット

1,796一般財源 10,158 1,894 2,336 2,336 1,796

その他 0

道交付(補助)金 0財
源
内
訳

国交付(補助)金 0

町債 0

平成33年度

事業費 10,158 1,894 2,336 2,336 1,796 1,796

関連計画

事業費（千円） 5ヶ年合計 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

（　事業概要・目的　）

　活用しやすい観光パンフレットの作成と、SNSを活用した国内外への効果的な観光情報発信に努める。

（図・写真）

事業内容

　○ＳＮＳ地域ＰＲ活動助成事業（H29～32）

　○パンフレット等の作成

4,325

２　誇れる地域特性を活かしたまちづくり

事　業　名 観光ＰＲの促進
目的別区分 2-2 (1)総合的な観光振興の推進 担　当　課 観光振興課

一般財源 22,125 4,825 4,325 4,325 4,325

その他 0

道交付(補助)金 0財
源
内
訳

国交付(補助)金 0

町債 0

平成32年度 平成33年度

事業費 22,125 4,825 4,325 4,325 4,325 4,325

バスに乗り込む外国人観光客

関連計画

事業費（千円） 5ヶ年合計 平成29年度 平成30年度 平成31年度

（　事業概要・目的　）

　観光入込全体の4割を占める外国人観光客（東アジア・東南アジア）のニーズを把握し、喜んでもらえる受入体制と情報発信の
環境整備を図るとともに、効率的な誘致活動を展開する。

（図・写真）

事業内容

　○観光コンシェルジュの配置

　○冬季周遊バスの運行

　○外国語版情報提供の検討及び作成（ガイドブック・WEB等）

２　誇れる地域特性を活かしたまちづくり

事　業　名 外国人観光客受入体制の整備
目的別区分 2-2 (1)総合的な観光振興の推進 担　当　課 観光振興課
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プレゼンテーションの様子

火山科学館の映像機器

一般財源 187,096 6,338 95,064 85,694

その他 30,000 30,000

道交付(補助)金 0財
源
内
訳

国交付(補助)金 0

町債 0

平成33年度

事業費 217,096 36,338 95,064 85,694 0 0

関連計画

事業費（千円） 5ヶ年合計 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

（　事業概要・目的　）

　観光施設の老朽化に伴う経年劣化が激しいことから、各施設で年次計画を立てて改修等を実施し、来館者へのサービス向上を
図るとともに集客力増加に努める。

（図・写真）

事業内容

　○洞爺湖文化センターの改修（屋根、音響、照明、吊物等）

　　（H29～31）

　○火山科学館の改修（映像機材等）（H29～31）

3,949

２　誇れる地域特性を活かしたまちづくり

事　業　名 観光施設の改修・更新
目的別区分 2-2 (4)観光施設の整備・運営 担　当　課 観光振興課

一般財源 19,745 3,949 3,949 3,949 3,949

その他 0

道交付(補助)金 0財
源
内
訳

国交付(補助)金 0

町債 0

平成33年度

事業費 19,745 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949

関連計画

事業費（千円） 5ヶ年合計 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

（　事業概要・目的　）

　近年、海外からの観光客入込数が伸びている状況にあるが、国内からのお客様も含め観光客増を目指した各種プロモーション
を強化し、洞爺湖温泉への集客を図る。

（図・写真）

事業内容

　○国内旅客誘致活動の実施

　○修学旅行誘致活動の実施

　○海外トップセールス事業の実施

　○北海道登別広域観光圏推進事業

　○訪日外国人誘致活動の実施

２　誇れる地域特性を活かしたまちづくり

事　業　名 旅客誘致活動事業
目的別区分 2-2 (3)交流人口拡大に向けた誘致活動 担　当　課 観光振興課
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（図・写真）

事業内容

月浦運動公園（ポロモイスタジアム）

　○北海道ツーデーマーチの開催

　〇北海道トライアスロンの開催

（　事業概要・目的　）

　洞爺湖町内において歴史のある洞爺湖マラソン及び北海道ツーデーマーチに加え、西胆振と後志の10町村の地域観光資源を有
効に活用し、日本国内外に当地域の魅力を発信することを目的として、北海道トライアスロン大会の運営体制の確立を目指す。

