
平成３０年度 第４回まちづくり委員会議事録 

 

日時：平成３１年３月４日（月） 

 １８：００～２０：００  

場所：役場２階会議室      

 

【１】 開   会 

 

●委員の出席者は 13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：長谷川宏・坂東康治・西森研一郎・植田勝夫・新田睦・森部冨士樹・大関匡志・ 

福原福博・松田陽子・井口真幸・山前幸介・松田充浩・古村卓也 ※敬称略 計 13名 

特別委員：吉田惠介 ※敬称略 

 説明員：総務課   髙島課長補佐、松岡主任 

建設水道課 芝生課長、餌取係長、鴫原係長 

 事務局：政策調整課 今瀧課長、田野主任 

 

【２】挨   拶  長谷川会長 

 

【３】議   案 

 

（１）議題 

 

●平成３１年度予算の概要について【総務課】 ※資料３ 

 平成 31 年度の当初予算案については、町長・町議会議員の改選期となるため、経常的な経費や

継続的な事業に関する予算を中心に計上した骨格予算となる。 

  一般会計  89億 8,900万円 

特別会計   4億 7,796万円 

  企業会計  17億  767万円 

合  計 111億 7,463万円 

 平成 31年度の主な施策事業については、以下のとおり。 

  ・防災資機材整備事業 24,796千円（大規模停電に対応するための発電機の整備） 

・認定こども園整備事業 243,931千円（民間幼稚園が実施する認定子ども園整備に係る補助） 

  ・丸山通り商店街駐車場整備事業 10,823千円（中心市街地施設利用者の利便性向上、路上駐

車対策としての駐車場整備） 

  ・町民プール建設事業 21,500千円（町民プールの外構工事） 

  ・橋梁寿命化計画策定事業 14,500千円（過去 5年間の橋梁点検結果を基に修繕計画を策定） 

  ・雪寒建設機械整備事業 29,976千円（老朽化した小型ロータリ車の更新） 

  ・美瑛小学校改修事業 15,520千円（町民プール開設に伴い老朽化したプールの解体、職員駐

車場及び多目的広場として整備） 

 



平成３１年度予算の概要については質疑なし 

 

●美瑛町業務継続計画について【総務課】 ※資料４ 

 災害発生時の災害応急対策や災害復旧等については、災害対策基本法に基づいて策定された地域

防災計画において実施すべき事項が定められているが、役場の職員や施設・設備等が甚大な被害を

受けた場合については規定されていない。 

したがって、業務継続計画においては、職員や施設が被災して十分な体制が取れない災害発生時

においても、業務が遂行できる体制をあらかじめ整えておくとともに、通常業務のうち優先的に継

続すべき業務を洗い出しておくことにより、地域防災計画を補完することを目的としている。 

計画の内容としては、国が示した「特に重要な 6要素」について現状を検証し、今後の課題を明

らかにすることで必要な事項を定めているが、計画策定後も検証を繰り返し災害に備えていく予定。 

 

（委員）現実的に厳しいとは思うが、役場庁舎の代替施設、非常用発電設備は高い位置にあった方

が良いのでは。 

 ⇒予算が大きくなるため難しい部分はあるが、ご意見を参考に検討したい。 

 

（委員）これまでに策定されていて然るべき内容だが、なぜこの段階での策定に至ったのか。 

⇒これまでは、地域防災計画において置き換えることができていた。しかし、胆振東部地震を

起点に、国から各自治体で地域防災計画とは別途計画を策定する旨の通達があり、全国的に

各自治体で策定を進めている状況となっている。 

 

（委員）計画案は各課職員においても確認しているか。3 時間以内で進めなければならない業務の

中でも優先順位を付けられると思うので、担当単位で検討してもらった方が良いのでは。 

  ⇒時系列の中でも優先度を検討していきたい。 

 

（委員）町所管の発電機が少ないのでは。学校単位で配置されていても良いのでは。 

  ⇒本計画に記載はないが、スポーツセンター、旭研修センターの他、一部の小中学校にも配置

されている。 

 

（委員）胆振東部地震におけるブラックアウトの際の町の対応について確認したい。 

⇒災害当日は非常招集により 30 分以内に課長職が参集した。役場は、非常用電源を稼働し、

一部の行政機能を復旧させるとともに、町所有の小型発電機に加え、建設業協会等からも発

電機を借用するなどして、公共施設や防災無線の中継局に電気を供給した。また、学校等に

おいては、町民用に充電スポットとして開放した。概ね 40時間程度で復旧に至った。 

 

（委員）職員の自動参集体制について確認したい。 

  ⇒災害初動対応マニュアルにおいてより詳細に規定されている。役場職員は個人の携帯端末の

防災用アプリを活用するなどして災害発生の覚知に備えている。 

 

（委員）住民や観光客に対する情報発信はどのように行うのか。また、担当する部署はどこか。 

  ⇒エリアメールの配信により地域内の携帯端末を所持している方に対して強制的に発信して



いる。また、町内各所に Wi-Fi環境を整備していることから、各自においてホームページ等

から情報を収集してもらうこととしている。情報発信の担当部署は、総務渉外対策部であり、

非常時優先業務ではなく災害対応業務として位置付けている。 

 

（委員）非常時においては、（ライフラインの）復旧時期についての情報が最も求められると考え

る。復旧の見込みが明確ではない段階で公表することは無責任との意見もあると思うが、サ

ービス業は、営業再開の目途が立たないと顧客対応もできないため、情報提供のあり方を検

討して欲しい。 

  ⇒胆振東部地震の際は、電力の復旧について北海道電力との連絡調整をしながらの情報提供と

なったが、明確な復旧時期についての連絡はなされなかった。北海道電力としても電源供給

車の配備等の対応をいただいたが、復旧の見通しについてももう少し情報提供いただけるよ

うに要請をしていきたいと考えている。 

 

（委員）災害発生前の事項に関して必要なことが計画に盛り込まれていると思うが、さらにどの部

署がいつまでに何をすべきかといった具体事項も盛り込まれると良いのではないか。 

  ⇒本計画は検証を重ねて、現実的、有効性のある計画としていきたい。 

 

（委員）電力の供給系統は町で把握していないのか。 

  ⇒北海道電力の財産のため把握できてはいないが、災害発生時には北海道電力との連携を図り、

適格な情報の把握に努めていく。 

 

●美瑛中心市街地都市再整備計画事業事後評価について（第３回）【建設水道課】 ※資料１ 

 本事業の事後評価に係る審議については、第３回目となる。 

 事後評価原案については、前回委員会において概ねの了承をいただくとともに２件の意見を頂戴

した。また、町民からの意見を募集するため、昨年１２月２５日から今年の１月２５日までの１か

月間、町のホームページ及び建設水道課の窓口にて縦覧を行った結果、２件の意見が出された。そ

れを踏まえて、庁舎内検討委員会にて協議を行い、その検討結果を反映させた事後評価案を資料の

とおり作成した。なお、各意見に対する回答は以下のとおり。 

 

▽通学路を中心に、老朽化等によるひび割れや凹凸などにある歩道を、歩きやすい歩道に修繕及

び整備してほしい。 

（回答）通学路においても老朽化している歩道が見受けられるのは事実であり、現在も縁石や雨

水桝の補修と合わせて、歩道の補修を進めている。今後についても、通学路を中心に、損

傷状況を点検し、修繕及び歩道整備を計画していく。 

▽整備直後の施設の利用者の増加はある種必然的な傾向であり、継続的な効果検証と活用方法に

ついて検討していく必要がある。 

（回答）事後評価期間完了後も、継続して利用者の推移を確認し、効果検証および活用方法を検

討していくべきと考えている。 

▽今後のまちづくりの方策について、もっと具体的な内容を盛り込んではどうか。 

（回答）現段階では、施設も比較的有効に活用されており、先ほどの継続した効果検証および活

用方法の中で、利用者のニーズに合わせて、事業を計画していく。 



 

今後のスケジュールとしては、本委員会の意見を反映させて最終的な評価結果を取りまとめ、そ

の後１年間公表するとともに、国に対して提出も行う。推測値となっている指標値は、実績値を確

認した後に、フォローアップ報告書を作成、公表する。国の交付金を活用した事業の事後評価とし

てはこの時点で完了となるが、今後についても施設の活用状況を把握し、効果の検証や新たな仕掛

けの模索などを継続していく。 

 

（委員）交通量調査の指標の比較は同時期によるものか。また調査は数回行ったのか。 

⇒平成 24年、30年ともに 10月の平日の 1日間実施した結果となる。 

→同時期に実施した調査であることを記載した方が良いのでは。 

 

（委員）駅近辺にバスが多く駐停車しており交通の妨げとなっている。丸山通り線沿いにバスが止

められる駐車場を整備できないか。 

  ⇒沿道の敷地は狭く、大型車用の駐車場を整備することは難しい。一般車両に対応した駐車場

については調査を進めている。 

  →停車と駐車のポイントを区別して整備し、観光客とバスのそれぞれの誘導方法を検討するべ

きでは。 

  ⇒観光協会からバス協会や旅行業者に対してバスの待機場について周知案内は行っているが、

なかなか定着しない状況ではある。 

［意見］ 

・都市機能という言葉が抽象的なため、具体的な言葉にした方が良いのでは。 

・今後のまちづくりの部分になると思うが、バスが来てもいい街づくりを目指すのか、そうで

はないのか。町民意向を良く調査して、検討してほしい。 

・旧郷土資料館・図書館（本町３丁目：町立病院向かい）や旧営林署の土地（西町１丁目）は

敷地も広いため検討できないか。 

 

●美瑛都市計画マスタープランについて（第３回）【建設水道課】 ※資料２ 

 都市計画マスタープランについても第３回目の審議となる。 

 前回委員会においては、第１次計画の検証と事業の達成状況、第２次計画の構成案等の大まかな

方向性について合意いただいた。今回は、第２次計画の主要課題の抽出、第２次計画の基本方針（案）

について説明する。 

 主要課題の抽出については、別紙１に記載のとおり「現況の整理」「1 次計画の検証」「アンケー

ト調査結果」の３つを総合的に検討することとし、庁内検討委員会及び企画委員会での協議により

別紙２～４のとおり整理している。 

 抽出された各課題については、別紙５のとおり「第５次まちづくり総合計画」における５つの分

野別施策に分類した上で、第２次計画の全体構想における基本方針に反映し、具体の施策を市街地

及び丘陵・山岳地域に区分した整備方針図としてまとめている。 

これらをもとに平成３１年７月までに原案の作成を進めていく。 

  

※主要課題抽出に係る各資料についての補足 

・「現況の整理」（別紙２） 



町勢全般に加え都市計画、社会基盤に関する現況の他、国、北海道及び町の関連計画について

整理している。 

・「１次計画の検証」（別紙３） 

第１次計画の地域別施策及び地域別方針について、達成状況を数値化するとともに今後の展開

を整理している。 

・「アンケート調査結果」（別紙４） 

１８歳以上の町民を対象に、居住地域の人口割合に基づいて無作為抽出した１，０００戸に対

する郵送調査を実施し、５２２名からの回答があった。評価方法として、満足度は設定した５段

階尺度のうち、それぞれ上位・下位の２項目をもって満足度を区分している。また、重要度につ

いても同様に上位２項目をもって区分した上で、その割合により度合いを仮定している。 

・「主要課題の抽出」（別紙５） 

３つの手法によって抽出された第２次計画にて検討すべき事項について、「第２次計画の基本

方針案」として５つの分野別施策にまとめたもの。また、「市街地域整備方針図（案）」、「丘陵・

山岳地域整備方針図（案）」についても、基本方針案に基づき作成している。 

 

（委員）アンケート結果について、防災関連の重要度が高いのは、直近で災害が発生していること

から関心度が高くなった結果では。 

⇒想像以上に重要度が高い傾向に感じたが、「防災」は安全・安心なまちづくりをする上で重

要だと認識している。 

 

（委員）別紙５の基本方針を示す表について、縦列と横列ともにそれぞれの項目をつなげてストー

リー性や関連性を持って読み取れるようにすると良いのでは。また、現在の計画では「市街

地域」「丘陵地域」「山岳地域」に土地を区分しているが、土地利用、地形、集住別などの観

点から区分の方法について検討すると良いのでは。 

  ⇒今回は区分することを意識して表にまとめたが、今後２次計画を検討していくにあたっては

相関的な部分も意識して進めていきたい。また、地域区分の名称については検討が必要であ

ると考えているが、景観計画等についても概ねこの３つの区分で策定されていることから、

２次計画も同様の区分で進めていきたい。 

 

（２）その他 

２月５日から７日にかけて実施した委員視察研修について、視察に参加した各委員から報告をい

ただいた。 

 

【５】閉   会 



平成３０年度 第４回まちづくり委員会議案 

 

日時 平成３１年３月４日（月） 

                       午後６時～ 

                    場所 役場２階会議室 

 

１．開会 

 

 

２．あいさつ 

 

 

３．議案 

 

（１）議題 

・美瑛中心市街地都市再整備計画事業事後評価について（第２回）【資料１】 

 

 

・美瑛都市計画マスタープランについて（第２回）【資料２】 

 

 

・平成３１年度予算の概要について【資料３】 

 

 

・美瑛町業務継続計画について【資料４】 

 

 

 

（２）その他 

 

 

 

 

４．閉会 



 

 

まちづくり委員会資料 

平 成 31年  3月  4日 

 

 

美瑛中心市街地区都市再生整備計画事業における事後評価結果について（３回目） 

 

 

１．事後評価の目的（確認） 

本事業は平成 26 年度から 30 年度までの５カ年を計画期間として、丸山通り線

整備事業、地域交流センター（丘のまち交流館「bi.yell」）などの施設整備を主

要事業として、現在最終年度を迎えています。 

事業着手に際して補助制度に基づき「美瑛中心市街地区都市再生整備計画」を

策定し、その中で事業目標の達成度を定量化する指標を設けており、これらの数

値を確認し、事業効果の検証や効果発現の要因等を客観的に検証し、整備された

施設の活用や今後のまちづくりの方針について検討することや、事業の成果など

を住民の方に公表することを目的としています。 

 

２．事後評価（案）について 

 ・原案に対する意見について 

 ・事後評価（案）について 

 

 

３．今後のスケジュールについて 

 

 

 

４．その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料No.1 



 

 

 



1

美瑛中心市街地区 都市再生整備計画

事後評価原案に対する意見等について

【北海道上川郡美瑛町】

資料№1-1

事後評価事後評価事後評価事後評価案案案案にににに対対対対するごするごするごするご意見意見意見意見についてについてについてについて

①⽼朽化した歩道に凹凸があり、歩きにくい歩道が何箇所かある。直してほしい。
②美瑛⼩、東⼩の通学路で、ひび割れしている歩道があります。市街地に⼈がたくさん来るようになっ
たのもあり、歩きやすい歩道整備を希望します。
③整備直後の施設は、利⽤者が増える傾向にある。今後の推移状況ついても確認し、継続的な効果検証
と活⽤方法について検討していくべき。
④今後のまちづくりの方策について、もっと具体的な内容を盛り込んではどうか。

○ご意⾒

○ご意⾒に対する回答
①②現在も各道路の歩道や縁⽯の損傷状況を確認しながら、修繕を進めておりますが、今後も市街地を
中心として、通学路等の歩道整備、修繕を計画していきます。
③事後評価完了後も、各指標値や各施設の活⽤状況について定期的に確認し、効果検証および活⽤方法
の検討を⾏います。
④上記の効果検証および活⽤方法の検討のなかで、利⽤者の方のニーズに合わせて、事業を計画してい
きます。

期間：平成３０年１２⽉２５⽇〜平成３１年１⽉２５⽇
方法：町ホームページ及び建設水道課窓口での縦覧

○原案の公表及び意⾒募集期間等について



 

 

 



様式2

都市再生整備計画　事後評価シート（案）

美瑛中心市街地区

平成31年3月

北海道美瑛町

資料№1-2



様式２－１　評価結果のまとめ様式２－１　評価結果のまとめ様式２－１　評価結果のまとめ様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 190.4ha

交付期間 0.4

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり

なし

あり ●

なし

あり ●

なし

あり

なし

あり

なし

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果

　　発現状況

●

●

●

平成26年度～平成30年度 平成30年度事後評価実施時期

北海道 市町村名 美瑛町

平成26年度～平成30年度

-

1,840　百万円

美瑛中心市街地区

交付対象事業費 国費率

地区名

事業名

①地域生活基盤施設（公共イベント広場）

②地域生活基盤施設（美瑛駅西口公共駐車場）

数　　値

5

目標値 フォローアップ

予定時期

目標

達成度

1年以内の

達成見込み

効果発現要因

（総合所見）

今後の対応方針等

各指標の推移を定期的に確認し、整備された施設の活用状況につい

て、引き続き庁舎内組織にて協議検討する。

モニタリング

事業実施に伴う課題整理や事業の調整について、庁舎内検討委

員会等で検討を行った。

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

「住み良い美瑛をみんなでつくる条例」に基づくまちづくり委員会に

よる事業評価（中間評価）を実施。

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

都市再生整備計画に記載し、実施できた

事業終了後もまちづくり委員会を中心に、継続的に議論していく。都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

