
 

 

（参考様式） 

美瑛地区 元気な地域づくり計画書 改善計画（概要版） 

平成２６年８月１日作成 
元気な地域づくり整備交付金（ハード事業）農林漁業の振興（農業生産施設整備） 

市町村名 地区名 対策名 
実施した施策の概要 

事業実施期間 事業内容 工種又は活動内容 事業量・規模等 事業実施主体 事業費 交付額 交付率 

美瑛町 美瑛 
中山間地域
等の振興 

H17 
農林水産物集出荷
貯蔵施設 

アスパラ選別機 
アスパラ自動計量機 
アスパラ結束機 

2 台 
2 台 
1 台 

美瑛町農業
協同組合 

76,650,000 円 36,500,000 円 47.6% 

H18 
農林水産物集出荷
貯蔵施設 

馬鈴薯集出荷貯蔵施設 
スチールコンテナ 

1 棟 2,415.6 ㎡ 
2,320 基 

美瑛町農業
協同組合 

439,845,000 円 209,450,000 円 47.6% 

H18～19 
農林水産物直売・
食材供給施設 

農林水産物直売・食材供給施設 
実施設計・備品・附帯外溝工事 

1 棟 585.2 ㎡ 
1 式 

美瑛町農業
協同組合 

251,192,000 円 97,060,000 円 38.6% 

元気な地域づくり推進交付金（ソフト事業）地域連携システム整備 

市町村名 地区名 対策名 
実施した施策の概要 

事業実施期間 事業内容 工種又は活動内容 実施内容 事業実施主体 事業費 交付額 交付率 

美瑛町 美瑛 
ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘ
ｽﾞﾑ、都市農
業の振興 

H17 
地域連携システム
整備 

外国人旅行
者等を受け
入れる体制
の整備 

外国語観光ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成 
案内看板の設置（総合案内） 
案内看板の設置（啓発看板） 
美瑛町サイン計画の整備方針策定 

美瑛町 5,705,850 円 2,850,000 円 49.9% 

 
○元気な地域づくり計画の目標 

テーマ 「丘のまち」の魅力を活かし、景観と産業が共存する元気な地域づくり 

目標１：通過型から滞在型観光への転換を目指した体験事業の展開 
目標２：交流機会の通年化を目指した外国人に優しい地域づくり 
目標３：地域振興作物の収益性向上による中山間地域の活性化 
上記目標に対する達成状況 
目標１：計画策定時から H19 までは増加してきたが、H20 以降世界的な景気低迷の影響を受け減少傾向にあり、H23 の東日本大震災の影響により、観光客全体が

激減したが、Ｈ25は回復してきたと思われる。また、少しずつではあるが、滞在型観光が定着してきている。 
     計画策定年度；平成 17 年度 計画策定時実績；197,875 人（美瑛町全体の宿泊実人数） 

実績値 平成 18 年度 205,384 人 対計画策定時 103.79%  平成 19 年度 204,051 人 対計画策定時 103.12% 
    平成 20 年度 188,180 人 対計画策定時  95.10%  平成 21 年度 183,387 人 対計画策定時  92.68% 

平成 22 年度 181,285 人 対計画策定時  91.61%  平成 23 年度 157,383 人 対計画策定時  79.54% 
平成 24 年度 165,120 人 対計画策定時  83.44％   平成 25 年度 202,720 人 対計画策定時 108.96％ 

 
目標２：H20 に目標値を達成したが、H21 以降は減少傾向にある。しかし、計画策定時より高い水準を保っており、「外国人に優しい地域づくりの推進」効果が

図られていたが、H23 の東日本大震災で原発事故の影響により計画策定時を下回った。Ｈ25は東本大震災の影響も薄れ、宿泊者の増加となりました。 
    計画策定時；平成 17 年度 計画策定時実績；6,015 人（美瑛町全体の外国人宿泊実人数） 

      実績値 平成 18 年度  6,659 人 対計画策定時 110.71%  平成 19 年度 9,120 人 対計画策定時 151.62% 
平成 20 年度 10,586 人 対計画策定時 176.00%  平成 21 年度 7,828 人 対計画策定時 130.14% 
平成 22 年度  7,998 人 対計画策定時 132.97%  平成 23 年度 4,107 人 対計画策定時  68.28% 
平成 24 年度  6,441 人 対計画策定時 107.08％  平成 25 年度 12,011 人 対計画策定時 199.6％ 

 



 

 

 目標３：H19 からスタートした水田・畑作経営所得安定対策による米交付金・畑作交付金分を含めていないことから、計画目標数値に大きく届いていない状況で
ある。なお、交付金分を含めた場合も目標値に達していないが、計画策定時の生産高と比較しても若干上回っており、概ね目標を達成できたと考える。
また、美瑛選果や新千歳空港のアンテナショップ、東京事務所による地元農産物 PR や販路拡大等により中山間地域の活性化につながっている。 

     計画策定時；平成 17 年度 計画策定時実績；12,028,245 千円（区域内農業生産高） 
      実績値 平成 18 年度 12,234,920 千円 対計画策定時 101.72% 

平成 19 年度 10,194,227 千円 対計画策定時  84.75% ※交付金含 11,850,373 千円 対計画策定時  98.52% 
          平成 20 年度 10,954,396 千円 対計画策定時  91.07% ※交付金含 12,642,847 千円 対計画策定時 105.11% 