洞爺湖マラソンの様子

4,500一般財源 23,500 5,500 4,500 4,500 4,500

その他 39,000 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800

道交付(補助)金 0財
源
内
訳

国交付(補助)金 0

町債 0

平成33年度

事業費 62,500 13,300 12,300 12,300 12,300 12,300

関連計画

事業費（千円） 5ヶ年合計 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

　○洞爺湖マラソンの開催

　〇各種スポーツイベントの開催支援

5,000

２　誇れる地域特性を活かしたまちづくり

事　業　名 スポーツイベントの開催
目的別区分 2-2 (5)スポーツ観光の推進 担　当　課 観光振興課

一般財源 25,000 5,000 5,000 5,000 5,000

その他 0

道交付(補助)金 0財
源
内
訳

国交付(補助)金 0

町債 0

平成33年度

事業費 25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

関連計画

事業費（千円） 5ヶ年合計 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

（　事業概要・目的　）

　スポーツ愛好者が増加する中、観光地においてもプレイニーズの高まりを見せている。平成２８年度に完成した多種目スポー
ツが楽しめる月浦運動公園を活用し、洞爺湖観光の新たな魅力を発信して、スポーツ観光推進による経済効果の向上を図る。

（図・写真）

事業内容

　○月浦運動公園の運営

　○月浦運動公園の整備（H28完成）

　○ワンストップ窓口の活用

２　誇れる地域特性を活かしたまちづくり

事　業　名 スポーツ施設の管理・活用
目的別区分 2-2 (5)スポーツ観光の推進 担　当　課 観光振興課
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3,941

その他 0

3,941一般財源 19,705

町債 0

道交付(補助)金 0財
源
内
訳

国交付(補助)金 0

3,941 3,941 3,941

平成33年度

事業費 19,705 3,941 3,941 3,941 3,941 3,941

事業費（千円） 5ヶ年合計

　ユネスコ世界ジオパークである洞爺湖有珠山ジオパークは、１市３町（伊達市・豊浦町・壮瞥町・洞爺湖町）で構成する洞爺
湖有珠山ジオパーク推進協議会が母体となり事業を推進している。今後も世界に評価される地域資源を活用し、まちづくりにつ
なげる。

1,887

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

目的別区分 2-3 (1)世界に誇る地域特性を活かしたまちづくり

（　事業概要・目的　）

ジオの恵み普及事業「薬膳教室」

関連計画

担　当　課 ジオパーク推進課

（図・写真）

事業内容

　洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会負担金事業

　○１市３町によるジオパーク普及連携事業

　○ジオの恵みを活用したＰＲ事業

２　誇れる地域特性を活かしたまちづくり

事　業　名 洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会負担金事業

1,885

一般財源 1,887

　○民間大規模建築物耐震化工事費助成（事業費未定）

　○耐震化に係る財源確保要望

財
源
内
訳

国交付(補助)金

その他 0

道交付(補助)金 3,772 3,772

0

1,885

町債 0

事業費 7,544 7,544 0 0 0

関連計画

事業費（千円） 5ヶ年合計 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

（　事業概要・目的　）

　耐震改修促進法に基づき耐震診断義務付けの対象となる民間大規模建築物の耐震化を促進する。

（図・写真）

事業内容

　○民間大規模建築物耐震補強設計助成（H29）

２　誇れる地域特性を活かしたまちづくり

事　業　名 民間大規模建築物耐震補強事業
目的別区分 2-2 (6)観光振興に付随する問題の解決 担　当　課 建設課・企画防災課
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422

　○解説看板記載内容の見直し

　○新たな散策ルートの検討

450450 450

旧国道230号の植生回復

一般財源 2,110 422 422 422 422

その他 0

道交付(補助)金 0財
源
内
訳

国交付(補助)金 0

町債 0

平成32年度 平成33年度

事業費 2,110 422 422 422 422 422

中学生を対象とした避難所体験講話

関連計画

事業費（千円） 5ヶ年合計 平成29年度 平成30年度 平成31年度

（　事業概要・目的　）

　洞爺湖有珠山ジオパークでは、地域住民が身近な火山について特性を理解し、恵みを活かして地域社会を持続していくことを
目指している。次世代への減災教育の充実をはかるため、学校への火山マイスター等の派遣をすすめる。

（図・写真）

事業内容

　○学校への火山マイスター等派遣事業

２　誇れる地域特性を活かしたまちづくり

事　業　名 地域特性を活かした減災教育推進事業
目的別区分 2-3 (1)世界に誇る地域特性を活かしたまちづくり 担　当　課 ジオパーク推進課

一般財源 2,250 450 450

財
源
内
訳

0

その他 0

道交付(補助)金 0

国交付(補助)金

町債 0

平成33年度

事業費 2,250 450 450 450 450 450

関連計画

事業費（千円） 5ヶ年合計 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

（　事業概要・目的　）

　2000年の有珠山噴火から１７年が経過し、主要なジオサイト（ジオパークのみどころ）の植生回復が著しいこと、また活用さ
れていない見どころについてもジオサイトとして活用できる可能性があり、既存ジオサイトの安全管理と並行して関係機関と連
携して新たな散策ルートの検討を進める。