住民参加

プロセス

持続的なまちづくり

体制の構築

庁舎内組織やまちづくり委員会等で協議し、新規事業の模索、展

開を図るための体制を構築。

施設の在り方や、活用方法について、住民意見を取り入れる体制を

継続する。

交付期間

の変更

地域創造支援事業（地域資源活用交流施設（郷土資料館活用）・丸山通り（無電柱化-引込管路設置※名称変更）

新たに追加し

た事業

①高質空間形成施設（丸山通り（カラー舗装））

②地域生活基盤施設（本通り（ポケットスペース））

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

影響なし

影響なし

 ５）実施過程の評価

丸山通り線沿道に飲食店２店舗が新規開店。

その他の

数値指標３

・郷土学の情報発信施設として、町民だけ

でなく、町外の方の利用も増加した。

地域資源活用交流施設の

利用者数

人/年 400 H23

・歩行者交通量の増加に伴い沿道の既存

飲食店３店舗がＨ27、28に新たに昼食時の

営業を開始した。

丸山通り線沿道の既存飲

食店の昼食時営業店舗数

店舗 2 Ｈ26 ３）その他の数値指標

　　（当初設定した数値

　　目標以外の指標）に

　　よる効果発現状況

指　標

指標５

その他の

数値指標1

その他の

数値指標２

従前値

指　標

指標２

地域交流センターの利用

者数

指標４

指標３

中心市街地への入込数 人/年

指標1

387,294

Ｈ30

○

580

　新たなスタイルの拠点施設を整備し、町の

魅力の発信と地域交流が促進され、利用者

数が大幅に増加した。

　丸山通り線を歩きやすい歩道空間や無電

柱化等の高質空間へ整備したことで、歩行

者数が増加した。

　道路整備や各施設への案内サイン等の

整備により、観光客等の周遊性があがり、

中心市街地入込数が増加した。

平成31年4月頃

平成31年4月頃○16,500

1年以内の

達成見込み

597524 Ｈ24

Ｈ24 426,000 Ｈ30

Ｈ30

目標

達成度

○

数　　値

-

効果発現要因

（総合所見）

フォローアップ

予定時期

9,311（H29）

 ２）都市再生整備計画

　　に記載した目標を

　　定量化する指標

　　の達成状況

従前値 目標値

丸山通りの歩行者数 人/日

当初計画

から

削除した

事業

道路（丸山通り（歩道拡幅））、地域生活基盤施設（丸山通り（ポケットスペース）・中心市街地案内サイン（※名称変更）・美瑛駅前広場）、高質空間形成施設（丸山通り（照明施設）・丸山通り（ストリートファニチャー）・丸山

通り（歩道舗装）・丸山通り（無電柱化））、既存建造物活用事業（地域交流センター（商店街コミュニティ施設））

交付期間の変更による事業、

指標、数値目標への影響

①丸山通り地区への誘客を目的として、歩行者及びドライバーの視

覚的誘導を促進するため。②中心市街地を周遊する観光客の滞在

時間増加とサービス向上を図るため。

実施内容 実施状況

人/年 12,761 Ｈ24

455,602

127,530

 １）事業の実施状況

①Ｈ25年度に暫定的に実施した町単独事業による整備で一定の機

能が確保できているため。②駅前既存駐車場で指標が達成できる

見通しがたったため。

削除/追加の理由

当初計画に

位置づけ、

実施した事業

事業名



様式２－２　地区の概要様式２－２　地区の概要様式２－２　地区の概要様式２－２　地区の概要

単位：人/日 524 H24 580 H30 597 H30

単位：人/年 387,294 H24 426,000 H30 455,602 H30

単位：人/年 12,761 H24 16,500 H30 127,530 H30

単位：店舗 2 H26 - 5 H30

単位：人/年 400 H23 - 9,311 H29

今後のまちづくり

の方策

（改善策を含む）

　○観光、交流人口促進のための環境づくり

　　・良質な街並み空間や拠点施設等を整備したことで、指標値は満足しているが事業完了後も、利用状況に注視し、継続して多くの方に親しまれ、利用される仕掛けを模索していく。

　○賑わいづくりの核となる市街地商店街の活性化

　　・美瑛の玄関口である美瑛駅周辺の商店街の活性化のため、関係機関と連携し観光客を中心とした受入れ体制及び情報発信を強化していく。特にアジア圏を中心とした外国人観光客も増加していることからインバウンド対策の

強化が必要となっている。

　○安全、安心な環境整備

　　・道路や周辺の施設整備に伴い、丸山通り線への周遊範囲が広がった。また、飲食店の店舗数の増加や営業時間の拡大等に伴い商店街を沿道に抱える道路空間として、駐車場不足が懸念されるため、駐車場整備等を計画して

いく。

　　・市街地を中心として、通学路等の歩道整備、修繕を計画していく。

まちの課題の変化

・道路空間や拠点施設等の整備により、観光客の周遊性が広がり、交流人口の増加が図られた。

・観光、交流人口の増加に伴い、アジア圏を中心とした外国人観光客も増加しており、インバウンド対策が必要となっている。特に、ハイシーズンにおける飲食業受け入れ体制の強化。

目標値 評価値

地域資源活用交流施設の利用者数

丸山通り線沿道の既存飲食店の昼食時営業店舗数

地域交流センターの利用者数

美瑛中心市街地区（北海道上川郡美瑛町）　都市再生整備計画事業の成果概要

従前値まちづくりの目標 目標を定量化する指標

中心市街地への入込数

丸山通りの歩行者数

大目標：美しい丘のまちで次代においても安心した暮らしができる活気のある市街地を再生する。

　目標１－丸山通り地区への誘客を促進し、交流人口の増加による中心市街地全体の活性化を図るための良質な

空間を整備する。

　目標２－中心市街地への誘客を可能とする施設整備を推進し、地域コミュニティに負荷の少ない環境を整備す

る。

　目標３－新たなスタイルの拠点施設を整備し、本町の真の魅力の発信と地域交流の推進を図る。

丸山通り線

役場

美瑛町立

美瑛

小学校

美瑛町立

美瑛

中学校

スポーツ

センター

美瑛町立

美瑛東小学校

保育所

老人

保健

施設

道

道

十

勝

岳

温

泉

美

瑛

線

道道天人峡美瑛線

国道２３７号線

図書館

病院

保健

センター

福祉

センター

ＪＲ美瑛駅

ふれあい館ラヴニール

道の駅「丘のくら美瑛」

至至至至 富良野富良野富良野富良野

至至至至 旭川旭川旭川旭川

町民センター

郵便局

都市再生整備計画

■基幹事業

既存建造物活用事業（高次都市施

設）

都市再生整備計画事業

□提案事業

地域創造支援事業

地域資源活用交流施設

都市再生整備計画

■基幹事業

地域生活基盤施設（広場）

丸山通りポケットスペース

都市再生整備計画事業

□提案事業

地域創造支援事業

丸山通り無電柱化－引込管路設置

都市再生整備計画

■基幹事業

地域生活基盤施設（情報板）

中心市街地案内サイン

都市再生整備計画

■基幹事業

高質空間形成施設（緑化施設等）

丸山通り照明施設

丸山通りストリートファニチャー

丸山通りカラー舗装

丸山通り歩道舗装

都市再生整備計画

■基幹事業

高質空間形成施設（電線類地下埋設施設）

丸山通り無電柱化

都市再生整備計画

■基幹事業

地域生活基盤施設（広場）

本通りポケットスペース

都市再生整備計画

■基幹事業

地域生活基盤施設（広場）

地域交流センター

地域資源活用交流施設本通りポケットスペース
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美瑛中心市街地区 都市再生整備計画

事後評価（案）

【北海道上川郡美瑛町】

資料№1-3

美瑛町美瑛町美瑛町美瑛町のののの中心市街地区中心市街地区中心市街地区中心市街地区がががが抱抱抱抱えるえるえるえる課題課題課題課題

美瑛町には年間160万人を超える観光客が訪れていますが、美しい農村景観を目的とした郊外農村
部の周遊がメインとなっていました。この流れに中⼼市街地を加えるための取り組みとして、Ｈ17年
度に宿泊交流施設「ふれあい館ラヴニール」、Ｈ18年度に「道の駅びえい－丘のくら」等の集客施設
を市街地に整備することによって中⼼市街地の活性化に取り組み、一定の成果を上げています。

しかし、観光客の多くは良質な街並みが整備された本通り地区周辺に留まり、都市機能が不⼗分な
丸山通り地区への周遊が進まず、滞在時間も伸びないことで効果的な活性化が図られていない現状に
あり、これが喫緊の課題となっています。

本通り地区

丸

山

通

り

地

区

セブンスターの木

ケンとメリーの木

北西の丘展望公園

マイルドセブンの丘

四季彩の丘

美瑛白金「青い

池」

新栄の丘展望公園

前田真三写真アトリエ「拓真館」

至 旭川市・旭川空港方

面

至 富良野方面 至 白金温泉方面

パノラマロード

パッチワークの路

道の駅「びえい丘のくら」本通り地区

ＪＲ美瑛

駅

美瑛中心市街地区

観光観光観光観光のメインルートのメインルートのメインルートのメインルート

（（（（郊外郊外郊外郊外のののの周遊周遊周遊周遊がががが多多多多いいいい））））

駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺にににに観光客観光客観光客観光客がががが滞滞滞滞

留留留留しししし、、、、丸山通丸山通丸山通丸山通りりりり地区地区地区地区

へへへへ誘客誘客誘客誘客がががが進進進進まないまないまないまない

丸山通り地区



2

美瑛中心市街地区美瑛中心市街地区美瑛中心市街地区美瑛中心市街地区のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの目標目標目標目標

中⼼市街地の課題
■丸山通りの都市機能が不⼗分で観光客の周遊が進まない
■中⼼市街地への集客を可能とする施設が整備されていない
■町⺠や観光客の活動領域を広げる多様性のある拠点が整備されていない

大目標：美しい丘のまちで次代においても安⼼した暮らしができる活気のある市街地を再生する

小目標 目標を定量化するための指標

丸山通り地区への誘客を促進し、交流人
口の増加による中⼼市街地全体の活性化
を図るための良質な空間を整備する。

中⼼市街地への誘客を可能とする施設整
備を推進し、地域コミュニティに負荷の
少ない環境を整備する。

新たなスタイルの拠点施設を整備し、本
町の魅⼒発信と地域交流の推進を図る。

指標１：丸山通りの歩⾏者数（人/日）
従前値（Ｈ24）

524人/日
目標値（Ｈ30）

580人/日

指標２：中⼼市街地への入込者数（人/年）
従前値（Ｈ24）
387,294人/年

目標値（Ｈ30）
426,000人/年

指標３：地域交流センターの利⽤者数（人/年）
従前値（Ｈ24）
12,761人/年

目標値（Ｈ30）
16,500人/年

役場

美瑛町立

美瑛小学校

美瑛町立

美瑛中学校
スポーツ

センター

美瑛町立

美瑛東小学校

保育所

老人保健施設

道

道

十

勝

岳

温

泉

美

瑛

線

道道天人峡美瑛線

国道２３７号線

図書館

病院

保健

センター

福祉

センター

ＪＲ美瑛駅

ふれあい館ラヴニール

道の駅「丘のくら美瑛」

至至至至 富良野富良野富良野富良野

至至至至 旭川旭川旭川旭川

町民センター

郵便局

都市再生整備計画都市再生整備計画都市再生整備計画都市再生整備計画にににに基基基基づいてづいてづいてづいて実施実施実施実施したしたしたした事業事業事業事業

平成26年〜平成30年度の５年間で、「丸山通り線」「地域交流センター（bi.yell）」「本通り・
丸山通りポケットスペース」など１３事業の整備を実施しました。

■基幹事業

地域生活基盤施設（情報板）

中心市街地案内サイン

【Ｈ27-28】

■基幹事業

高質空間形成施設（緑化施設等）

丸山通り照明施設

丸山通りストリートファニチャー

丸山通りカラー舗装

丸山通り歩道舗装

【Ｈ26-30】

■基幹事業

地域生活基盤施設（広場）

本通りポケットスペース

【Ｈ27-28】

■基幹事業

地域生活基盤施設（広場）

美瑛駅前広場

【Ｈ30】

■基幹事業

高質空間形成施設（電線類地下埋設施設）

丸山通り無電柱化

【Ｈ26-30】

■基幹事業

道路

丸山通り歩道拡幅

【Ｈ26-30】

■基幹事業

既存建造物活用事業（高次都市施設）

地域交流センター

（丘のまち交流館bi.yell）

【Ｈ26-27】

□提案事業

地域創造支援事業

地域資源活用交流施設

（丘のまち郷土学館「美宙」）

【Ｈ26-27】

■基幹事業

地域生活基盤施設（広場）

丸山通りポケットスペース

【Ｈ26-27】

□提案事業

地域創造支援事業

丸山通り無電柱化－引込管路設置

【Ｈ26-30】

凡　　　　例

都市再生整備計画区域

 ■　基幹事業　　　基幹事業 1

 □　提案事業

 ○　関連事業
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都市再生整備計画都市再生整備計画都市再生整備計画都市再生整備計画にににに基基基基づいてづいてづいてづいて実施実施実施実施したしたしたした事業事業事業事業（（（（整備写真整備写真整備写真整備写真））））

整備前

整備後

丸山通り線 美瑛駅前広場

都市再生整備計画都市再生整備計画都市再生整備計画都市再生整備計画にににに基基基基づいてづいてづいてづいて実施実施実施実施したしたしたした事業事業事業事業（（（（整備写真整備写真整備写真整備写真））））

整備前

整備後

丸山通りポケットスペース 本通りポケットスペース
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都市再生整備計画都市再生整備計画都市再生整備計画都市再生整備計画にににに基基基基づいてづいてづいてづいて実施実施実施実施したしたしたした事業事業事業事業（（（（整備写真整備写真整備写真整備写真））））

整備後

中⼼市街地案内サイン

都市再生整備計画都市再生整備計画都市再生整備計画都市再生整備計画にににに基基基基づいてづいてづいてづいて実施実施実施実施したしたしたした事業事業事業事業（（（（整備写真整備写真整備写真整備写真））））

整備前

整備後

地域交流センター（丘のまち交流館bi.yell）
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都市再生整備計画都市再生整備計画都市再生整備計画都市再生整備計画にににに基基基基づいてづいてづいてづいて実施実施実施実施したしたしたした事業事業事業事業（（（（整備写真整備写真整備写真整備写真））））

整備前

整備後

地域資源活⽤交流施設（丘のまち郷⼟学館「美宙」）

指標指標指標指標のののの達成状況達成状況達成状況達成状況

目標を定量的に評価するための指標

本計画では、既存ストックを活⽤した拠点施設等を新たに設置し、それらを結ぶ動線となる「丸山通り」を良質
な空間とすることで、交流人口と滞在時間の増加がもたらす相乗効果を定量化するための指標を設定。

指標１：丸山通りの歩⾏者数（人/日）

定義：交通量調査による丸山通りの日当り歩⾏者数

目標との関連性：丸山通りの良質な空間形成及び拠点施設の整備によって、本通地区

からの誘客による交流人口及び滞在時間の増加を歩⾏者数の伸び率から検証する。

従前値 達成状況

524

（人/日）

（Ｈ24）

387,294

（人/年）

（Ｈ24）

目標値 評価値

指標２：中⼼市街地への入込数（人/年）

定義：市街地拠点施設の年間利⽤者数

目標との関連性：中⼼市街地の整備により創出される新たな交流人口を市街地拠点施

設（道の駅丘のくら・ラヴニール・四季の情報館）の利⽤者数から検証する。

12,761

（人/年）

（Ｈ24）

指標３：地域交流センターの利⽤者数（人/年）

定義：商店街コミュニティ施設の年間利⽤者数

目標との関連性：既存地域交流施設等の利⽤者数（町⺠センター+子育て支援セン

ター）から算出する従前値に対し、新たな施設が生みだす交流人口を指標とする。

580

（人/日）

（Ｈ30）

426,000

（人/年）

（Ｈ30）

16,500

（人/年）

（Ｈ30）

597

（人/日）

（Ｈ30）

455,602

（人/年）

（Ｈ30）

127,530

（人/年）

（Ｈ30）

○
Ｈ30.10.16

実測値

○
一部推測値によ
る達成⾒込み

○
一部推測値によ
る達成⾒込み
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計画当初計画当初計画当初計画当初（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ25252525））））からのからのからのからの課題課題課題課題のののの変化変化変化変化についてについてについてについて

区分 事業実施前の課題

■丸山通り地区の都市機能が不⼗分

□良質な街並みが整備されていないた
め、本通地区からの周遊が進まない。
□歩きやすい歩道空間が整備されてい
ない。

事業実施により達成されたこと

●従前の歩⾏者数に⽐べて、増加傾向にあり丸
山通り地区への周遊が促進されている。
○美瑛駅から丸山公園までの約１ｋｍの良質な
街並み空間が整備され、本通り地区からの周遊
が進んでいる。
○切下げによる波打ちがなく、歩きやすい歩道
空間が整備された。
○丸山通り沿道に飲食店２店舗が新規開店した。
○既存飲食店のうち３店舗が営業時間を拡大し
た（昼食時営業開始）。

