
平成２８年度 第２回まちづくり委員会議事録 

 

   日 時  平成２８年９月２７日（水）  

１８：００～２０：００ 

場 所  役場２階会議室        

 

【１】開   会 

●委員の出席者は９名であり、過半数を満たしているため、本会議は成立となる。 

●出席者   

委  員：濱塚 努・工藤友子・西出光宏・佐々木敏子 

三枝敏九・西森健一郎・長谷川宏・植田勝夫・新田睦 ９名 

 特別委員：吉田惠介 

 説 明 員：総務課       新村課長補佐 

      建設水道課     保田課長・餌取係長 

      経済文化振興課   後藤課長補佐 

      文化スポーツ推進室 吉川室長 

 事 務 局：政策調整課   今瀧課長・石崎係長・角谷主事・只野主事補 

      ※敬称略  

 

【２】挨   拶  濱塚努 会長 

 

【３】議   題   

（１） 中心市街地区都市再生整備計画事業における中間評価の実施（2 回目）について 

【建設水道課】 

① 中間評価の目的 

平成２６年度から平成３０年度までの５カ年間を計画期間として、国の交付金を

活用しながら現在事業を進めている「美瑛中心市街地区都市再生整備計画事業」に

ついて、これまでの事業達成度や今後必要となる課題等について、中間評価として

協議するものである。 

この「美瑛中心市街地区都市再生整備計画事業」では、丸山通り地区再整備や、

丘のまち交流館「bi.yell」、また本年７月にオープンを予定している「丘のまち郷

土学館：美宙」等の施設整備を主要事業として、現在事業着手から３年目を迎えて

おり、中間地点となるＨ28 年度に、①これまでの事業の達成度や、②今後計画す

る事業の内容や必要性の再協議、③これまで整備された施設の活用等について諮り、

より良い事業の実現に向けて、集約した意見を今後の事業推進に役立てることが中

間評価の目的となっている。 

 

② 前回からの確認事項 

指標の達成度や、今後整備を予定する「公共イベント広場」「美瑛駅前広場」「美

瑛駅西口公共駐車場」の３事業について、今後の整備手法や施設の在り方等の意見

を得た。 



（駅前関係） 

１．町内の方も美瑛駅前の駐車場を多く利用しているため、利便性を考慮し美瑛

駅前の駐車場機能もなんらかの形で残すよう検討した方が良い。 

２．美瑛駅前広場について、大型バスの乗り入れが多く見かけられ、商店利用も

されているため、駐車場を駅の西側に移転すると商店利用が減少する可能性

があるのでは。 

３．美瑛駅前広場の整備については、現在の利用状況をしっかり把握した上で、

交通事情に影響の無いよう整備計画を立てるべき。 

４．広場のコンセプトが「誰のための施設なのか」という面がはっきしていない。

車両中心の施設配置となっているが、タクシープール内で駅や丸山通りの写

真を撮る人も多く見かけられるため、大規模な改修では無く、他の方法も検

討できるのではないか。 

（整備された施設） 

１．bi.yell に室内遊具が設置されているが、数年経過すると利用者にも飽きが出

てくるため、定期的な配置換えや施設の入れ替えを検討してはどうか。 

２．丘のまち郷土学館前の横断歩道を早急に整備した方が良い。 

（指標関係） 

１．指標は現段階で達成されているが、従前値に対して出来るだけ同じ状況で確

認できるよう進めるべき。 

 

▽中間評価に際して得た意見について、その後現地調査を行い、8/9 に庁舎内関係

部署によって検討を実施した。 

 

③ 中間評価結果（案）について 

１．「目標を定量化する指標」 

２．「今後事業に着手する予定の事業の在り方」 

 