平成 21 年度  9,803,595 千円 対計画策定時  81.50% ※交付金含 11,274,901 千円 対計画策定時  93.74% 
          平成 22 年度  8,850,232 千円 対計画策定時  73.58% ※交付金含 10,241,301 千円 対計画策定時  85.14% 

平成 23 年度  9,422,262 千円 対計画策定時  78.33% ※交付金含 11,245,299 千円 対計画策定時  93.49% 
平成 24 年度 10,847,405 千円 対計画策定時  90.18% ※交付金含 13,081,058 千円 対計画策定時 108.75% 
平成 25 年度 10,475,415 千円 対計画策定時  87.09% ※交付金含 13,106,521 千円 対計画策定時 108.96% 
 

 
○目標達成に向けた方策 

目標達成年度 平成２５年度 

本年度実施予定方策 ○各種体験・旅行案内機能の充実、また農村・農業体験型修学旅行の受入を積極的に行い、観光の滞在化を推進。 
○国外への観光 PR、及び多言語での対応とホスピタリティの充実により外国人観光客増加を推進。 
○地元農畜産物加工を振興し、地域ブランドを活かした商品の研究開発に取り組むと共に、東京事務所の市場調査を基に販路拡大を推進。 
○美瑛選果や新千歳空港内のアンテナショップにおいて、地元農畜産物を広く PR。 

所見（達成見込み等） 平成 20 年のリーマンショック以降の世界的な景気低迷により、宿泊者数・外国人観光客数共に減少傾向にあったところに、平成 23 年は、
東日本大震災・原発事故が相次ぎ、減少に拍車がかかったが、「日本で最も美しい村」連合、平成 22 年 4 月開設の東京事務所、平成 23 年 7
月オープンの美瑛選果新千歳空港店等を通し、今後も美瑛町の魅力・農畜産物を全国的に PR し、国内・国外観光客数増加と区域内農業生産
高増加による中山間地域の活性化に努める。 

 
○目標を定量化する指標 

成果指標１：農家民宿及び公設の宿泊施設における宿泊数の増加率 
成果指標２：地域産物の販売額の増加 

上記成果指標に対する達成状況 
成果指標１：ラヴニールの宿泊数は増えているが、農家民宿は計画時より４割以上減っている状況。世界的な景気低迷やガソリン高騰の影響もあるが、農家民宿

だけではなく、グリーンツーリズムに協力するペンション等にも宿泊客を分散しているため実績値は低い。（町の各地にペンション等があるため、相
互に協力している。）また、H23 は東日本大震災の影響により、町内全体の宿泊者数が激減し、H22 まで高い水準を保っていたものの、目標値に及
ばなかった。Ｈ25は目標値に及ばなかったが、徐々に宿泊者を取戻しつつある。 

      目標年度；平成 21 年度 目標値；10,500 人（ラヴニール及び農家民宿の宿泊実人数） 
       実績値 平成 21 年度 7,798 人 対前年比      達成率 74.3% 
           平成 22 年度 9,945 人 対前年比 127.5% 達成率 94.7% 
           平成 23 年度 8,061 人 対前年比  81.1% 達成率 76.8% 
           平成 24 年度 9,090 人 対前年比 112.8% 達成率 86.6% 
           平成 25 年度 9,471 人 対前年比 104.1% 達成率 90.2% 
 
 

 
 
 



 

 

成果指標２：平成 19 年度からスタートした水田・畑作経営所得安定対策による実績払い（緑ゲタ）分と成績払い（黄ゲタ）分を含めていないことから、計画目標
数値に届いていない状況である。また、交付金を含めた場合も目標値に及ばなかったが、98.41％の達成率となり、概ね達成できたと考える。美瑛選
果や東京事務所による地元農産物 PR 等により、徐々に地域ブランドの確立、販路拡大が図られている。 

      目標年度；平成 21 年度 目標値；13,318,000 千円 
       実績値 平成 21 年度 9,803,595 千円 対前年比      達成率 73.61% ※交付金含 11,274,901 千円 達成率 84.66% 
           平成 22 年度 8,850,232 千円 対前年比  90.28% 達成率 66.45% ※交付金含 10,241,301 千円 達成率 76.90% 

            平成 23 年度 9,422,262 千円 対前年比 106.46% 達成率 70.75% ※交付金含 11,245,299 千円 達成率 84.44% 
            平成 24 年度 10,847,405 千円 対前年比 115.12％ 達成率 81.45% ※交付金含 13,081,058 千円 達成率 98.22% 

平成 25 年度 10,475,415 千円 対前年比  96.57％ 達成率 78.65% ※交付金含 13,106,521 千円 達成率 98.41% 
 

 
○指標達成に向けた方策 

指標達成年度 平成２６年度 

 
本年度実施予定方策 

 
○各種体験活動メニューの充実等の受け入れ体制整備、及び積極的な情報発信を行い、観光客の町内滞在を推進。 
○地元農畜産物の地域ブランド化を確立し、加工製品の研究開発に取り組む。 
○首都圏等の大規模消費地、及び海外へ幅広く PR 活動を実施し、販路拡大を推進。 

 
所見（達成見込み等） 

 
世界的な景気低迷・東日本大震災等の影響により観光客が減少傾向にあるが、農村・農業等の各種体験活動メニューを充実し、積極的な情報
発信を継続することで、体験型・滞在型観光客の増加に努める。 
農畜産物については、近年の異常気象により農業生産高が減少しているが、農業生産基盤整備や農業者への生産指導などにより、体質強化を
図ると共に、付加価値向上と販路拡大を推進し、農業生産高の増加に努める。 
 

 