解決すべき残された課題

▼増加した観光客の滞在時間を活かし、
購買⼒の向上に向けた更なる取り組みが
必要。
▽観光客、交流人口の増加に伴い特にア
ジア圏を中⼼とした外国人観光客も増加
していることから、インバウンド対策が
求められている。（特にハイシーズンに
おける飲食業受入れ体制の強化）

▼丸山通り線への周遊促進に伴い、商店
街を訪れる人への受入れ施設の不⾜が懸
念される。
▽飲食店の店舗数増加や営業時間の拡大
（昼食時も営業）に伴い、商店街を沿道
に抱える道路空間として、駐⾞場不⾜が
懸念される。

■中⼼市街地への集客を可能とする施
設が未整備

□周遊する観光客が休憩・交流できる
施設が少ない。
□市街地の各施設を案内するサインの
更なる整備が必要。
□美瑛駅から丸山通り地区へのアクセ
スが不⼗分。

●観光客等を受け入れる施設の整備が進み、入
込者数が増加している。
○２カ所のポケットスペースを整備し、周遊す
る観光客等の滞在空間を確保した。
○市街地の主要交差点に多言語化案内サインを
追加、更新した。
○駅前の幹線であり、商店街を沿道に抱える丸
山通り線を⾼質な道路空間として整備し、観光
客等の周遊性が拡大された。

■町⺠や観光客の活動領域を広げる多
様性のある交流拠点が未整備
□町⺠や観光客が気軽に交流できる施
設が未整備
□美瑛町の文化や地域資源の情報を発
信する施設が未整備。
□活⽤されていない既存施設が市街地
に点在。

●新たなスタイルの拠点施設を整備し、本町の
魅⼒発信と地域交流が推進されている。
○町⺠や観光客による地域交流が丘のまち交流
館「bi.yell」の整備によって推進されている。
○丘のまち郷⼟学館「美宙」が整備され、地域
の文化・資源の情報発信が可能となった。

▼引き続き利⽤者に親しまれる施設の在
り⽅を検討し、更なる交流が図られるよ
う取り組みを継続していく。
▽整備された施設は現段階では有効に活
⽤されている。
▽今後も継続して多くの⽅に利⽤される
よう町内外への情報発信や新たな取り組
みを模索していく。

丸
山
通
り
地
区

中
⼼
市
街
地
全
体

交
流
拠
点
と
な
る
施
設

今後今後今後今後のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり方策方策方策方策についてについてについてについて

○観光、交流人口促進のための環境づくり
・良質な街並み空間や拠点施設等を整備したことで、指標の目標値は達成しているが、事業完了後も
継続して多くの⽅に親しまれ、各種イベントの実施や多様なツールを⽤いた情報発信など、利⽤され
る仕掛けを模索していく。

○賑わいづくりの核となる市街地商店街の活性化
・美瑛の玄関口である美瑛駅周辺の商店街の活性化のため、関係機関と連携し観光客を中⼼とした受
入れ体制及び情報発信を強化していく。
・アジア圏を中⼼とした外国人観光客の増加に対応するため、インバウンド対策を強化する取組みを
模索していく。

本計画で掲げた目標について、設定した指標については一部推測値となっているが達成していることを確認でき
た。中⼼市街地への入込数及び地域交流センターの利⽤者数の推測値については、Ｈ31.3月の実績値が確定次第、
フォローアップを⾏い達成状況の最終確認を⾏います。

また、本事業の実施により残された及び新たに確認された課題については、引き続き関係機関等と連携しながら、
事業の検討や実施を進めていきます。

○安⼼、安全な環境整備
・道路空間や周辺の施設整備に伴い、丸山通り線への周遊が促進された。また、飲食店の店舗数の増
加や営業時間の拡大等に伴い、今後も多くの利⽤が期待される。一⽅で、商店街を抱える道路空間と
して、駐⾞場不⾜が懸念されるため、空き地等を活⽤した公共駐⾞場整備等を計画していく。
・市街地を中⼼として、通学路等の歩道整備、修繕を計画していく。
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今後今後今後今後のののの予定予定予定予定についてについてについてについて

○事後評価結果の公表（1年間）及び国への提出
・上記でとりまとめを⾏った事後評価結果を原案と同様に公表します。
・国に提出します。

○フォローアップの実施（H31.4〜）
・指標の一部（中⼼市街地の入込数、地域交流センターの利⽤者数）については、推測した数値のため、
３月末以降に実績値が確定次第、数値の確認を⾏います。
・これらをとりまとめ、フォローアップ報告書として作成及び公表を⾏います。



 
 

 

まちづくり委員会資料 

平成３１年 ３月 ４日 

 

美瑛都市計画マスタープランについて（第３回） 

 

 

１）これまでの検討状況について 

▽Ｈ30 年 10 月より第１次計画の検証等を進め、第１次計画の達成状況や第２次計画の構成

案等について、まちづくり委員会（12/18 開催）及び、都市計画審会（12/21 開催）へ提

案し、大まかな方向性を決定している。 

▽第２次計画については、「第５次まちづくり総合計画」における「まちの将来像」や「分

野別施策」に基づき、平成 30 年度中に主要課題の抽出を進め、第２次計画の基本方針案

の作成を行う。 

□まちの将来像（まちづくりの目標） 

    「豊かな自然と個性あふれる文化が輝く丘のまちびえい」 

□基本的方向（分野別施策） 

Ⅰ．足腰の強い産業づくり  ：産業振興、移住定住、市街地活性化 

Ⅱ．ともに支え合うまちづくり：地域福祉、保健、医療 

Ⅲ．まちを動かす人づくり  ：教育、生涯学習、芸術文化 

Ⅳ．安全・安心なまちづくり ：土地利用、社会基盤整備、防災 

Ⅴ．みんなで歩むまちづくり ：住民協働、美しい村づくり、景観形成 

 

 

２）第２次計画の主要課題について 

 ①抽出の方法及び検討結果 

▽「現況の整理」、「１次計画の検証」、「アンケート調査結果」の３つを総合的に検討し、

第２次計画に記載を検討すべき主要課題を抽出する。 

▽主要課題の抽出にあたっては、庁内検討委員会及び企画委員会にて協議のうえ進め、別紙

資料のとおり整理している。 

□主要課題の抽出方法書（別紙１） 

□現況の整理     （別紙２） 

□１次計画の検証   （別紙３） 

□アンケート調査結果 （別紙４） 

 

 ②第２次計画の全体構想における基本方針（案）について 

▽抽出された各課題は、「第５次まちづくり総合計画」における５つの分野別施策に分類し

た上で、第２次計画の全体構想における基本方針に反映する。 

（裏面へ続く） 

議題№ ２ 



 
 

▽具体の施策については、市街地域及び丘陵・山岳地域に区分した整備方針図（案）にまと

めており、これらをもとに平成３１年７月までに素案の作成を進める。 

 □主要課題の抽出（別紙５） 

 

 

３）その他 

（当面の予定） 

平成３１年３月４日      第４回まちづくり委員会  

平成３１年３月１９日     第２回都市計画審議会（予定） 

平成３１年５月中旬      全体構想の協議 

平成３１年７月中旬      第２次計画素案の作成 

 

以上 



                                  課題整理の方法 

主要課題の抽出方法書 

 

主要課題の抽出にあたっては、「現況の整理」、「１次計画の検証」、「アンケー

ト調査結果」の３つを総合的に検討し、抽出された各課題は、「第５次まちづく

り総合計画」における５つの分野別施策に分類した上で、第２次計画の全体構

想における基本方針に反映するための方向性へ結び付けることとします。 

 

 【主要課題の抽出方法】 

現況の整理 １次計画の検証 アンケート調査結果 

現況分析結果として、以下の項目
別に整理する。 
 
 
（１）本町の現況 
 ①沿革 
②地理的特性 
③人口・世帯数の推移 
④産業の推移 
⑤移住・定住 
⑥中心市街地活性化 
⑦地域福祉 
⑧保健・医療 
⑨教育・生涯学習・芸術文化 
⑩防災 
⑪景観 
 

（２）都市計画の現況 
 ①都市計画区域、用途地域 
 ②市街地整備 
 ③地区計画と建築協定 
 ④都市計画道路 
 ⑤上下水道・河川 
 ⑥都市計画公園等 
 
（３）その他社会基盤の現況 
①開発行為 
②公共施設 
③町営住宅 
④ごみ処理・し尿処理 
⑤情報化 

 
（４）社会情勢から求められてい
る都市像 

 ①国土交通省重点施策 
 ②北の住まいるタウン構想 
 
（５）上位・関連計画等における
施策方針 

 ①第５次まちづくり総合計画 
 ②その他個別関連計画 
 

１次計画の地域別施策及び方
針について、達成状況や今後
の展開を整理する。 
 
（１）地域別施策の達成状況 
□第１次計画に記載された
60施策の達成状況を数値
化して検証 

 
（２）地域別方針の検証 
 □第１次計画に記載された

50方針の実施状況と今後
の展開について検証 

 
 

アンケート結果のうち、重要
度の高い選択項目を、“町民が
求めること”として整理する。 
 
○重要度８割（75％～） 
「極めて重要度高い」 

 
□重要度７割（65～74％） 
「特に重要度は高い」 

 
▽重要度６割（55～64％） 
「重要度は高い」 

 

 

主要課題の抽出 

（第２次計画の全体構想における基本方針案） 

別紙１ 



                                                                                              現況の整理 

1 

 

現況の整理 

（１）本町の現況 

①沿革  

・ 本町は、明治 27 年に兵庫県からの開拓民による辺別太旭農場の開墾から始まり、その後、明治 30 年

の国鉄開通以降の急速な開発進展により移住者が増加し、明治 33 年に神楽村から分村した戸長役場の

設置、大正４年の２級村制、大正 12 年の１級村制を経て、昭和 15 年に町制が施行されました。 

・ 昭和23年に面積677.16K㎡とする都市計画区域を決定してからは数々の都市計画事業を実施しており、

５つの土地区画整理事業や関連する都市計画道路事業により市街地の形成が進みました。 

・ 昭和 62 年に風景写真家である前田真三氏の写真ギャラリー「拓真館」が開設されたことを契機に、十

勝岳連峰を背景とした畑作地帯が創り出す特徴的な丘陵景観が、「丘のまちびえい」として注目を集め、

大勢の観光客が訪れるようになりました。 

・ 平成元年には、無秩序な開発を防止し、美しい景観や自然環境の保全と育成を推進するため、「美瑛町

景観条例」及び「美瑛町自然環境保全条例」を制定したほか、平成９年には観光情報発信施設「四季

の情報館」の完成、平成 27年には景観法の委任条例となるよう「美瑛の美しい景観を守り育てる条例」

の全部改正及び「美瑛町景観計画」を策定し、本町の優れた景観を守り、積極的にそれらを発信して

いく取り組みを進めています。 

・ また、市街地では、「本通土地区画整理事業（平成元年）」「鉄西土地区画整理事業（平成３年）」がス

タートし、地区計画や建築協定によって優れた街並みが形成され、その都市基盤を受け、地域資源活

用総合交流促進施設「ふれあい館ラヴニール（平成 17 年）」、「道の駅びえい『丘のくら』（平成 18 年

物産販売施設として整備後、平成 19 年に道の駅登録）」などの中核施設が次々にオープンしました。 

・ 平成 17 年には本町が発起人となり、NPO 法人「日本で最も美しい村」連合を設立しました。この連合

は、素晴らしい地域資源に誇りを持ち、住民によるまちづくり活動を通じて地域の活性化を図り、地

域の自立の推進や観光的付加価値の向上、地域資源の保護と地域経済の発展に寄与することを目的と

して発足し、平成 31 年１月 31日現在で全国 53 町村 10地域が参加しています。 

➁地理的特性  

・ 北海道でも類まれな起伏に富んだ丘陵地帯を形成し、畑のほとんどが丘陵地帯にあり、前述した通り

本町を特徴づける優れた丘陵景観が広がっています。その丘陵の間をぬって美瑛川、宇莫別川、置杵

牛川、忠別川ほか数条の河川が流れ、その流域の平野部が水田となっています。 

・ 本町の東部には標高 2,077ｍの十勝岳をはじめ 2,000ｍ級の山々が連なり、北海道有数の雄大な山岳景

観を成しています。 

・ 町内には、旭川から浦河町に至る国道 237 号線と旭川から富良野に通じるＪＲ富良野線があり、旭川

空港からは車で約 15 分の近距離にあるなど、恵まれた交通環境にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ➂人口・世帯数等の推移  

・ 本町の総人口は、1960 年（昭和 35 年）の人口 21,743 人をピークとして、産業構造の変化と経営基盤

の弱い農業者の離農転出や若年層の就業先の不足等により都市への人口流出が進み、2018 年（平成 30

年 12 月末）時点では、１次計画策定当時の人口（平成 11 年：12,102 人）の 83％となる 10,043 人とな

っています。 

・ 年齢別人口構成では、15歳未満の人口減少と 65歳以上の人口増加が目立ち、平成 27年では 65 歳以上

の比率が 36％となっています。 

・ 世帯構成の推移では、単独世帯・夫婦のみ世帯が占める割合が増加（平成７年：46％→平成 27年：58％）

し、核家族化が進行しています。 

・ 平成 28 年に策定した「美瑛町人口ビジョン」における 2040 年の人口については、国立社会保障・人口

問題研究所が推計した数値 6,732 人に対し、将来展望人口を 8,000 人としています。下記グラフでは

2015 年（平成 27年）の将来展望人口は 10,302 人となっていますが、2015 年（平成 27 年）の実数値は

10,292 人なので、推計を上回る展望人口に近い数値となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人口の将来展望】 

【人口・世帯数の推移】 

出典：国勢調査（※H30 は住基） 

出典：美瑛町人口ビジョン（平成 28 年） 

別紙２ 
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④産業の推移 

・ 本町の産業は、第１次産業は畑作・水稲を中心とする農業、第２次産業は建設業、第３次産業は卸・小

売業、サービス業が主体で構成され、その産業別就業人口の推移では、第３次産業がほぼ横ばいなのに

対し、第１次産業、第２次産業とも減少傾向で、平成 27 年と１次計画策定当時の人口比較では、第１

次産業が（平成 12年：2,027 人）の 76％となる 1,540 人、第２次産業が（平成 12 年：1,130 人）の 52％

となる 591 人となっています。 

・ 本町における就業者の就業先推移は、１次計画策定当時の就業人口（平成 12 年：6,188 人）の 90％が

町内で就業していたのに対し、平成 27年では 83％の 4,331 人に減少していますが、他市町村から本町

へ就業している人口は、12％から 17％と増加しています。 

・ 農家戸数は、平成 27 年では１次計画策定当時（平成 12年：635 戸）の 68％の 434 戸となっています

が、農業産出額は、１次計画策定当時の金額（平成９年：12,742 百万円）に対し、平成 27年は 98％の

12,430 百万円と、概ね安定した傾向が続いているほか、農地の造成や離農跡地の集積により規模拡大

が図られ、規模別農家戸数で 20ha 以上が占める割合は、平成 12 年の 34％に対し、平成 27 年では 47％

となっています。 

・ 工業製造品出荷額は、１次計画策定当時の金額（平成 12 年：6,092 百万円）から年によって多少の増

減がありますが、平成 28年は 6,122 百万円となり、概ね安定しています。 

・ 商業販売額は、平成 28 年では１次計画策定当時の金額（平成 11 年：18,655 百万円）の 75％にあたる

14,071 百万円となり、減少傾向が続いています。 

・ 観光客入込数は、１次計画策定当時から約 120 万人前後で推移してきましたが、平成 24 年頃より増加

し始め、平成 26 年に約 180 万人に達した後は、年間約 170 万人で推移しています。 
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⑤移住・定住  