１つ目の定量化指標については、前回の資料で示したとおり、平成 27 年度末現

在の数値で全ての指標を達成している。今後も継続して指標値を上げる取り組みと

して、整備された施設の更なる有効活用を図り、事業完了時も指標を達成できるよ

う、また今後着手を予定する事業の推進を図りたいと考えている。 

次に２つ目の「今後事業着手を予定する事業の在り方」について、公共イベント

広場については、平成 25 年度に暫定的に実施している防塵処理整備にて一定の機

能が確保できているほか、新たな公共施設の検討も進められているため、本事業で

は実施せず、別途事業を検討するとした。 

続いて美瑛駅前広場及び、美瑛駅西口公共駐車場について、夏の現地調査の結果、

美瑛駅前の駐車場の利用率は非常に高く、ピーク時には駅前交通広場内に大型バス

が数台止まるなど、美瑛駅周辺は慢性的な駐車場不足となっている。現在の計画で

は、駅前駐車場の一部を西口側へ移転し、ロータリーの形状を変更するよう検討し

ていたが、駐車場不足という課題を解決しなければ、現在の交通事業に悪影響を与

える懸念がある。 

また、整備を計画していた新たな駅前休憩広場については、先月整備が完了した



「戀や」さん裏の本通りポケットスペースの整備によって、休憩施設等の機能が補

完できていることから、新たに休憩施設を整備する緊急性は少ないと考えている。 

しかし、整備された丸山通りの景観や美瑛駅舎の撮影を目的とした歩行者も多く

見られるため、これらを有効に活用するために、安全にタクシープール側へ移動す

る動線を整備することは急務となる。 

これらの現状より新しい駅前広場の構想を提案する。（資料１P6） 

新構想は、現状課題となっている交通広場内の歩行者の侵入に対して段階的な整

備を進めるものである。今後については、美瑛駅周辺の空地等を調査し、新たな駐

車場の設置を検討するなどして、駐車場不足が解決された段階で、当初の「美瑛駅

前広場構想」を実現できるよう継続して検討を進めて行きたい。 

その他事業の計画変更を行った場合、変更となる箇所を朱書きしたものを添付。

（資料１P3 以降） 

 

（委員）美瑛駅西口公共駐車場は整備をしないという計画変更であるのか。 

     ⇒本事業では整備はしない。補助金面でも、本事業での駐車場整備は補助率が

低く、国からの補助金が 10％程度しか得られないこともあり、実施するので

あれば、町単独事業等を用いての整備として検討したい。 

（委員）西口駐車場に隣接する土地は公営住宅整備が計画されているため、駐車場と

しての機能は別の場所で検討しても良いのではないか。 

     ⇒駐車場を予定していた区域は、フリーロードの日影の関係で空けてある場所

となる。今後は、公営住宅とリンクした広場として活用する方法など、色々

な可能性を含めて検討したい。 

（委員）美瑛の良さは訪れた方々が決めるものであり、駅前から丸山通へ延びる横断

歩道を整備することで動線をつくるのはたいへん良い考えだと思う。景勝ポ

イントなども利用されるであろうことと思う。 

（特別委員）中間評価結果については、文言等も新構想も問題ないと感じる。駅前広場に

ついては、大型バスとタクシー、鉄道利用者の送迎など、様々な目的を持っ

た方が利用しているため、それらの目的に対して限られたスペースでどう応

えていくかを十分に検討する必要がある。例えば、観光客の市街地周遊を促

進するため、より中心市街地に近い場所へ大型バスの駐車場とトイレ、広場

機能を複合したものを整備することで、駅舎周辺の大型バス利用を制限する

ことなどが考えられる。また、歩行者の動線については、ハンプ等を組み合

わせて速度をあまり出せないようにすることで、安全な通行を確保すること

も出来る。 

 

（協議結果）中間評価結果については、提案した案にて取りまとめ、後日町ホームページ

等で公表する。今後の美瑛駅前広場整備新構想については、まちづくり委員

会と合意形成が図られた内容で公安委員会や北海道等と協議を進め、平成３

０年度の実現を目標に事業を進める。（整備構想に大きな変更点があった場

合は、改めてまちづくり委員会へ報告する。） 

 

 



（２） 美瑛町のプール建設計画について【文化スポーツ推進室】 

① 美瑛町のプール整備 

現在、町内の既存のプールは美瑛小学校プールと丸山公園内プールの 2 か所があ

る。平成 27 年 6 月定例会にて、町民プール建設を検討したいと発信した。今年 6

月定例会で本年度基本設計を発注し、8 月の理事会で予算を計上、9 月定例会で庁

舎内検討会を立ち上げ、アンケート調査（10 月号広報）の実施、意見の集約を実

施する流れである。 

② 各既存プールについて 

丸山公園内プール（屋外プール） 

オープン期間 7 月～8 月 10：00～17：00 水温 22 度以下はクローズ 

美瑛小学校プール（屋内プール） 

オープン期間 6 月～9 月 幼児・小中学生は平日 13：00～17：00  

土日祝日夏休み期間中は 10：00～17：00  

一般開放は平日 16：00～19：00 土日祝日 10：00～17：00  

水温 22 度以下、室内温度と水温の合計が 50 度に達しない場合はクローズ 

③ 各プールの現状 

丸山公園内プールは施設が 30 年以上経過し、老朽化している。平成 27 年には漏

水箇所を確認したが、補修のためには、トイレ、更衣室の壁を取り壊し、作業する

必要がありその期間は利用不可とすることとなる。 

美瑛小学校プールも施設が 35 年以上経過し、老朽化している。大規模な補修が必

要となっている。 

④ プール建設に伴う基本設計の検討内容 

〈資料２〉を参照 

 