（図・写真）

事業内容

　○主要ジオサイトの除草及び安全管理

２　誇れる地域特性を活かしたまちづくり

事　業　名 主要ジオサイトの保全・活用事業
目的別区分 2-3 (2)ジオパークの見どころ（ジオサイト）の整備 担　当　課 ジオパーク推進課
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288

13,000

150 150 150

　○入江高砂貝塚館の改修（H31～32)

　○入江貝塚竪穴住居改修・便益施設改修（H30）

373

整備前の高砂貝塚公園

一般財源 750 150 150

その他 0

0

道交付(補助)金 0

150

事業費（千円） 5ヶ年合計

財
源
内
訳

国交付(補助)金 0

町債

事業費 750 150 150 150 150

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

　○ジオパーク資源の発掘・活用促進事業

平成33年度

「ジオパークと大地の恵み展」会場

関連計画

担　当　課 ジオパーク推進課

（　事業概要・目的　）

　洞爺湖観光情報センターで開設している「ジオパークと大地の恵み展」において、来訪者が求める案内情報を提供し、ジオ
パークとして伝えたい町の魅力を発信するため、視察研修受け入れや、日本各地のジオパークと連携した事業を実施する。

（図・写真）

事業内容

　○ユネスコ世界ジオパークのまち情報発信事業

　○ジオパークネットワーク活用事業

　○ジオパーク視察研修受入事業

２　誇れる地域特性を活かしたまちづくり

事　業　名 「ジオパークと大地の恵み展」運営事業

一般財源 2,226 1,006 559

財
源
内
訳

93,577 17,818 26,872

11,000

その他 0

22,401

道交付(補助)金 46,700 8,900 13,400 13,200 11,200

国交付(補助)金 26,486

町債 72,000 35,000 13,000

平成33年度

事業費 214,503 62,724 53,831 53,059 44,889 0

関連計画

事業費（千円） 5ヶ年合計 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

（　事業概要・目的　）

　国の指定を受けた貴重な遺跡等を後世に残すため、周辺施設の改修を含めた整備を行う。

（図・写真）

事業内容

　○高砂貝塚公園整備（H29～30)

　○整備検討委員会の開催（H29～32）

２　誇れる地域特性を活かしたまちづくり

事　業　名 高砂貝塚保存整備事業
目的別区分 2-4 (3)伝統文化・文化財の保存活用 担　当　課 社会教育課

目的別区分 2-3 (3)ユネスコブランドの優位性を活かした取組
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1,113

洞爺湖フィールドでの活動

一般財源 5,565 1,113 1,113 1,113 1,113

（　事業概要・目的　）

　酪農学園大学と洞爺湖町が締結した「地域総合交流に関する協定書」に基づき、相互に協力し、洞爺湖の自然環境の保全や教
育・研究・観光等の振興と発展に向けた取り組みを行う。

その他 0

道交付(補助)金 0財
源
内
訳

国交付(補助)金 0

町債 0

平成33年度

事業費 5,565 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113

事業費（千円） 5ヶ年合計

事業内容

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

入江貝塚の出土品

関連計画

担　当　課 社会教育課

（　事業概要・目的　）

　北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録を目指し、４道県の関係機関と連携し早期実現に向けた取組を行う。

（図・写真）

　○世界遺産登録推進事業

　　（推薦書作成等負担金事業、ＰＲ・普及啓発）

２　誇れる地域特性を活かしたまちづくり

事　業　名 「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界遺産登録推進事業

2,682 2,682 2,682一般財源 13,410 2,682 2,682

その他 0

0

道交付(補助)金 0

2,682

事業費（千円） 5ヶ年合計

財
源
内
訳

国交付(補助)金 0

町債

事業費 13,410 2,682 2,682 2,682 2,682

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

関連計画

平成33年度

（図・写真）

事業内容

　○酪農学園大学との地域総合交流協定の締結

　○中島自然環境再生調査研究の実施

　○洞爺湖生物多様性調査の実施

　○成香教育研究センターの設置

２　誇れる地域特性を活かしたまちづくり

事　業　名 酪農学園大学との協定
目的別区分 2-6 (1)自然環境等の調査研究の推進 担　当　課 企画防災課・農業振興課・産業振興課・社会教育課

目的別区分 2-4 (4)世界遺産登録に向けた取組
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