・ 美しい景観に癒しを求め、道内外の都市部からの移住、これから移住を検討している人は少なくありま

せん。このような移住希望に応えるとともに、交流人口の増加や滞在時聞の拡大による経済波及を促す

ため、本町でのおためし暮らし（移住体験）や移住促進を図っています。 

・ 都市部における農村地域への移住・交流希望者に対し、まちの魅力や安心して暮らせる住環境を広く伝

えるため、首都圏で開催される移住相談会等へ積極的に参加し、ＰＲ活動を行っています。 

⑥中心市街地活性化  

・ 平成 17 年に地域資源活用総合交流促進施設(宿

泊・体験施設)「ふれあい館ラヴニール」、平成 19

年に「道の駅びえい『丘のくら』」、平成 26 年に

活性化交流施設「丘のまち交流館ビ・エール」を

それぞれ整備し、中心市街地の賑わいづくりを進

めるとともに、商工会と商店街が連携して特産品

開発を行うなど、付加価値を高めながら商業の活

性化へとつなげる取り組みを進めています。 

・ 中小企業者等の活性化及び経営力強化を図るこ

とを目的とした「美瑛町中小企業者等振興補助金

制度」（平成 28 年度）を新設し、商工業者の経営

体質強化の取り組みを進めています。 

⑦地域福祉  

・ 「美瑛町地域福祉計画」に基づき、地域社会における少子高齢化の急速な進行や経済情勢等を起因とす

る生活困窮、高齢者や障がい者の虐待やひきこもり等による社会的孤立など、多様化する地域課題の解

決に向け、町民が一緒になって目指すべき地域社会の構築に向けた取り組みを進めています。 

・ 児童福祉においては、子育て世帯が安心して子育てができる環境づくりに取り組み、特に就労と子育て

を両立できるよう、保育時間延長、利用者負担軽減など子育て支援の充実に努めてきました。また、子

ども支援センターが中心となり、遊びの場を通して保護者と関わりを持つことで、子育て不安を軽減す

る相談支援や情報交換を進めているほか、保健・医療や教育などの各関係機関が保護者と連携すること

で質の高い子育て環境を提供しています。 

・ 高齢者福祉においては、町民の健康づくりの拠点として、平成 15 年度に「保健センター」の建設を行

い、町民の日常生活に密着した保健サービスと相談を実施しているほか、併設されている「生きがい活

動支援通所施設」においては、高齢者が住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができる

よう介護予防の取り組みを進めています。 

・ 障がい者福祉においては、障がい者に対する正しい理解の促進を行うとともに、障がい者の自立に向け

た生活支援や就労支援、自立訓練に向けた環境づくりに努め、福祉施設については、高齢者や障がい者

に配慮した建設位置とし、バリアフリー化を進めるとともに必要に応じて点字ブロックを配置するなど、

誰もが市街地で不自由なく活動できるよう、ユニバーサルデザインによるまちづくりを推進しています。 

⑧保健・医療  

・ 町民が自らの健康を自覚し、生活習慣への関心と理解を深めることを目指して、「美瑛町健康増進計画

（平成 25年～34 年度）」を策定し、健康情報の分析や発信、個別保健指導や健康学習の支援等を実施

しています。 

・ 町立病院は、平成 10 年に全面改築し、あわせて検査機器等多様な医療機器の導入を行い、外来診療、

入院診療、救急医療体制の充実を進めてきましたが、地域医療を取り巻く環境は厳しく、病床利用率

の低下、患者の高齢化等の課題のある中、既存施設を出来る限り有効利用し、町民に幅広い治療環境

を提供するため、平成 27年度より療養型病床の導入による一般病床との複合型病棟（ケアミックス型

病棟）の体制づくりを進め、地域医療の中心である町立病院の維持、機能の充実を進めています。 

⑨教育・生涯学習・芸術文化  

・ 小中学校７校については、いずれも建築から 30年以上経過していることから、美瑛町建設事業等実施

計画に基づき、計画的に大規模改修や耐震改修の工事を実施してきました。また、教員住宅において

も、計画的に改修を実施しています。 

・ 児童生徒の通学環境については、現在 10 路線のスクールバスにより通学手段を確保しており、安全な

運行を図るため、運行距離や劣化状況を確認しながらバスの更新を行っています。 

・ 町民センターを中心としたサークル活動や学習活動の拠点づくりを行い、多様なニーズに対応できる

体制を維持し、町民の自主的な活動を支援しています。 

・ 平成 24 年に図書館を新築移転オープンし、町民の文化活動の支援に努めているほか、「丘のまち郷土

学館美宙」を平成 28 年度整備し、多くの町民が歴史や文化に触れる機会の提供を進めています。 

・ 平成 30 年には「丘のまちわいわいプール」を整備し、スポーツ・レクリェーション活動を通して、生

活のうるおいや生きがいづくりを行うなど、町民のニーズにあった運動機会の提供に努めています。 

⑩防災 

・ 本町は、多くの河川により形成された波状丘陵地という地形的特性から、河川の氾濫や土砂災害が懸念

されるほか、ひとたび噴火すれば大きな災害をもたらす恐れのある活火山「十勝岳」を有しており、こ

れまで、十勝岳砂防事業の整備拡充、防災行政無線のデジタル化、河川改修などの治水対策などの防災

対策を行ってきたほか、「防災ガイドブック」の全戸配布など町民の防災意識を高め、災害への備えを

進めてきました。 

・ しかしながら、ハザードマップに示すように、都市計画区域内、とりわけ市街地域においては洪水浸水

区域や急傾斜地崩壊危険箇所、泥流の危険域等があることから、引き続き減災に向けた対策を推進し、

町民が安心して暮らせる環境を整えていく必要があります。 
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⑪美しい景観を守り育てる取り組み  

・ 本町の景観は、「パッチワークの丘」と呼ばれる欧州的な景観がテレビＣＭや各種メディアに使用され

たことなどを契機として、全国的に注目を集めるところとなり、平成元年の「美瑛町景観条例」「美瑛

町景観ガイドライン」の策定や、平成２年の都市計画区域拡大による規制によって、良好な農村景観の

保全を図っています。 

・ 第１次計画を策定した平成 12 年以降では、「美瑛の美しい景観を守り育てる条例（平成 15 年）」、景観

法施行に伴う景観行政団体指定（平成 18 年）、「美瑛町景観計画（平成 27 年）」の策定等によって、景

観を守り育てる積極的な取り組みが行われています。 

・ 中心市街地における景観形成の取り組みとして、

本通地区では建築協定によって統一的な街並み

が整備されたほか、無電柱化によって開放的な

空間が創出されています。無電柱化の取り組み

は、近年、市街地のもう一つのメインストリー

トである丸山通地区においても実施されている

ほか、「北西の丘展望公園」等の郊外の景勝地周

辺でも実施されており、周辺環境と調和した景

観づくりに努めています。 

・  NPO 法人「日本で最も美しい村」連合の運動に

よって、農村地域が持つ日本固有の多くの美し

い風景を、かけがえのない地域の財産として守

り育てるための取り組みを推進しています。 

 

 

（２）都市計画の現況  

① 都市計画区域、用途地域  

・ 都市計画区域については、昭和 23 年法適用

都市（法第１条決定）となり、美瑛町行政

区域 677.16ｋ㎡を指定した以降、昭和 44

年新都市計画法の施行に伴い、市街地周辺

の 467ha に変更し、社会環境の変化に伴う

都市計画区域の拡大を重ね、現在の区域面

積を 5,430ha としています。 

・ 都市地域の合理的な機能の配分や住環境の

保護等秩序と均衡ある都市の発展、土地の

高度利用を図るため、昭和 51年、用途地域

７種別（工業専用地域を除く）を指定し、

あわせて近隣商業地域・商業地域と準防火

地域を指定しました。 

・ 平成４年の法改正に伴い、平成５年には 10

種別 342.6ha（非可住地 1.3ha を除外）を

決定して用途地域の変更を行い、その後、

平成７年用途地域を拡大（381.6ha）し、現

在に至っています。 

 

 

② 市街地整備 

・ 市街地人口の増加に対処し、良好な宅地の供給と快適な環境のもとに秩序ある街づくりを促進するた

め、美瑛町施行として第１地区（昭和 26 年～昭和 32 年）、第２地区（昭和 42 年～昭和 49 年）、組合

施行として第３地区（昭和 52年～昭和 60 年）、本通地区（平成元年～平成 13 年）、鉄西地区（平成 3

年～平成 15 年）の、併せて５地区の土地区画整理事業を実施してきました。 

・ 土地区画整理事業は、平成 24 年の鉄西地区の精算終了をもって全て完了し、用途地域の約 45％に相

当する 170ha の市街地が土地区画整理事業によって整備されています。 

・ 平成 26 年度に「美瑛住生活基本計画」及び「美瑛町公営住宅等長寿命化計画」を策定し、住生活の安

定確保に向けた住宅及び住環境の整備を行っています。北町団地の整備のほか、白樺団地及び日の出

団地の建替整備事業を進め、また、既存の町営住宅については適正な維持管理を継続して行うことで、

快適で安全安心な住環境を形成しています。 

③ 地区計画と建築協定 

・ 「地区計画」は、地域的な実情をふまえ、住民の生活に結びついた地区を単位として、道路、公園等

の配置や建築物等について、地区の特性に応じてきめ細かく定めるまちづくりの計画であり、本町は、

平成６年に鉄西土地区画整理事業において決定し、建築物の用途制限、壁面の位置制限、形態又は意

匠の制限について定めています。 

・ 同様なまちづくりの計画として、地域内の土地所有者と借地権者の合意により定める「建築協定」に

ついては、平成２年に本通土地区画整理事業において、建築物の壁面の位置制限、形態又は意匠の制

限について定めています。 

④ 都市計画道路  

・ 都市地域の発展と生活の利便性、更にその都市機能を高めるうえで重要な役割を担う都市計画道路に

ついては、昭和 51 年の用途地域指定に伴い、昭和 52 年に 11 条 17,680ｍを決定し、その後、数次の

都市計画変更を行い、現在は 14 条 19,470ｍを決定しています。 

・ 都市計画道路 14 条 19,470ｍのうち、80.8％の 15,740ｍが改良済みとなっていますが、全体の２割に

あたる区間が未整備となっています。 

・ 駅前広場については、昭和 40年に 2,360 ㎡にて供用を開始した後、本通土地区画整理事業の実施に伴

い、平成元年に 5,700 ㎡へ拡大変更を行い、同事業にて平成 13年に整備が完了しています。 

・ 西口交通広場については、平成３年に 4,600 ㎡にて認可を受け、鉄西土地区画整理事業によって平成

13 年に整備が完了しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【都市計画図】 

交通広場
名　　称 都市計画決定年⽉⽇ 告　　示 面　　積

駅前交通広場 S29. 3.30（決定） 建設省告示第293号 2,360 ㎡

H 1. 5.25（変更） 北海道告示第822号 5,700 ㎡

⻄口交通広場 H 3.12. 6（決定） 北海道告示第1869号 4,600 ㎡

本通地区の街並み 
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⑤ 上下水道・河川  

・ 上水道は、昭和 40 年の給水開始以降、段階的・計画的に給水区域を拡張してきましたが、平成 17～

18 年度にかけて、それまで未普及地域であった旭地区への給水設備・管路を整備しました。これによ

り、地区専用水道を運営している俵真布地区、豊富な地下水を活用できる横牛・朗根内地区、地区飲

料水供給施設を利用する上宇莫別地区・藤野地区を除き、町内の大部分で水道水を安定供給できる体

制が整いました。 

・ 公共下水道として昭和 51年に都市計画決定し、その後の事業認可及び変更により整備を進めています

が、現在の認可区域 355ha のうち、汚水管 18％・雨水管 30％が未整備となっています。 

・ 美瑛川、置杵牛川などの市街地周辺の河川は、総合的な治水対策の促進と自然環境との融合を図るこ

ととされており、美瑛川については、十勝岳火山泥流対策により上流部の川幅拡幅等の治水対策が行

われています。 

⑥ 都市計画公園等  

・ 緑豊かなオープンスペース、誰もが憩える公園・緑地として、都市機能に適した配置計画により昭和

42 年度より逐次整備し、現在 20 ヶ所 22.04ha を計画決定しています。 

・ 計画決定された公園は全て供用開始されていますが、設置から 20 年を超えている公園が 18 ヶ所ある

ことから、施設の老朽化が全体的に進行しており、現在「美瑛町公園施設長寿命化計画」に基づき、

町民が安全安心に利用できるよう施設の老朽化対策を強化しています。 

・ 都市計画公園の他、都市公園を 10か所配置しているほか、その他公園や市街地内におけるポケットス

ペース等を配置し、本町らしい開放的でうるおいのある街並み空間の形成に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【都市計画道路一覧図】 

都市計画公園
NO 種　別 位置 面積 (ha) 供用開始

1 2・2・1 ⻘葉公園 栄町3丁目6 0.11 S38. 6.15

2 2・2・2 みどり公園 栄町4丁目6 0.12 S39. 9.30

3 2・2・3 曙公園 本町3丁目6 0.14 S42.11.30

4 2・2・4 鈴蘭公園 中町3丁目6 0.12 S43.11. 5

5 2・2・5 中町公園 中町4丁目2 0.55 S37. 3.31

6 2・2・6 花園公園 花園1丁目3 0.13 S47. 8.10

7 2・2・7 南町公園 南町3丁目2 0.26 S55. 4. 1

8 2・2・8 ことぶき公園 寿町2丁目2 0.94 S53. 3.31

9 2・2・9 さいわい公園 幸町3丁目5 0.29 S54. 4. 2

10 2・2・10 なかよし公園 ⻄町1丁目4 0.57 S57. 3.31

11 2・2・11 くるみ公園 旭町4丁目7 0.23 S60. 1.31

12 2・2・12 あさひ公園 旭町2丁目7 0.20 S60. 1.31

13 2・2・13 東町公園 東町2丁目5 0.64 S61. 3.12

14 2・2・14 さくら公園 丸山2丁目2 0.39 H 2. 3.14

15 2・2・15 あずま公園 東町4丁目 0.11 H 1. 3. 8

16 2・2・16 大町公園 大町1丁目 0.29 H 3. 3. 7

17 2・2・17 北町公園 北町1丁目 0.15 H12. 8. 7

18 近隣 3・3・1 鉄⻄公園 北町2丁目 1.30 H14. 8.31

19 地区 4・4・1 憩ヶ森公園 憩町2丁目 7.70 S59.12.24

20 運動 6・6・1 丸山公園 丸山1丁目1 7.80 S49. 4. 1

22.04

名称 計画決定

S59.12.24（町告示第2191号）

S46.11.29（町告示第3178号）

S48.11.21（町告示第54号）

S50. 9.20（町告示第26号）

S58.11. 7（町告示第29号）

H 1. 5.27（町告示第22号）

S58.11. 7（町告示第29号）

計   20ヶ所

S62.11. 9（町告示第31号）

H12. 7.31（町告示第37号）

H 3.12. 6（町告示第1869号）

街区

都市計画道路

延⻑ (ｍ) 率 (％)

幹線 3・2・1 大北通 花園2丁目 字大村 1,640 30 0 0.0

幹線 3・4・2 中央通 憩町1丁目 旭町4丁目 2,450 18 2,450 100.0

幹線 3・4・3 美沢通 北町2丁目 丸山2丁目 2,060 18 1,510 73.3

幹線 3・4・4 丸山通 本町1丁目 丸山2丁目 1,940 18 1,940 100.0

3,365 18 2,950 87.7
1,105 16 0 0.0

幹線 3・2・6 ⻄大通 大町1丁目 大町2丁目 310 37 310 100.0

幹線 3・4・7 花園北町通 大町1丁目 北町1丁目 1,230 16 1,230 100.0

幹線 3・4・8 ⻄中央通 大町2丁目 北町2丁目 1,060 18 1,060 100.0

幹線 3・3・9 本通 ⻄町1丁目 錦町 1,870 22 1,850 98.9

幹線 3・5・10 旭町通 旭町2丁目10472番2 旭町2丁目8番10 540 14 540 100.0

幹線 3・5・11 東町通 東町2丁目1番8 東町3丁目506番14 540 14 540 100.0

幹線 3・5・12 旭東通 東町4丁目715番42 旭町3丁目5番5 780 14 780 100.0

区画街路 7・5・13 大町通 290 12 290 100.0

区画街路 7・5・14 旭東通 290 12 290 100.0

19,470 － 15,740 80.8

3,730 19.2%

路線名 起　点 終　点 延⻑ (ｍ)

計 14 条

残

幅員 (ｍ)
改良・舗装

幹線 3・4・5 環状通 花園2丁目 字大村

種　別
名　　　　　称 位　　　　　置 区　　　　　域 現　　　　　況

番　号
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（３）その他、都市計画に関連する社会基盤の現況  

① 開発行為 

・ 都市計画区域内における開発行為は、市街地周辺を中心に昭和 50年に始まり、現在まで 40行為 61.6ha

が施行されています。 

② 公共施設 

・ 公共施設（役場庁舎や子育て・福祉関連施設、学校、公営住宅、公民館等）の床面積は、昭和 61年か

ら平成 27年の間に 1.3 倍増加しているのに対し、町民一人あたりの床面積は人口減少に伴い、1.8 倍

増加していることから、今後、「美瑛町公共施設等総合管理計画」に基づき、人口減少や人口構造の変

化を見据え、公共施設の縮減に向けた取り組みを検討する必要があります。 

③ 町営住宅 

・ 町営住宅（公営、特公賃、単費）については、平成 27年 3月末現在で 501 戸ありますが、耐用年数が

経過しているのは 48％の 240 戸となっていることから、引き続き「美瑛町公営住宅等長寿命化計画」

に基づいて、適正な供給を行う必要があります。 

④ ごみ処理・し尿処理 

・ 東川町・東神楽町と共同で構成する大雪清掃組合に所属し、廃棄物の減量化に重点をおいてリサイク

ル等を推進しており、環境への負荷が少ない循環型社会に転換する取り組みを進めています。 

・ 公共下水道等の普及により、し尿収集人口は年々減少していますが、合併処理浄化槽から排出される

汚泥収集量が年々増加していることから、引き続き安定した処理を進めるため、処理を行っている浄

化センターの老朽化対策等を検討して行く必要があります。 

⑤ 情報化 

・ 平成 22 年度に情報通信基盤を整備したことにより、町内ほぼ全域でインターネットを利用できる環境

が整い、全ての町民が等しく情報を得ることができるようになっており、今後もブロードバンドの利用

件数が増加傾向にあるため、施設の整備や適切な管理運営に努める必要があります。 

 