  （委員）市街地にプールができることはたいへん良いことだと思う。町民としては、

一般開放されているからといって、美瑛小学校のプールにはなかなか立ち入

りづらい印象を持ってしまう。開放時間帯が遅いこともあり、青少年交流の

家まで行くのだが、距離が遠く、市街地にあることで非常に利用しやすい。

屋内型で年間通して利用できるようにしていただきたい。農業者などは、夏

場のみでは利用できず、冬場にも開放する必要があると思われる。 

  （委員）プール開放にあたって、水温、室温などの設定は、取り決めがあるものなの

か。 

     ⇒特別に規則で定められているということではないが、実際の運用に際しては、

取り決めをして管理するのが適切であると考えている。 

  （委員）年間通して運営していくと、暖房費などの運用費が多くかかる印象があるた

め、有料化する必要性も出てくると思われるがどのように考えているか。 

     ⇒今後の検討内容によるが、どのような規模、付帯設備で建設し、ランニング

コストなど内容を精査し、決めていくことになると考えている。 

  （委員）青少年交流の家も昭和 41 年建築とあるが、メンテナンスが行き届いているか

らこその現在までの利用ということか。 

     ⇒改修等を続けて現状の状態であると考えられる。一般的にプールの耐久年数

はおよそ 30 年ともいわれており、改修を続けながらも老朽化は著しいという



現状にある。 

  （委員）丸山公園に建設するとなると、現在の跡地に建設することになるのか。 

     ⇒スペースとして、手狭になる可能性がある。アクセス面も考慮すると駐車場

もあまりとれないこととなる。 

  （委員）プール建設は賛成である。高齢者などにとっても運動に有効である。都会な

どではたとえ有料でも仕事帰りの方などにも利用されていることもあり、実

現に向けて進めてほしい。郊外でなく市街地にあるとより便利である。 

（特別委員）どのように運営管理するのかも重要な視点である。水施設はほとんど必ず漏

水が起こると考えていた方が良い。指定管理者制度を活用するのか、直営で

運営するのか、どう運営するのが適切かを考えなくてはならない。 

 

（３）白金エリア周辺環境基本構想について【経済文化振興課】 

  ①事業概要 

    白金エリアは、美瑛町における観光の原点であり、青い池をはじめ豊富な観光資

源のもと、観光客入込客数に大きく寄与しているところである。本基本構想につい

ては、8 月の臨時議会において、基本設計の補正予算が承認され、業務策定段階に

入っているところであり、基本構想策定にあたり、まちづくり委員会からの意見を

反映させていきたい。 

 白金エリアは白金温泉を中心として、十勝岳望岳台、白金野鳥の森、ビルケの森

などたくさんの資源があるが、白金地区一帯をどう動線づけていくかを検討してい

るところであり、ビルケの森にある白金インフォメーションセンターを核に、訪れ

る人に対して効果的な情報発信を行うことが重要である。インフォメーションセン

ターは平成 6 年に建設され 20 年以上経過した現在、かなり老朽化が進んでいるた

めリニューアルも見据えている。ただ単に青い池を見て帰るだけではなく、滞在す

る仕組みづくりや市街地、丘エリアとの結びつきという視点で白金エリアをどのよ

うに位置づけをしていくのか検討が必要である。 

 

  （委員）青い池に関して、トイレもなく駐車場も砂利道であるということであるが、

現在近隣施設でトイレ等があるとしたらどこが最寄りとなるのか。 

     ⇒距離的には少々離れているが、白金インフォメーションセンターへ誘導して

いる。 

  （委員）美瑛町の観光として、自然相手の観光という面が強いと思っている。いろい

ろと便利にしていくのもよいが、なにも手を付けず自然のままに残していく

という考え方も大切なことはないかと思う。 

  （委員）現在進めているジオパーク構想とはなにが異なるのか。 

     ⇒ジオパーク構想にも包含しているといえる。基本的には自然を大切にすると

いう考え方は根本にあり、十勝岳を中心に広がる自然を第一に考え計画して

いる。 

  （委員）町民は、遊歩道や野鳥の森など立ち入ったことがない場所が多くあるように

感じる。町民に向けた遊歩道の案内体験などの事業も行ってみてはどうか。 

     ⇒青少年交流の家などでは、そういった事業も行っている。町で行うとしたら

町民センター事業で行うことも考えられる。 



（特別委員）なるべく自然を残していくということは賛成である。北海道は本州と違って

整備を核としたものではなく、アメリカの自然公園のような何も手を加えず

残している環境という形での見せ方ができる。ただし、安全面には考慮しな

くてはならず、防災の面もあるため、必要であるところはしっかりとした整

備を行わなくてはならない。また、サイクリングを推進しようと思えば、舗

装が必要になるし、ロングトレイルにしても、各所にトイレ等の配置をしな

くてはならないので、おさえるべきところはおさえて、他は極力手を付けず

にしておくといったことをしていくと美瑛らしくて良いと思う。 

 

