
共生・躍動・協働

暮らしに豊かさ実感できるまち

第５期 厚岸町総合計画

2010

▲

2019
（2015年1月改定）





第５期

厚岸町総合計画

基 本 構 想基 本 構 想基 本 構 想基 本 構 想 ：：：： 平成22年度平成22年度平成22年度平成22年度～～～～平成31年度平成31年度平成31年度平成31年度
（（（（平成27年1月改定平成27年1月改定平成27年1月改定平成27年1月改定）））） （2010～2019）（2010～2019）（2010～2019）（2010～2019）

後期行動計画後期行動計画後期行動計画後期行動計画 ：：：： 平成27年度平成27年度平成27年度平成27年度～～～～平成31年度平成31年度平成31年度平成31年度
（2015～2019）（2015～2019）（2015～2019）（2015～2019）

共生・躍動・協働共生・躍動・協働共生・躍動・協働共生・躍動・協働
暮らしに豊かさ実感できるまち暮らしに豊かさ実感できるまち暮らしに豊かさ実感できるまち暮らしに豊かさ実感できるまち

厚 岸 町



アの図案化により

１ 全体を丸でまとめて全町民の融和と協調を希い、

２ 大空を指向する鋭角による三角形は将来への躍進の

意味を示す。

３ 三個の丸を重ねて農林、水産、商工の産業を意味し、

４ 巴は厚岸湾形の象徴による郷土愛の表現である。

■ 前 文

厚岸は先住民族の遺跡が物語る道東文化発祥の歴史を誇る郷土であります。

私達は、美しい海岸線と緑の山野に恵まれた大自然に調和のとれた近代文化を

創造し、発展させるために、この憲章を合いことばにたゆまず努力することを誓

います。

■ 本 文

１．健康でよく働き協力して楽しい家庭をつくりましょう。

２．教養を高め心を豊かにして、あたたかい社会をつくりましょう。

３．きまりを守り他人の立場を考えて、住みよい町にいたしましょう。

４．海をきれいにし、緑を育てて美しい町をつくりましょう。

５．子どもたちの夢を育て、幸せな未来が約束できるようにしましょう。

町の木 町の花 町の鳥

えぞやまざくら ひおうぎあやめ おおせぐろかもめ

町 章 （昭和39年６月１日制定）

町民憲章 （昭和47年６月１日制定）

町の木・花・鳥 （昭和47年６月１日制定）
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