 

（４）社会情勢から求められている都市像  

 

➀「国土交通省重点施策２０１６」の具体例の抽出 

国土交通省では、政府全体の施策方針を踏まえて、今後重点的に取り組むべき施策として「国土交通省

重点施策２０１６」を策定しており、その骨子のうち、都市計画に関する方針について、求められている

都市像として具体例を整理します。 

 

Ⅰー２.国民の安全・安心の確保 

（１）ハード・ソフトを一体となった防災・減災対策 

・ 住宅、建築物の耐震化の積極的推進 

・ 火山監視、評価体制の強化 

・ 土砂災害防止施設の重点的な整備 

・ 道路、下水道施設の防災・耐震対策 

・ 緊急輸送道路等における無電柱化 

（２）社会資本の老朽化対策 

・ 河川管理施設、砂防施設、下水道施設の老朽化対策 

・ 道路施設の維持管理・修繕・更新に必要な費用の安定的確保 

・ 国、道、市町村が一体となった浸水対策 

（３）日常生活における安全・安心の確保 

・ 通学路や自転車通行空間の安全対策 

Ⅱー１. 観光先進国の実現 

（１）地方創生の礎となる観光資源の魅力向上 

・ 多様な観光資源の磨き上げ 

・ 魅力ある公的施設、インフラの大胆な公開・解放 

・ 観光資源の保全・活用による魅力向上 

・ 広域観光周遊ルートの世界水準への改善 

（２）観光産業の国際競争力の強化 

・ 民泊サービスへの対応 

・ 多様なニーズに合わせた宿泊施設の提供 

・ インバウンド観光促進のための多様な魅力発信強化 

（３）すべての旅行者がストレスなく快適に観光できる環境の整備 

・ 高齢者や障がい者を含めた旅行者に向けたユニバーサルデザインの推進 

・ 高速交通網の活用による「地方創生回廊」の完備 

Ⅱー３. 地域の活性化等を通じた持続可能な社会経済の実現 

（１）コンパクトシティ・プラス・ネットワークの推進 

・ 立地適正化計画及び地域公共交通網形成計画の策定 

・ 駅周辺に福祉・子育て支援等の生活支援機能の誘導 

・ 鉄道沿線を軸とする都市機能の集約 

（２）地域ビジネス・雇用創出による活力ある地域の形成 

・ 観光資源となる空間形成のための無電柱化の推進 

・ 住宅、建築物おける木材利用の推進 

・ 空き店舗のリノベーション等の民間まちづくり活動支援 

・ 空き家・空き地バンクシステムの整備 

都市公園
NO 名称 位置 面積 (ha) 供用開始 指　　　定

21 新区画運動公園 字新区画 8.94 H5.5.12 H9.3.5（町告示第6号）

22 千代田公園 字拓進 5.37 H5.5.12 H9.3.5（町告示第6号）

23 新栄の丘展望公園 字美馬牛新栄 0.46 H5.5.12 H5.5.12（町告示第7号）

24 三愛の丘展望公園 字水沢 0.78 H5.5.12 H5.5.12（町告示第7号）

25 ふれあい運動公園 字原野3線 2.33 H5.5.12 H9.3.5（町告示第6号）

26 神社跡緑地 ⻄町1丁目 0.51 H11.4.1 H5.12.1（町告示第23号）

27 北⻄の丘展望公園 字大久保協生 4.58 H9.3.5 H9.3.5（町告示第6号）

28 美馬牛の森公園 字新星第1 10.67 H9.3.5 H9.3.5（町告示第6号）

29 やすらぎ広場 本町4丁目 0.29 H12.3.24 H12.3.24（町告示第4号）

30 聖台公園 字赤羽 5.6 H13.4.2 H13.4.2（町告示第4号）

10ヶ所 39.53計   
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（３）人口減少・超高齢化社会に対応した豊かな生活環境の創出 

・ 歩行空間の連続的・面的なユニバーサルデザイン化 

・ 通学路等の生活道路のバリアフリー化 

・ 子育て世帯、高齢者世帯支援施設の確保 

・ 老朽化した住宅団地の集約・再編 

 

➁「北の住まいるタウン」の基本的な考え方 

国土交通省は、平成 18年の都市計画法の改正を契機として、これまでコンパクトなまちづくりを推

進するための施策を展開し、北海道も国の方針を受けて、「コンパクトなまちづくりに向けた基本方針」

「次世代北方型居住空間モデル構想」の策定を経て、「『北の住まいるタウン』の基本的な考え方」を示

しています。 

この計画は、地域の課題などを踏まえながら目指す姿や取組の方針などを示すものとして、北海道に

おける市町村都市計画マスタープラン策定の上位計画に位置付けられるものであることから、求められ

ている都市像として具体例を整理します。 

１）コンパクトなまちづくりの取り組み 

a 市街地の無秩序な拡大抑制  

・ 都市計画制度等を適切に運用し、市街地の無秩序な拡大の抑制や、都市機能の適正な誘導を行うこ

とにより、都市経営が効率的でコンパクトな市街地を形成する。 

b 公共公益施設の集約 

・ 公共施設や生活利便施設等の都市機能の集約によるコンパクトなまちづくりに取り組むことによ

り、まちなかの利便性や活性化を進める。（公共公益施設の集約・機能更新・適正な配置、公営住

宅の集約化など） 

c まちなか居住の推進と地区毎の居住エリアの集約 

・ まちなか居住を推進することにより、まちなかの賑わいを再生する。 

・ 周辺地域に対しては、地域の特性を踏まえた対応を考慮しながら、地区毎の集約やまちなかへの住

み替え支援を行い、コンパクト化に向けてゆるやかに誘導する。 

d コミュニティ拠点の形成 

・ 公共公益施設の集約やまちなか居住、地区毎の居住エリアの集約に併せて、安全・安心や利便性を

高め、高齢者、障がい者、子どもなどが共に集う地域のコミュニティ拠点を形成することにより、

暮らしの担保やコミュニティ醸成、災害に強いコミュニティづくりを行う。 

e 空き地・空き家等のマネジメント 

・ 中心市街地等に残る空き地を憩い空間や公共施設用地として活用するほか、空き家・空きビル等を

活用・転用することにより、中心市街地の賑わいづくりを行う。 

f まちの魅力づくり 

・ 集約を目指す市街地や居住エリア、コミュニティ拠点では、生活の利便性や快適性の向上、にぎわ

いの創出、観光振興や移住促進に向けたまちの魅力づくりに取り組み、住み続けたい、住んでみた

いまちとして人を呼び込む。 

 

 

 

 

２）低炭素化・資源循環の取り組み 

a 低炭素化・資源循環に寄与するエネルギーの活用促進  

・ 道内の豊富に賦存する新エネルギー等を活用し、地域の実情に応じたエネルギーの地産地消に取り

組むことにより、地域産業の活性化や防災機能の強化を図るとともに、低炭素なまちづくりを進め

る。 

b 地域でのエネルギー共有 

・ 地域でのエネルギー共有を進め、エネルギー消費の効率化を行うことにより、光熱費低減による暮

らしやすさの向上や、低炭素なまちづくりを進める。 

c 低炭素化・資源循環に寄与する仕組みなどの取り組み 

・ 快適で無理のないエネルギー転換技術の導入や新エネルギーの利用、木質バイオマスなどの地域資

源の循環利用など、環境にやさしい持続可能なまちづくりを実現するための仕組みを導入すること

により、地域経済の循環や低炭素なまちづくりを進める。 

・ 新エネルギー等の活用においては、技術開発の進展を踏まえながら、水素等への転換・貯蔵による

公共交通等への利用やエネルギーの地域間のやりとりなど、中長期的な視点に立った活用を考慮す

る。 

３）生活を支える取り組み 

a 生活の営み確保  

・ 過疎化が進行した地域などでの生活機能低下に対して、地域の実情を踏まえ、買い物や通院・見守

り支援などや、高齢者、障がい者、子どもなどを含め、住民の健康づくりなど、安全・安心や生活

の利便性を維持向上させる。 

b 生活交通の確保 

・ 広域分散型の地域特性を踏まえ、地区毎の集約と、地区の拠点づくりを行い、拠点同士の公共交通

をはじめ、様々な交通ネットワークでつなぎ、生活交通を確保する。 
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（５）上位・関連計画等における都市計画に関連する施策方針の一覧  

① 第５次まちづくり総合計画 

総合計画の 

分野別施策 

 

計画名 

足腰の強い産業づくり ともに支え合うまちづくり まちを動かす人づくり 安全・安心なまちづくり みんなで歩むまちづくり 

産業振興 

移住定住 

市街地活性化 

地域福祉 

保健 

医療 

教育 

生涯学習 

芸術文化 

土地利用 

社会基盤整備 

防災 

住民協働 

日本で最も美しい村づくり 

景観形成 

第５次まちづくり総

合計画（H28～Ｈ37） 
（1.農業）   （16～20ｐ） 

・ 地域全体で将来にわたって良好な農地

保全が図られるよう促す 

・ 農村地域の環境整備を継続するととも

に、観光と連携した都市との交流を図る 

・ 花壇整備や水路・農道の草刈等、農村地

域の環境整備を行う 

・ 新しい農業の担い手となる新規就農者

を確保すべく積極的な受け入れ体制を

構築する 

（2.林業）   （22～23ｐ） 

・ 未立木地や農荒廃地、伐採跡地の造林推

進と森林資源の循環利用を促進する 

・ 公共施設の整備にあたっては、カラマツ

材などの製材を積極的に取り入れる 

（3.商工業）  （25～26ｐ） 

・ 地域資源を生かした魅力ある商品の研

究開発を促し、町内商工業者の持続的な

発展を目指す 

・ 本通、丸山通を中心とした市街地の活性

化を推進し、賑わいのあるまちづくりを

図る 

・ 町内業者の事業継続の意欲がより高ま

るよう様々な対策や事業継承が円滑に

進むように支援を強化 

・ 商工会と連携し、労働者の生活の安定と

誰もが仕事に意欲を持ち働けるよう労

働環境の充実に努める 

・ 新規創業や第二創業の支援を行うこと

で、町内の雇用創出等を促進 

・ 安定的な雇用機会を創出するとともに、

移住者に対する雇用機会の確保、拡大に

努める 

（4.観光業）  （28～37ｐ） 

・ 魅力ある観光地としての発信や誘客だ

けでなく、観光マナーの啓発や交通事故

防止対策にも取り組む 

・ 広域観光を振興し、外国人観光客の誘客

を促進する 

・ 国内外からの観光客のニーズに応じた

効率的なサインの整備を行う 

・ 観光マナーの啓発と観光スポットの保

全を行うとともに、アドバイザーの資質

向上を図る 

・ 国際化に対応できる観光地域づくりを

目指す 

（次頁へ続く） 

（1.地域福祉）（39～46ｐ） 

・ 住み慣れた地域で町民が

支え合いながら生活する

地域福祉ネットワークの

形成を行う 

・ 行政、町内会、関係機関

が連携し地域福祉の担い

手の育成に取り組む 

・ 質の高い保育の提供及び

保育環境の充実に努める 

・ 気軽に利用できる遊び場

の提供など、総合的な子

育て支援を行う 

・ 安心して子どもを産み育

てられる環境の充実を図

る 

・ 高齢者の移動支援、福祉

バスの有効活用など高齢

者の社会参加の促進等を

行う 

・ 住宅改修の支援や高齢者

福祉住宅の整備などを総

合的に展開する 

・ 公共施設のバリアフリー

化等、障がい者が安心し

て暮らせる地域づくりを

推進する 

・ 障がいがあっても自ら地

域で暮らしていけるよ

う、地域生活拠点の整備

を推進する 

（2.保健・医療） 

（48～51ｐ） 

・ 地域医療の確保や医療水

準の維持・向上を図る 

（1.学校教育） （57～62ｐ） 

・ 安全安心な学校生活を送

れるよう、適切な維持管理

と計画的な改修を行う 

・ 通学環境の確保とスクー

ルバス車両の計画的更新

を図る 

・ 児童生徒がのびのびと学

べる環境を保持するため、

日常的な安全管理に努め

る 

（3.生涯学習） （64～67ｐ） 

・ サークル活動や学習活動

の拠点となる場の整備と

適正な運営に努める 

・ 社会体育施設の有効利用

を促進し、町民が楽しめる

施設整備に努め、生涯スポ

ーツを推進する 

・ 芸術文化活動の拠点とな

る場の整備と適正な維持

管理に努め、町民のニーズ

と実情に応じて施設のさ

らなる充実を図る 

（1.都市計画）   （74～83ｐ） 

・ 福祉施策と調和して街路空間のバリアフリー化を進める 

・ 歩行時における休息の場や語らいの場となるポケットスペースの整備を図る 

・ 美瑛らしい開放的でうるおいのある街並み空間を形成・維持する 

・ 景観に配慮した街路整備、路上イベント等の街路空間のオープン化など、街歩きが楽しくなる

街路空間を創造する 

・ 木造化・内装木質化の推進、木質バイオマス燃料や地中熱熱源などの地域資源を有効活用した

住宅の整備を促進 

・ 住宅におけるユニバーサルデザインの普及促進、さらには自然環境と調和のとれた北方型住宅

の建設を促進する 

・ 町営住宅の整備と適正管理を継続して行う 

・ まちなか居住の推進や空き家を含めた住宅に関する情報提供に努める。また、老朽化した団地

の建替事業や活用可能な空き家について、住宅ストックとして再利用を図る 

・ 地域住民の安全確保を第一として、利便性が高く、安全・快適な道路・橋梁の整備と維持管理

に努める 

・ 道路の緑化、道路構造物の美装化をはじめとした環境美化や案内サインの整備など、うるおい

と安らぎある道路空間の創出に努める 

・ 農村地域の幹線農道及び地域間支線農道の整備を推進し、気象災害に強く、集出荷の円滑化や

機械の大型化に対応できる安全な交通体系の確立を図る 

・ 警告看板等の多言語化や自転車通行路のゾーニング化等を検討する 

・ 交差点付近のランブルストリップス化や側道の拡幅、駐車施設の整備など、安全対策及び渋滞

緩和策を進める 

・ 公園の機能のあり方や利用者のニーズを検証し、憩いやうるおいを提供できる公園の再整備に

努める 

・ 住民が安全安心して利用できるよう公園施設の老朽化対策を強化する 

・ 既存公園の特性や地域の個性を生かした施設配置によって、特色を持った公園の再整備に努め

る 

・ 町民の健康増進、保健福祉及び地域防災に寄与する公園整備に努める 

・ 冬期間の利便性と交通安全を優先し、快適な車道及び歩道空間の確保を図る 

（2.水道）   （84～85ｐ） 

・ 上水道施設の計画的な整備と維持管理に努める 

・ 下水道管渠や処理場設備の計画的かつ効率的な更新を行うとともに、浸水対策を図る 

・ 汚泥堆肥の生産を図り、利用拡大を推進するとともに、し尿汚泥との連携を図る 

（3.衛生）   （88～91ｐ） 

・ 町民の自主的な環境衛生美化活動の展開を推進、支援する 

・ 公害に対する監視、指導の強化を図り、適切な処理に努める 

・ 収集体制の多様化を検討しながら、分別収集の徹底と収集体制の充実を図る 

・ 多様化するリサイクルの仕組みに対応しながら、資源リサイクル運動を進める 

・ 農村地域を中心に合併処理浄化槽による水洗化を推進する 

・ し尿汚泥の更なる有効活用を進めるとともに、下水汚泥との連携について検討する 

（4.防災、消防・救急）   （93～96ｐ） 

・ 十勝岳避難施設、観測監視装置の充実をハード、ソフトの両面から推進する 

・ 情報通信ネットワークの高度化に向け、防災行政無線のデジタル化を継続的に推進する 

（次頁へ続く） 

（1.町民参加・協働） 

（104～110ｐ） 

・ 町民参加を促し、協働のまち

づくりを進める 

・ 町内の景観修景・環境美化活

動等の町民参加による美し

い村づくりを推進する 

・ 国内外へ美しい村としての

価値を発信し、交流人口の拡

大を図る 

・ 本町の美しく豊かな環境・景

観、育んできた歴史・文化・

産業などに対する理解を促

し、観光の付加価値を高める

取り組みを進める 

・ 地域資源の情報や学習の場

を提供するジオ拠点施設の

整備に努める 

・ 多様な情報手段を活用して、

地域資源とその魅力を広く

発信する 

・ 自然環境の保全、農村計画の

基盤となる農業の営みを支

えるとともに、景観づくりの

担い手である町民の活動を

支援し、美しい景観の保全に

努める 

・ 良好な景観の形成に資する

景観資源を景観重要建造物

や景観重要樹木として指定

し、魅力ある景観の発信や保

存に努める 

・ 本町の地域資源を活用した

産業振興を図ることで、新た

な雇用の創出や交流人口の

拡大を目指す 

（2.情報化）     （112ｐ） 

・ 町内全域への情報通信基盤

の整備を進めるとともに、

（中略）主要なポイントに公

衆無線 LAN を設置するなど、

情報通信環境の整備を進め

る 

・ 多様な手段での情報発信が

可能となるよう、様々な情報

発信技術の検討・検証を進め

る 



                                                                                              現況の整理 

9 

 