（４）十勝岳望岳台防災シェルターの開設について【総務課】 

① 事業概要 

大きな被害を出した御嶽山の噴火から 2 か年が経過した。美瑛町においても活火

山である十勝岳が存在している。十勝岳はおよそ 30 年～40 年周期で噴火している

山であり、前回の昭和 63 年噴火から、30 年近く経過している。そんな中、中長期

的には、火山活動が活発化している傾向にあるといわれている。町でも国に対して、

シェルターの必要性を訴え、要望してきたこともあり、国の補助金を使って建設を

計画し、今回施設の竣工ということで開設に向けて進んでいるところである。開設

は平成 28 年 10 月 19 日を予定している。 

 

② 施設概要 

本施設は大雪山国立公園内にあり、火口から約 3ｋｍに位置している。噴石等に

耐えうる構造であることはもちろんのこと、周辺環境と調和のとれた外観とし、緊

急避難時には、100 人程度収容できる規模で、3 日分の食料や防災物品等を備蓄し

ている。平常時にも活用できるよう、来訪者へ火山防災に関する情報提供や火山と

共生するまちづくりを発信する機能を備えている。開館期間については、望岳台ま

での道路がおおむね 1 月から 4 月ごろまで通行止めとなることから、4 月下旬～12

月下旬の開館期間としている。時間帯は 24 時間オープン。 

 

③ 展示品、施設運営について 

〈資料４〉参照 

 

  （委員）望岳台までの道路について、一部幅が狭いところがあり、大型バスなどの交

通に支障があるように思える。オープン後はたいへん混雑することも予想さ

れるが、その対策についてはどう考えているか。 

     ⇒現在工事を進めているところである。ただ、道道から分岐して上がる道の途

中まではまだ道道という扱いであり、その後町道になるという特殊な道であ

る。現在町道の部分だけ工事を行っており、施設のオープン前までには完了

する見込みである。道道も要望はしてきており、道も来年度整備をしていく

との話をいただいている。それによりある程度の解消は期待できると考えて

いるが、物理的な幅員が狭いこともあり、現状よりは多少改善できるほどで

あると思われる。 

  （委員）観光面も備えているということでよいか。 



     ⇒一義的には防災施設であり、非常時には避難所というのが第一優先になる。

ただこれだけ大きな投資をするため、平常時の活用も当然考えていかなけれ

ばならないことであると認識している。そのため、観光面も含めた施設とい

う面もある。年々望岳台への来訪者も増加傾向にあり、駐車場も今後拡大す

る必要性がでることも考えられる。駐車場については北海道の管轄であり、

様子を見ながら検討が必要になってくると考えている。 

  （委員）24 時間オープンとあるが、職員も常駐するのか。 

     ⇒職員は 24 時間常駐とは考えていない。維持管理の範囲の中での配置というこ

とになる。24 時間開けるので防犯上の心配も生じると思われるので、防犯カ

メラを室内に 3 か所設置し、リアルタイムで中の様子を見られるような体制

はとってある。駅前フリーロードと同様に、美瑛消防署で監視するという仕

組みをとり備えることも考えている。 

（特別委員）冬の時期に登山する方がいるとすると対応は難しいのか。 

     ⇒基本的に道路が開いていないので対応が難しい。 

 

（５）第２回まちづくり委員会座談会について【政策調整課】 

  第 1 回まちづくり座談会を 8 月 4 日に郷土学館「美宙」にて開催したところであるが、

引き続き第 2 回目の座談会も開催していきたい。次回からのテーマとして「人づくり」

に焦点を当てて話題としていくという内容であった。 

 

  （委員）郷土学館「美宙」についてだが、展示物が少ない印象を持った。もう少し展

示物を充実させられれば良いと感じている。 

  （委員）郷土学館「美宙」建設の際に、元の郷土資料館等で保管されていた資料や物

品が、現在五稜小学校や、二股小学校などに一部保管されている。 

  （委員）観光客の農地立ち入りの問題についても改めて座談会にて話し合う機会を持

ちたい。いろいろと対策を行ってはいるが、減っているとは感じられない。 

  （委員）観光アドバイザー自体の教育の必要性を感じることもある。また、先日セン

チュリーライドを開催したが、交通指導員など手伝いの方など最初の説明会

はあるが、終了後のフィードバックがないのも不思議に思う。次年度のため

にも意見を言う機会を与えたほうが良いと思う。 

 

 

【４】閉   会  工藤友子 副会長 

 

 

 

 

 










