 

総合計画の 

分野別施策 

 

計画名 

足腰の強い産業づくり ともに支え合うまちづくり まちを動かす人づくり 安全・安心なまちづくり みんなで歩むまちづくり 

産業振興 

移住定住 

市街地活性化 

地域福祉 

保健 

医療 

教育 

生涯学習 

芸術文化 

土地利用 

社会基盤整備 

防災 

住民協働 

日本で最も美しい村づくり 

景観形成 

第５次まちづくり総

合計画（H28～Ｈ37） 
・ ファームイン・ファームレストラン開設

の支援を行う 

・ サイクルツーリズムを推進し、観光資源

として有効に活用するため、ルートの設

定や見直しを適宜行う 

・ 官民の連携を推進する新たな組織体制

の構築を図る 

・ ＷＥＢやＳＮＳ等多様なメディアを活

用して、国内外に向け各イベントの情報

を発信する 

・ 移住、二地域居住の在り方を検証し、そ

れぞれのニーズにあった体制づくりを

進める 

・ 空き家・空き地情報の集約を行い、移

住・定住を希望する人への情報発信を進

める 

・ 定住希望者への受け入れ態勢の充実を

図る 

・ 分散される白金観光を解消し、町内全体

への情報発信基地としての体制整備に

努める 

 

  ・ 河川護岸の修復、整備のほか、河道の掘削等により河川の流下断面積を大きくすることにより、

河道の流化能力の向上を図る 

・ 総合的な治水対策を関係機関等と連携して推進する 

・ 地域における土砂流出の状況を的確に把握し、北海道とともに予防治山工事などの各種治山事

業を計画的に進める 

（5.交通）   （98～100ｐ） 

・ 路線バス運行の確保・充実を図る 

・ 列車ダイヤの確保・充実とあわせ、道路交通との連携を図る 

・ 交通サービスのより一層の充実を図り、交通弱者の支援対策に努める 

・ 都市間道路交通網の整備を促進する 

・ 道路の整備改良、路肩の拡幅、歩道のバリアフリー化、案内標識の適正配置など、道路交通環

境の整備に努める 

・ 外国人に対する国内の交通ルールの普及と啓発を継続し、交通マナー向上と事故防止を図る 

（6.防犯）   （101ｐ） 

・ 犯罪のない安全なまちづくりを実現するため、発生実態に即した抑止対策の実施を図る 

（7.新エネルギー）   （102ｐ） 

・ 木質バイオマス、地中熱、水力、太陽光発電等、地域特性と地域資源を活用した再生可能エネ

ルギーの生成に取り組む 

・ 公共施設における再生可能エネルギーの活用を進め、地域資源の有効活用と環境保全型低炭素

社会に対応した取り組みを進める 

・ 太陽光発電など、家庭における再生可能エネルギー活用を支援する 

 

 

 

② その他個別関連計画  

美瑛町地域防災計画（H26） 美瑛町地域強靭化計画（H30～H34） 美瑛町景観計画（H26） 

・ 建物の安全性向上や火災に強いまちづくりを目指した安全で快適な住環境の創出 

・ 都市計画道路や幹線的な道路・橋梁の整備・改良により道路網の充実を図ると共に、

安全性・利便性・快適性を備えた生活道路の整備を推進する 

・ 市街地や市街地周辺に公園・緑地等のオープンスペースを確保し防災空間としての

利用推進 

・ 下水道施設の耐震化やバックアップ化復旧体制の強化などの防災対策を推進する 

・ 適正な避難所の確保と設備の整備 

・ 安全で快適な住環境の創出に向け、狭小道路の解消、生活道路の整備など市街地整

備を推進する 

 

・ 建築物の耐震化目標の達成に向けた改修に対する支援制度の充実 

・ 市街地における緊急輸送道路や避難路について沿道建築物や無電柱化を含め計画的な

整備を推進する 

・ 避難場所として活用される都市公園についての施設整備 

・ 下水道ＢＣＰに基づき、施設の耐震化・長寿命化等の老朽化対策を行う 

・ 大規模倒壊や火災に伴う被害への施策として、公共施設や民間の大規模建築物に対する

耐震化を促進する 

・ 土砂災害の恐れのある箇所について、砂防施設や急傾斜地崩壊防止施設の整備を推進す

る 

・ 河川改修やダム、排水施設等について、浸水被害等を勘案した治水対策を行う 

・ 景観計画区域を定め、自然環境を守る区域としての「山岳景観区域」、人の営

みによって生まれる景観を育てる区域としての「丘のまち景観区域」に区分し、

景観特性や景観形成の目標に応じた方針により、魅力的・個性的な景観形成を

目指す 

・ 「丘のまち景観区域」においては、「本通景観育成区域」、「丸山通・西大通景

観育成区域」、「国道 237 号沿道区域」、「道道 966 号沿道区域」を景観育成区域

として設定し、景観形成を推進する 

 

美瑛町住生活基本計画（H27～H36） 美瑛町公共施設等総合管理計画（H28～H37） 美瑛町空家等対策計画（H29～H33） 美瑛町観光マスタープラン 2020（H30～H39） 

・ 環境負荷の少ない住宅づくりや地域資源を有効活用した地域

内循環システムの構築による、低炭素社会に向けた住宅の整

備促進 

・ 空き家・空き地活用の推進と危険な空き家の撤去の推進 

・ まちなか居住の推進と定住住宅地の確保 

 

・ 公共施設の全体面積を人口減少や人口構造の変化を見据え縮

減に取り組む 

・ 定期的な点検や修繕による予防保全に努めるとともに、トー

タルコストを十分検討した中で計画的な機能改善による施設

の長寿命化を図る 

 

・ 空家等の所有者に対する情報発信及び適正管理に向けた意識

啓発を進める 

・ 移住・定住促進に向けた、空き家を活用した移住定住促進住

宅の提供や第三者利用による居住環境の向上を進める 

・ 安全な居住環境維持に向けた危険な空き家の除去を促進する 

 

・ ４つの方針「地域資源の多様性拡大と持続性の担保」、「観光

の成長マネジメントと質の向上」、「くらしと観光の融合によ

るまちづくり」、「美瑛版 DMO の確立」により計画を推進する 

・ 方針を支える戦略「農業景観の保全と活用」、「観光エリアの

再設計」、「くらしに貢献する観光の実現」により様々なプロ

ジェクトに取り組む 

 

（28～32ｐ） （37～40ｐ） （16～19ｐ） 

（66～82ｐ） （8ｐ） （39ｐ） （30～31ｐ） 
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１次計画の検証  

（１）地域別施策の達成状況 

・第１次計画（P.107～108）に記載された 60 施策の達成状況について検証する。 

１次計画 地域別施策の内容 計画期間内の実施状況 

区分 基本方針 施策の種別 施策内容・事業名 実施時期 特記事項 状況 

市街地域 適正な土地利用

規制 

住民ニーズに即した適正

な土地利用規制の適用 

 

用途地域の見直し － 市街地化は現用途区域内で進んだため、大規模な用途の見直しは行なわず、現用途地域による土地利用を推進

した。 

未実施 

美瑛町宅地開発要綱 継続 H3 に制定された要綱に基づき、景観条例等と連携しながら、宅地開発に伴う無秩序な市街化を防止し、良好

な生活環境の確保に努めている。 

継続中 

国道・幹線街路沿線の緩和 用途地域の見直し － 国道等の幹線街路沿線の用途地域の見直しは行わず、現用途地域による土地利用を推進した。 未実施 

良好な住環境づ

くり 

利便性の向上 

（小規模店舗、事務所等） 

 

用途地域の見直し H29 町民プールの建設にあたり、利用者の利便性向上のため、建設地の用途指定を見直した。 完了 

文化体育施設・福祉施設・公園緑地等

の適正配置 

適宜 スポーツセンター、保健センター、鉄西公園等、ニーズに合わせた様々な公共施設の整備を行い、適正配置に

努めている。 

継続中 

災害に強い安全な住環境

づくり 

 

建築規制の継続 継続 準防火地域による建築規制を継続し、火災の未然防止を図っている。 継続中 

美瑛町地域防災計画の見直し 継続 地域防災計画の見直しを適宜行ったほか、主に美沢地区を中心に避難路を整備している。 継続中 

個性的な都市景観の保全 

 

まちづくり総合支援事業 H11～14 本通土地区画整理事業とあわせて、ゲートコーナーやポケットスペース等の街歩きを促進するための施設を整

備した。 

完了 

地区計画、建築協定等に基づく規制の

継続 

継続 「本通地区建築協定」に加えて、景観計画を策定（H27）し、統一した景観形成を推進しているほか、地区計

画による土地利用を進めている。 

継続中 

ゴミステーション施設整備事業 継続 地域団体がゴミステーションの整備を行う場合にその費用の一部を助成し、収集の効率化及び環境衛生の向上

に努めている。 

継続中 

計画的な質の高い住宅地

の造成 

 

鉄西土地区画整理事業 H3～H13 幹線道路を始め、交通広場や公園整備を行い、質の高い市街地の造成を図り、良好な市街地が形成された。 完了 

東町・原野二線・四線地区宅地造成 － 既成市街地内で市街化が進んだため、原野地区での宅地造成には至らなかった。憩町やみどり地区等の丘陵地

域の一部では、農村景観を求めた移住者により、住居が点在する形となった。 

未実施 

地区計画の推進 継続 「鉄西地区地区整備計画」により質の高い市街地の形成に努めているほか、西大通沿線の土地利用が進んでい

ないことから、H26 年度に計画の一部変更を行っている。 

継続中 

活気あふれる中

心市街地づくり 

中心商業地の活性化 

 

商工業指導事業 継続 商工会に対する運営経費の一部補助により、町内商工業者への経営指導や経営補助業務の強化が図られ、経営

改善や経営安定に繋がっている。 

継続中 

商店街再編整備事業 継続 本通土地区画整理事業の施工区域等を対象とした補助事業により、美瑛軟石の使用及び突き出し看板の設置等

が図られ、統一的な街並みを創出している。 

継続中 

本通土地区画整理事業 H1～13 本通を始め、幹線道路、区画道路や駅前広場等を整備し、統一的な街並みを創出した。 完了 

丸山商店街活性化事業 H25～30 区画整理事業による実施を検討したが、道路敷地内での事業として、無電柱化や歩行空間の整備を実施し、交

流人口の増加による商店街の活性化を推進した。 

完了 

宿泊施設、商業施設の誘致 宿泊施設及び商業施設の誘致活動の推

進 

適宜 鉄西地区を中心に宿泊施設や飲食店が多く開業する等、良好な土地利用が図られているほか、本通地区や丸山

通地区周辺においても、新規開業が見られている。 

継続中 

ＪＲ駅周辺地区の整備 

 

駅前交通広場の整備 H12～13 本通土地区画整理事業により、美瑛駅前広場の整備を実施し、多くの町民や観光客の利便性が向上された。 完了 

西口交通広場の整備 H12～13 鉄西土地区画整理事業により、美瑛駅西口交通広場の整備を実施し、多くの町民や観光客の利便性が向上され

た。 

完了 

公共駐車場の整備 H16 美瑛駅横に本通地区商店街等の利用者の利便性を向上させるため、駐車場を整備した。 完了 

バリアフリーを含む周辺歩道等の整備 適宜 本通地区並びに丸山通地区及び公共施設周辺の歩道について、拡幅やセミフラット化等の整備を行っている。 継続中 

横断歩道橋の整備 H14 鉄西土地区画整理事業により、本町地区と北町地区を結ぶ「丘のまちフリーロード」を整備したほか、美瑛駅

西口交通広場の整備を実施するなど、多くの町民や観光客の利便性が向上された。 

完了 

別紙３ 
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１次計画 地域別施策の内容 計画期間内の実施状況 

区分 基本方針 施策の種別 施策内容・事業名 実施時期 特記事項 状況 

市街地域 地場産業を支え

る工業地づくり 

既存工業地の充実 

 

企業振興促進補助 継続 町内における事業場の新設又は増設する者に対しての助成措置を実施したことにより、本町産業の振興と雇用

の拡大が図られている。 

継続中 

既存工業地のインフラ整備（道路・上

下水道）の推進 

H16～23 扇町地区を中心に、町道及び上下水道の整備を実施した。 完了 

工業地域の指定と造成 用途地域の見直し － 原野五線地区については、美瑛町森林組合等により工業地域として利用されているが、原野二線地区の見直し

を行わなかったことから、新たに用途地域として指定しなかった。 

未実施 

充実した都市施

設の整備 

 

都市計画道路や町道の計

画的整備 

 

都市計画道路を中心とした市街地幹線

道路網の計画的整備と歩道等のバリア

フリー・ロードヒーティングを含めた

道路整備の推進 

適宜 市街地幹線道路については、旭東通の事業認可決定をＨ13 年 5 月に受けるなど、適正な配置に努めた。また、

環状通の一部幅員変更、丸山通の一部幅員変更等の見直しを行ったほか、丸山通等の都市計画道路の整備を実

施した。 

継続中 

市街地内外の幹線道路網を確保するた

め、環状通の立体交差事業の推進 

H12～18 道道天人峡美瑛線のうち、西町地区と花園地区を結ぶ「花園アンダーパス」を整備し、町民の利便性が大幅に

向上された。 

完了 

花園地区・扇町地区の重点整備 H15～23 花園地区、扇町地区について、街区道路及び下水道等の整備を実施し、生活環境が大幅に改善された。 完了 

計画的な公園整備と市街

地の緑化 

公園緑地の整備・街区公園のリニュー

アル 

継続 公園施設の利用実態を確認し、施設の長寿命化を含めた公園のリニューアルを実施している。 継続中 

北町街区公園造成 H12 北町地区の街区公園として、鉄西土地区画整理事業とあわせて整備した。 完了 

３・３・１鉄西公園整備 H13～14 町内唯一の近隣公園として、鉄西土地区画整理事業とあわせて整備した。 完了 

街路樹の整備 適宜 鉄西地区の街路や旭東通において街路樹を整備したほか、「街路樹等景観整備計画」を策定し、適正な管理にあ

たっている。 

継続中 

公共下水道の計画的整備 

 

供用区域の拡充事業 適宜 計画的・効率的な施設の更新及び維持管理を行い、雨水及び汚水それぞれの供用区域を拡充している。 継続中 

花園地区・扇町地区の重点整備 H15～23 花園地区、扇町地区について、街区道路及び下水道等の整備を実施し、生活環境の大幅に改善された。 完了 

公共施設の計画的整備 

 

公営住宅整備 適宜 中町団地、大町団地、大町第２団地、旭町団地、北町団地等、老朽化した団地の建て替え等、公営住宅の整備

に努めている。 

継続中 

流雪溝整備事業（区画整理区域外分） H1～13 本通土地区画整理事業区域外の流雪溝付帯設備を整備し、適正な施設運営に努めた。 完了 

文化・体育施設の建設 適宜 スポーツセンター、丘のまち郷土学館「美宙」、丘のまちわいわいプール等、ニーズに合わせた多数の公共施設

の整備や適正配置に努めた。 

完了 

保健福祉センターの建設 H15 町民一人ひとりが健康の保持及び増進を推進するための拠点として整備した。 完了 

その他 

 

観光事業の推進 継続 道の駅「丘のくらびえい」等の拠点施設を整備し、郊外を中心とした周遊型観光のルートに市街地を加えるな

ど、様々な取り組みを積極的に推進している。 

継続中 

人材育成関連事業 継続 担い手や地域づくり人材の育成等、生涯学習分野と連携した取り組みを進めている。 継続中 
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１次計画 地域別施策の内容 計画期間内の実施状況 

区分 基本方針 施策 実施時期 特記事項 状況 

丘陵地域 農村景観づくり 適正な土地利用 美瑛町土地利用全体基本構想 継続 農業振興地域整備計画や景観計画等の関連計画に基づき、基幹産業である農業にかかる様々な事業を展開し、

良好な農村環境を保全できるよう適正な土地利用に努めている。 

継続中 

「丘のまちびえい」の景観

を守る 

 

美瑛町自然環境保全条例 継続 景観条例にあわせて数次の改正を行いながら、無秩序な開発を防止と自然環境の保全と育成の取り組みを進め

ている。 

継続中 

美瑛町景観条例 継続 平成元年に制定した以降、H15 及び H27 に全面改正を行い、美瑛町の地域資源である景観を守り育てる取り組み

を進めている。 

継続中 

美瑛町宅地開発要綱 継続 H3 に制定された要綱に基づき、景観条例等と連携しながら、宅地開発に伴う無秩序な市街化を防止し、良好な

生活環境の確保に努めている。 

継続中 

景観ガイドプラン 継続 景観法の制定に伴って H27 に「美瑛町景観計画」を策定し、丘のまちびえいの景観を守り、育て、活かし、魅

力ある美瑛町を創造するための取り組みを進めている。 

継続中 

美瑛町サイン整備計画 継続 丘陵地域の案内標識について、サイン整備計画に基づき、観光ルートの各所に配置したほか、新たに集合看板

等の整備も進めるなど、周辺景観に負荷の少ない施設整備に努めている。 

継続中 

充実した生活環

境の整備 

充実した生活環境整備 

  

生活道路網の整備 継続 郊外の幹線道路や支線道路の整備を推進し、主要施設等へのアクセスを円滑にするなど、産業基盤となる道路

網の整備を推進している。 

継続中 

地域環境整備の推進 継続 聖台公園及び水沢ダム公園等について、美瑛らしい豊かな自然を感じられる農村公園として整備するなど、地

域の様々なニーズに応えられる環境を創出している。 

継続中 

水道施設の整備 継続 置杵牛地区や旭地区に新たに水道施設を整備するなど、地域と協議を行いながら、上水道施設の拡充を推進し

ている。 

継続中 

地場産業の振興、

観光の充実 

農業等の地場産業の振興 

 

産業道路網の整備 継続 農業生産基盤となる幹線道路や地域間支線農道の整備を推進し、農業振興と農村環境の改善に努めている。 継続中 

農業生産基盤整備 継続 畑地帯総合整備事業等の農業基盤整備事業を実施し、基幹産業である農業の振興に努めている。 継続中 

農業担い手対策の推進 継続 美瑛町農業担い手研修センター「美進」を整備するなど、新規参入者が農業に入りやすい環境・支援対策を行

い、美瑛町農業振興機構による新規就農研修者の確保と育成、後継者支援等を実施している。 

継続中 

観光の充実 

 

観光事業の推進 継続 旧校舎等の公共ストックを活用した観光拠点施設を整備したほか、観光協会等と連携し、案内サインの設置や

周遊ルートの整備等を進めている。 

継続中 

観光アクセス道路の整備 継続 点在する景観スポットとそれらを結ぶ道路網については、周辺景観との調和を図るため、電線類の地中化や電

柱等の景観色化を実施している。 

継続中 

地域観光拠点整備 適宜 民間による観光施設の整備を支援したほか、「北瑛小麦の丘体験交流施設」や「西美体験交流館」など、閉校し

た校舎を活用し、拠点施設を整備した。 

完了 

山岳地域 十勝岳連峰の 

保全 

豊かな自然環境の保全 自然環境の育成・確保 継続 環境省と連携し、山岳会・愛護少年団の協力を得ながら登山道の整備を進めたほか、遊歩道の安全点検や環境

整備を進めている。 

継続中 

白金地区の観光

資源の有効活用 

自然と調和した環境整備 

 

白金ダム・ビルケの森周辺等 

整備事業 

適宜 「ビルケの森パークゴルフ場」や「青い池」を整備したほか、白金エリアの観光資源の魅力をさらに発信する

拠点として、道の駅びえい「白金ビルケ」を整備した。 

完了 

森とふれあう道づくり事業 完了 美瑛市街地と白金エリアを結ぶ道道十勝岳温泉美瑛線について、北海道等との連携により遊歩道整備や電柱類

のセットバック等を実施し、周辺環境と調和した道路整備を進めた。 

完了 

十勝岳連峰の 

保全 

景観に配慮した砂防施設

の設置 

十勝岳火山砂防事業 継続 十勝岳噴火災害に備えた流路工等の火山砂防施設の整備を実施する中で、砂防施設の整備によって生まれた「青

い池」の活用を推進したほか、十勝岳望岳台防災シェルターを整備するなど、利用者等の安全な環境の整備を

進めている。 

継続中 

 

完了 21 施策 
計 

60 施策 

実施率 

93.3％ 
継続中 35 施策 

未実施 4 施策 

※実施率＝（完了＋継続中）÷全数   
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（２）地域別方針の検証 

・第１次計画（P.89～105）に記載された 50 方針の実施状況と今後の展開について検証する。 

区分 基本方針 施策 実施状況 今後の展開 

市街地域 適正な土地利用

規制 

用途地域の見直し 市街化は現用途区域内で進み、新たな用途指定は未実施 市街地域を拡げず、現在の用途地域に課題がある地域の用途見直しを検討 

H17 年度の用途面積の調整のほか、軽微な用途変更を実施 特定用途制限区域の指定の検討 

良好な住環境づ

くり 

利便性の高い良好な住環境づ

くり 

 

鉄西土地区画整理事業による質の高い市街地の形成 整備された都市基盤の適切な管理を進める 

景観計画策定による美瑛町らしい景観づくりの推進 官民学連携による美瑛町らしい市街地景観の形成を進める 

地区計画策定による土地利用誘導 地区計画に基づき鉄西地区の遊休地の活用を図る 

本通や丸山通、中央通等の幹線街路沿線への公共施設等の建設 幹線街路沿線への利便施設の誘導 

安全な住環境づくり 避難施設等の適宜見直しと美沢地区を中心とした避難路の整備 避難施設等の適宜見直し、避難道路の整備推進 

緊急輸送道路の無電柱化等の実施 

活気あふれる中

心市街地づくり 

びえいの顔づくり 中核施設の整備による中心市街地の賑わいづくりの推進 

観光交流施設の機能拡充による市街地への交流人口増加 

商店街の事業継承者の育成 

空き店舗活用等、中小企業者等の活性化及び経営力強化に対する補助制度の拡充 

商店街に必要となる都市基盤について利用者のニーズにあわせた整備の実施 

本通地区における土地区画整理事業等による魅力ある商店街と良好な街並み空間の形成 整備された都市基盤の適切な管理と利便性向上に向けた取り組み 

丸山通地区における都市再生整備計画事業等を活用した良好な街並み空間の整備 整備された都市基盤の適切な管理と利便性向上に向けた取り組み 

鉄西地区における土地区画整理事業等による北区行政区域の人口増加や土地の有効活用 国道２３７号線及び鉄西通り線沿道への利便施設（宿泊施設や商業施設等）の誘導 

駅前交通広場、西口交通広場の整備による町民や観光客の利便性向上を図った 整備された都市基盤の適切な管理と利便性向上に向けた取り組み 

「美瑛物産公社」の設立による特産品の研究・開発などの推進 町内業者の積極的な連携による地場産品の振興 

地場産業を支え

る工業地づくり 

工業の振興 工業地域のうち扇町地区について、町道整備にあわせて下水道等の都市基盤整備を実施 国道２３７号線沿道や扇町の一部における施設誘導や都市基盤整備の検討 

大町・北町３丁目、大久保地区の工業地域における都市計画道路の整備にあわせた下水

道等の整備拡充 

原野二線地区の用途見直し等は未実施 原野二線地区の用途指定（工業）は、農業振興の観点からも用途廃止等を検討 

充実した都市施

設の整備 

 

都市計画道路や町道の計画的

な整備 

都市計画道路については、一部幅員変更等を行い、適正な配置と整備に努めた 都市計画道路の未整備区間についての見直しの検討 

旭町地区、大町地区等の未改良路線の整備推進 

主要施設等を結ぶ幹線道路網の老朽更新や路肩拡幅等の整備検討 

公共施設を結ぶ市街地の幹線道路を中心とした歩道改修 公共施設を連絡する幹線道路や通学路等の歩道のバリアフリー化推進 

歩行者の街歩きを促進するための休憩施設等を整備 歩行者交通量の多い個所へのポケットスペースや緑地空間の積極的な配置 

町道北町本町線「丘のまちフリーロード」の整備による移動円滑化 

環状通（道道天人峡美瑛線）花園アンダーパスの整備による交通混雑の大幅な緩和 

整備された都市基盤の適切な管理 

公園緑地の計画的な整備と市

街地の緑化 

公園施設の利用実態やニーズを踏まえたリニューアルの実施 公園利用者の利便性向上・ニーズに即した環境整備 

公園施設長寿命化計画に基づく適正な施設管理 公園施設長寿命化計画に基づく適正な施設管理 

全ての都市計画公園に一次避難所ピクトグラムサインを設置 避難所の適正配置、屋外の一時避難施設の機能検討 

「鉄西公園」を町内唯一の近隣公園として整備 公園施設長寿命化計画に基づく適正な施設管理 

街路樹等景観整備計画の策定による公共施設の緑化の適正管理 街路及び公共施設内の積極的な緑化整備 

公共下水道の計画的な整備 花園地区、扇町地区における街区道路及び下水道等の整備 

下水道整備による快適な生活環境の形成 

公共下水道の計画的・効率的な施設の更新、管渠整備及び維持管理 

し尿処理施設延命化、合併処理浄化槽設置の推進 

 



                                                                                            １次計画の検証 

5 

 

 

区分 基本方針 施策 実施状況 今後の展開 

市街地域 充実した都市施

設の整備 

公共施設の計画的な整備 保健センター等の整備による保健サービスの推進 保健センター等施設の利用促進、高齢者への支援体制の強化 

事業再生プログラムに基づく公営住宅等団地建替等の実施 需要にマッチした町営住宅の提供 

リサイクル施設整備による資源ごみ回収品目の拡充と体制の充実 ごみ処理施設の適切な改修等、次期最終処分場の計画的な整備 

高齢者や障がい者に配慮した公共施設の配置及びバリアフリー化や屋外の移動円滑化経

路の確保 

公共施設のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化の推進 

様々な高齢者や障がい者のニーズに対応できる住環境及び施設等の整備検討 

多様化する子育てニーズに対応できる保育等の支援体制及び施設の検討 

丘陵地域 

 

農村景観づくり 

 

適正な土地利用 農村地域の特色を活かした多面的な土地利用の推進 優良農地の確保と総合的な農業の振興及び農村環境の整備 

未来につなぐ森づくり推進事業等の活用による森林の計画的な整備及び機能保全の推進 森林整備関連計画に沿った適切な森林管理 

景観条例で定める行為の実施について届出制度の設定 景観との調和に配慮した土地利用、農業施設整備の検討 

関係法令による森林の無許可開発行為の防止と無秩序な開発の抑制 農地及び林地の開発行為に係る関連法と景観条例等との連携による乱開発の防止や自

然景観の保全等 

景観条例等の制定による乱開発の抑制 景観条例に基づく周辺環境に配慮した土地利用誘導を推進 

「丘のまちびえい」の景観を

守る 

景観計画等による自然環境の保全と、各地域の特徴に応じた景観形成の推進 景観づくりの推進と、屋外広告物の設置にかかる条例の検討 

景観審議会による積極的な取り組みや重要景観建造物・樹木の指定 町民主体の景観まちづくりの推進 

充実した生活環

境の整備 

充実した生活環境整備 幹線道路等の整備による主要施設等への移動円滑化及び農業生産基盤道路網の確立 老朽更新や路肩拡幅等の二次改築等の実施検討 

旭地区を経由したアクセス路の整備による物流や観光客の動線確保 国道２３７号線の拡幅等、渋滞緩和の手法の検討 

下宇莫別地区農工団地における一部農振地域への誘導等の計画的な土地利用の促進 下宇莫別地区農工団地への企業誘導と農地利用の見込まれる区域の農工団地除外検討 

美馬牛南市街地の町道整備及び美馬牛駅前広場整備による生活環境の改善と利便性向上 美馬牛市街地における都市基盤施設の整備検討 

美瑛らしい豊かな自然を感じられる農村公園の整備や、様々なニーズに応えられる環境の

創出 

農村公園の適正管理と利用者ニーズに即した施設の在り方の検討 

点在する景観スポットとそれらを結ぶ道路網における電線類の地中化等の実施 関係者の相互理解・合意形成による景観スポットや観光ルートの整備推進 

地場産業の振興 

観光の充実 

 農産物直売施設や加工交流施設の整備による生産者と消費者の交流と地元農産物の町内

外への魅力発信 

地元農産物の販売による町民の生きがい創出及び加工商品開発の推進 

主要観光施設アクセスルートや案内サイン等の整備による交通ネットワーク化の推進 観光マスタープランに沿ったルールの普及等、地域生活環境に負荷を与えない方策の

検討 

山岳地域 十勝岳連峰の保

全 

 町有林の整備や保全 

公共施設における地域材利用の推進や、木質バイオマスボイラーの導入による木材の有効

活用と地材地消の促進 

森林の多面的機能の維持・増進と森林環境の保全 

森林資源の有効活用による地産地消の促進と持続可能な循環型社会の形成 

白金地区の観光

資源の有効活用 

 十勝岳望岳台防災シェルター整備による登山客や観光客の安全環境の形成 

青い池における駐車場や散策路等の整備 

白金温泉街と青い池を含めたエリア全体の活性化策の検討 

遊歩道やケビン等の管理を行い、安全に利用できる環境整備を実施 環境省と連携した遊歩道等の整備やサイクリング拠点の整備による周遊観光の促進 

白金エリアの情報発信拠点となる「道の駅白金ビルケ」の開設及び青い池につながる観光

道路の整備 

道道渋滞緩和に向けた道路施設等の整備やエリアの魅力発信による観光客の滞在時間

延長や町内宿泊等の促進 

十勝岳噴火を想

定した防災対策 

 集客の多い観光スポットの有人化、Wi-Fi 環境の整備、十勝岳望岳台防災シェルターの整

備により、登山客や観光客の安全環境を整備 

国外からの観光客に対応した Wi-Fi による防災情報等の発信や避難情報の広報検討 

国交省を連携した美瑛川砂防施設の整備 砂防事業の継続及び整備された施設保全と活用検討 

【その他、地域区分によらない今後の展開】 

・移動系防災行政無線のデジタル化等、情報通信基盤を活用した新たな町民サービスの検討、新エネルギーの活用検討、公共交通機関の利用促進に向けた取り組み、道路照明のＬＥＤ化、河川改修等治水対策の実施、上水道の拡充整備 
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3232

22

3333

33

3434

44

3535

55

3636
66

3737

77

3838

88

3939

99

4040

1010

4141

1111

4242

1212

4343

1313

4444
1515

4545

1616

4646

1717 4747

1818

4848

1919

4949

2020

5050

2121

5151

2222

5252

2323

5353
2424

5454
2525

5555

2626

2727

2828

2929
3030 3131

1414

区分 事業名 実施時期 図面番号
街路 国道２３７号線（大北通）歩道整備事業 H13～H15 1

一般道道天人峡美瑛線（本通）整備事業 H11～H17 2

一般道道天人峡美瑛線（本通）アンダーパス整備事業 H12～H16 3
東町３丁目線（東町通）道路整備事業 H11～H12 4
大町北町線（花園北町通）道路整備事業 H11～H13 5
中央通り線（中央通）歩道改修事業 H11～H16 6
旭東通り線（旭東通）道路整備事業 H13～H15 7
丸山通り線（丸山通）道路整備事業 H24～H30 8

道路 北町本町線「丘のまち フリーロード」整備事業 H12～H14 9

丸山本町線道路整備事業 H17～18 10
西町中町4丁目線歩道改修事業 H19、H22 11

南町幸町2丁目線歩道改修事業 H20 12
幸町中町1号線歩道改修事業 H21 13

栄町中町３丁目線歩道改修事業 H21 14
南町幸町3丁目線歩道改修事業 H21～23 15

地区整備 本通土地区画整理事業 H1～H14 16

鉄西土地区画整理事業 H3～H15 17
花園地区の重点整備（町道、上下水道等） H15～H27 18

扇町地区の重点整備（町道、上下水道等） H16～H23 19

駐車場 本通地区駅前駐車場整備事業 H16 20
国道２３７号線駐車場整備事業 H13～H15 21

公園 北町公園整備事業 H12 22
鉄西公園整備事業 H13～H14 23
中町公園改修事業 H22～H23 24
なかよし公園改修事業 H23～H25 25

ことぶき公園改修事業 H24～H28 26

丸山公園改修事業 H23～ 27
憩ヶ森公園改修事業 H24～ 28

広場 美瑛駅前交通広場整備事業 H12～H14 29
美瑛駅西口交通広場整備事業 H13 30
道の駅エントランス広場整備事業 H16 31

丸山通りポケットスペース整備事業 H27 32
本通りポケットスペース整備事業 H28 33

公営住宅 公営住宅 南町団地建設事業 H8～H12 34
公営住宅 中町団地建設事業 H10～H17 35

公営住宅 大町団地建設事業 H13～H14 36

公営住宅 大町第２団地建設事業 H18～H19 37
公営住宅 旭町団地建設事業 H20～H26 38
公営住宅 北町団地建設事業 H26～ 39

福祉施設 生きがい活動支援通所施設「いきいきセンター」建設事業 H13 40
保健センター建設事業 H15 41
高齢者福祉住宅建設事業（南町） H19 42

高齢者福祉住宅建設事業（西町） H23 43

教育施設 美瑛東小学校改修事業 H25 44
美瑛中学校改修事業 H26 45

美瑛小学校改修事業 H27～H29 46
交流施設 地域資源活用総合交流施設「ふれあい館ラヴニール」建設事業 H16 47

物産販売施設「丘のくら」建設事業 H17 48

産業交流センター「ふるさと市場」建設事業 H20 49
丘のまち交流館「bi.yell（ビエール）」建設事業 H27 50

文化施設 丸山スポーツセンター建設事業 H17 51
町民センター大規模改修事業 H20～H21 52

図書館整備事業 H24 53

地域資源活用交流施設「丘のまち郷土学館 美宙」建設事業 H27 54
町民プール「丘のまち わいわいプール」建設事業 H29～H31 55

第１次美瑛都市計画マスタープラン　主要事業一覧図（市街地）
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アンケート調査結果 （回収率５２％：５２２票） 

・満足度の判定（問１）については、「１.満足していない」「２.さほど満足していない」の２項目をもって

“満足していない”に区分し、「４.やや満足」「５.満足」の２項目をもって“満足している”に区分する。 

・重要度の判定（問２～問 12）については、「４.やや重要である」「５.重要である」の２項目をもって“重

要である”に区分した上で、各度合を検証した。“重要である”を選択した割合が６割(55%～64％)を「重

要度は高い」とし、７割(65%～74％)の場合は「特に重要度は高い」とし、８割以上(75%～)の場合は「極

めて重要度は高い」と仮定した。 

 

問１ 美瑛町の都市計画で検討すべき次の各項目に関して、どのように評価しますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※凡例：１（満足していない）、２（さほど満足していない）、３（普通）、４（やや満足）、５（満足） 

・ “満足している”が５割に達しているものはないが、比較的“満足している”が高いのが、「３.市

街地域の道路・交通」（約４割）、次いで市街地域・丘陵地域・山岳地域の景観（３割弱） 

・ 「７.市街地域の土地利用」で“満足していない”が多い（約４割） 

 

問２ 市街地域における公園について、どのような事を重視すべきだと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

※凡例：１（重要ではない）、２（さほど重要ではない）、３（普通）、４（やや重要）、５（重要） 以下同じ 

・ 「２.公園施設の老朽化対策」は７割の方が重要とされ、特に重要度は高い結果となっている。 

・ 「１.ニーズを踏まえて公園再整備」、「５.地域防災に寄与する公園整備」は６割で、重要度は高い

結果となっている。 

 

 

 

 

 

 

問３ 市街地域における緑について、どのような事を重視すべきだと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「２.生育環境に適した街路樹による緑量確保」、「３.道路環境や特性に応じて機能回復」、「４.街

路樹等の管理にあたる技術者の育成」、「５.市街地の美観や快適な生活環境」は６割の方が重要と

され、重要度は高い結果となっている。 

 

問４ 市街地域における道路・交通網の整備について、どのような事を重視すべきだと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「４.老朽化した道路、歩道の整備」は８割の方が重要とされ、極めて重要度は高い結果となって

いる。 

・ 「１.歩道のバリアフリー化」は７割の方が重要とされ、特に重要度は高い結果となっている。 

・ 「３.幹線道路の無電柱化」、「５.道路施設物の美装化、案内サインの整備」、「６.現在の道路の維

持補修」は６割の方が重要とされ、重要度は高い結果となっている。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．市街地域における公園について

２．市街地域における緑について

３．市街地域における道路・交通網の整備について

４．丘陵地域や山岳地域における道路・交通網の整備について

５．公共施設の整備について

６．都市機能について

７．市街地域における土地利用について

８．丘陵地域や山岳地域における土地利用について

９．都市防災への対策について

10．市街地域におけるまち並みや景観について

11．丘陵地域や山岳地域における景観について

1

2

3

4

5

無回答

  20% 

 19% 

  20% 

    26% 

16% 

 19% 

         42% 

   22% 

    26% 

 19% 

 18% 

     26% 

   30% 

39% 

   30% 

  31% 

  33% 

        15% 

      20% 

      24% 

  35% 

  34% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．子どもや高齢者など利用する人のニーズを踏まえて公園を再整備

２．住民が安全・安心に利用できるように公園施設の老朽化対策を進める

３．新しい遊びを創造できる特色を持った公園に再整備する

４．健康増進や保健福祉に寄与する公園整備を進める

５．地域防災に寄与する公園整備を進める

1

2

3

4

5

無回答

55% 

69% 

44%

48% 

62% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．郊外の豊かな自然と市街地の緑を結ぶ「緑のネットワーク」により、

潤いや安らぎの感じられるまち並み空間を創出

２．街路樹等の植える場所や樹種剪定にあたっては、

生育環境に適したものを選び、市街地の緑量を確保

３．危険木の除去等により街路樹がなくなった道路については、

道路環境や特性に応じて機能回復を図る

４．街路樹等のみどりが適切に管理されるよう、

作業にあたる技術者等の育成を図る

５．住民による道路愛護活動により、

市街地の美観や快適な生活環境を保全

６．「美しい村づくり」活動のもと、住民と事業者との協働により

緑化活動を行い、地域の魅力向上を図る

1

2

3

4

5

無回答

49%

64% 

 61% 

  59% 

  57% 

   54% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．公共施設や福祉施設を結ぶ歩道のバリアフリー化を進める

２．まち歩きが楽しくなるような休憩の場や人々の語らいの場となる

ポケットスペース等の整備を進める

３．災害時に備え、幹線道路の無電柱化を含めた整備を進める

４．住宅地域の老朽化した道路や歩道の整備を進める

５．景観に配慮した道路施設物の美装化や案内サインの整備を進める

６．未整備の道路への投資よりも、現在の道路の維持補修に努める

1

2

3

4

5

無回答

   69% 

54% 

55% 

77% 

56% 

       57% 

【アンケートの集計値の評価について】 
本アンケートは全住民を対象とした調査（全数調査）ではなく、抽出調査であることから、集計結果には一
定の誤差が含まれている。そのため、過半とする割合を通常より５％上乗せし、55％以上（≒６割以上）の
回答があった場合に半数を超えたものとして仮定した。以上により、６割程度以上の場合に“重要である”
とし、それを以て「重要度は高い」と尺度設定した。 

別紙４ 
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問５ 丘陵地域や山岳地域における道路・交通網の整備について、どのような事を重視すべきだと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「３.路肩拡幅、駐車施設などの安全対策」は７割の方が重要とされ、特に重要度は高い結果となって

いる。 

・ 「５.自転車観光への道路機能」、「６.現在の道路の維持補修に努める」は６割の方が重要とされ、重

要度は高い結果となっている。 

 

 

 

 

問６ 公共施設の整備について、どのような事を重視すべきだと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「２.高齢者・障害者に配慮したバリアフリー化」、「３.子育て環境の充実」は８割の方が重要とされ、

非常に重要度は高い結果となっている。 

・ 「１.施設運営の改善」は７割の方が重要とされ、特に重要度は高い結果となっている。 

・ 「５.既存施設・設備の充実及び改善」、「６.施設の集約化」は６割の方が重要とされ、重要度は高

い結果となっている。 

 

 

 

 

 

問７ 都市機能について、どのような事を重視すべきだと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「１.ＪＲや都市間バスなど基幹的公共交通」は８割を超え、「３.幅広い需要に適応した住宅整備」は、

８割の方が重要とされ、極めて重要度は高い結果となっている。 

・ 「２.情報通信基盤の整備」、「５.ごみの減量化や資源リサイクル」、「６.街路灯や防犯灯のＬＥＤ

化」は７割の方が重要とされ、特に重要度は高い結果となっている。 

・ 「４.下水道、合併浄化槽による水洗化」は６割の方が重要とされ、重要度は高い結果となってい

る。 

 

問８ 市街地域における土地利用について、どのような事を重視すべきだと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「１.人口規模に応じた美瑛らしい市街地」、「４.空き家の有効利用」、「５.空き地の活用」は７割

の方が重要とされ、特に重要度は高い結果となっている。 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．国道・道道など、広域的な道路網の整備充実を進める

２．幹線農道や農地帯を結ぶ支線農道の整備を進める

３．車両等の減速対策や路肩の拡幅、駐車施設などの

安全対策を進める

４．景観に配慮した道路施設物の美装化や案内サインの整備を進める

５．自転車観光に対応するための道路機能の整備を進める

６．未整備の道路への投資よりも、現在の道路の維持補修に努める

1

2

3

4

5

無回答

51% 

48%

71% 

52% 

60% 

58% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．JRや都市間バスなどの基幹的な公共交通の確保・充実や、

交通弱者への支援などの取り組みを進める

２．防災対応に係るインターネット環境や観光客等に対する

Wi-Fi環境の充実など、情報通信基盤の整備を進める

３．子育て世代や高齢者、低所得者など、

幅広い需要に適応した住宅の整備を推進する

４．下水道のさらなる整備や効率的な下水設備の更新、

合併処理浄化槽による水洗化を進める

５．環境負荷軽減を目指し、ごみの減量化や

資源としてのリサイクルを推進する

６．街路灯や防犯灯のLED化を進めるとともに、

防犯性の観点から新規の設置を進める

1

2

3

4

5

無回答

86% 

 69% 

75% 

62%

73% 

73% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．今後の人口規模を想定した中で、美瑛町らしい市街地を形成する

２．国道237号や幹線道路沿道への利便施設の誘導を進める

３．本通・丸山通を中心とした市街地の活性化を推進し、

賑わいのあるまちづくりを推進する

４．点在する空き家の有効利用など、まちなか居住を進める

５．点在する空き地について、ポケットスペースや緑地、

駐車場としての活用を検討する

1

2

3

4

5

無回答

65% 

47%

 52% 

70% 

65% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．使い勝手の向上や利用しやすい情報の提供など、

施設運営の改善を進める

２．高齢者や障害者に配慮して施設のバリアフリー化を進める

３．安心して子どもを産み育てられる環境づくりに寄与する

施設の充実を図る

４．老朽化が進んだ古い施設の建て替えを進める

５．建て替えよりも既存の施設や設備について、充実及び改善を行う

６．施設の集約化など、長期的な視点に立った施設配置の見直しを行う

1

2

3

4

5

無回答

66% 

77% 

79% 

38%

64% 

64% 
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問９ 丘陵地域や山岳地域における土地利用について、どのような事を重視すべきだと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「１.農地の適正な保全」は８割の方が重要とされ、極めて重要度は高い結果となっている。 

・ 「２.農業振興と景観の調和」は７割の方が重要とされ、特に重要度は高い結果となっている。 

 

 

 

 

問 10 都市防災への対策について、どのような事を重視すべきだと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 設問５項目すべてにおいて８割の方が重要とされ、極めて重要度は高い結果となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 11 市街地域におけるまち並みや景観を良くするために、どのような事を重視すべきだと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 設問１の満足度調査においても高めの結果となった項目のためか、総じて重要度は高くない。 

 

 

 

 

 

問 12 丘陵地域や山岳地域におけるまち並みや景観を良くするために、どのような事を重視すべきだと思い

ますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「２.農業者等、関係者相互理解で景観保全」は７割の方が重要とされ、特に重要度は高い結果と

なっている。 

 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．農地については、引き続き良好な生産基盤として適正な保全を図る

２．農業振興を前提としながら、景観との調和に配慮した

土地利用・農業施設整備を進める

３．美馬牛市街地は、引き続き豊かな自然環境を

活かした拠点として整備を推進

４．白金温泉街と青い池を含めた白金エリア全体の活性化を進める

５．聖台公園や新区画公園、水沢ダム公園等の農村公園の

さらなる利活用を進める

６．サイクリング拠点を整備し、魅力的な周遊観光を進める

1

2

3

4

5

無回答

80% 

70% 

49% 

53% 

41%

48% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．防災情報の周知や共有、防災設備などを充実させる

２．避難訓練の充実や自主防災組織づくりなど

地域での取り組みを進める

３．各避難施設の耐震化を進める

４．河川の護岸改修や整備など、治水対策を推進

５．電気・上下水道・道路等のライフラインの老朽化対策を推進

1

2

3

4

5

無回答

 86% 

76%

    77% 

  83% 

90% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．景観の保全に向け、環境美化活動等の町民主体の

景観まちづくりを進める

２．本通や丸山通におけるまち並み景観の保全や空間形成を進める

３．幹線道路については、防災や景観づくりの観点から

無電柱化を推進する

４．国道・道道沿道や施設周辺など、来町者が目にする

要所の景観を改善する

５．町民との協働や大学との連携を通じて、美瑛町らしい

市街地景観の形成を図る

６．景観条例に基づき、積極的に景観に関する取り組みを行う

７．屋外広告物の設置について、条例を定めて規制する

1

2

3

4

5

無回答

50% 

43% 

41%

45% 

43% 

42% 

41% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．景観の保全に向け、環境美化活動等の町民主体の

景観まちづくりを進める

２．農業者等、関係者相互理解のもと、美しい景観の保全に努める

３．沿道景観を阻害している看板等の集約化や撤去を進める

４．観光スポット周辺の無電柱化を推進し、

来町者が目にする要所の景観を改善する

５．景観条例に基づき、積極的に景観に関する取り組みを行う

６．屋外広告物の設置について、条例を定めて規制する

1

2

3

4

5

無回答

51% 

68% 

53% 

37%

40% 

45% 
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■重要度の判定結果（抽出） 

 

「極めて重要度は高い」（８割の方が重要）の項目 

問 ４－４ 住宅地域の老朽化した道路や歩道の整備を進める 

 ６－２ 高齢者や障害者に配慮して施設のバリアフリー化を進める 

 ６－３ 安心して子どもを産み育てられる環境づくりに寄与する施設の充実を図る 

 ７－１ 
ＪＲや都市間バスなどの基幹的な公共交通の確保・充実や、交通弱者への支援などの取

り組みを進める 

 ７－３ 子育て世代や高齢者、低所得者など、幅広い需要に適応した住宅の整備を推進する 

 ９－１ 農地については、引き続き良好な生産基盤として適正な保全を図る 

 10－１ 防災情報の周知や共有、防災設備などを充実させる 

 10－２ 避難訓練の充実や自主防災組織づくりなど地域での取り組みを進める 

 10－３ 各避難施設の耐震化を進める 

 10－４ 河川の護岸改修や整備など、治水対策を推進する 

 10－５ 電気・上下水道・道路等のライフラインの老朽化対策を推進する 

 

 

 

「特に重要度は高い」（７割の方が重要）の項目 

問 ２－２ 住民が安全・安心に利用できるように公園施設の老朽化対策を進める 

 ４－１ 公共施設や福祉施設を結ぶ歩道のバリアフリーを進める 

 ５－３ 車両等の減速対策や路肩の拡幅、駐車施設などの安全対策を進める 

 ６－１ 使い勝手の向上や利用しやすい情報の提供など、施設運営の改善を進める 

 ７－２ 
防災対応に係るインターネット環境や観光客等に対する Wi-Fi環境の充実など、情報

通信基盤の整備を進める 

 ７－５ 環境負荷軽減を目指し、ごみの減量化や資源としてのリサイクルを推進する 

 ７－６ 街路灯や防犯灯のLED化を進めるとともに、防犯性の観点から新規の設置を進める 

 ８－１ 今後の人口規模を想定した中で、美瑛町らしい市街地を形成する 

 ８－４ 点在する空き家の有効利用など、まちなか居住を進める 

 ８－５ 点在する空き地について、ポケットスペースや緑地、駐車場としての活用を検討する 

 ９－２ 農業振興を前提としながら、景観との調和に配慮した土地利用・農業施設整備を進める 

 12－２ 農業者等、関係者相互理解のもと、美しい景観の保全に努める 

 

 

 

 

「重要度は高い」（６割の方が重要）の項目 

問 ２－１ 子どもや高齢者など利用する人のニーズを踏まえて公園を再整備 

 ２－５ 地域防災に寄与する公園整備を進める 

 ３－２ 
街路樹等の植える場所や樹種剪定にあたっては、生育環境に適したものを選び、市街地

の緑量を確保する 

 ３－３ 
危険木の除去等により街路樹がなくなった道路については、道路環境や特性に応じて機

能回復を図る 

 ３－４ 街路樹等のみどりが適切に管理されるよう、作業にあたる技術者等の育成を図る 

 ３－５ 住民による道路愛護活動により、市街地の美観や快適な生活環境を保全する 

 ４－３ 災害時に備え、幹線道路の無電柱化を含めた整備を進める 

 ４－５ 景観に配慮した道路施設物（道路標識や防護柵等）の美装化や案内サインの整備を進める 

 ４－６ 未整備の道路への投資よりも、現在の道路の維持補修に努める（市街地域） 

 ５－５ 自転車観光に対応するための道路機能の整備を進める 

 ５－６ 未整備の道路への投資よりも、現在の道路の維持補修に努める（丘陵・山岳地域） 

 ６－５ 建て替えよりも既存の施設や設備について、充実及び改善を行う 

 ６－６ 施設の集約化など、長期的な視点に立った施設配置の見直しを行う 

 ７－４ 下水道のさらなる整備や効率的な下水設備の更新、合併処理浄化槽による水洗化を進める 
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■まちづくりに関する自由意見欄の集計について 

・ 回答を頂いた522通のうち、127通に自由意見が記述されており、その意見を以下の32種類のキーワー

ドに分類し、数値の集計を行った。 

・ 表中の数値はキーワードに関するコメントを記載された人数を表しており、一人の記述には複数のキー

ワードが含まれているものあるため、127通の記述に対して、250の意見を抽出している。 

・ 「32.その他」については、意見が１件のみとなったものを「その他意見」としてまとめた。 
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1．景観・観光だけではなく住民のまちづくり

2．現存する施設・資源等を活用したまちづくり

3．観光客対策（マナー改善等）

4．観光客誘致の取組み

5．景観のまちならではの取組み

6．道路の整備促進（街路樹や除雪対策等）

7．町民参加型のまちづくり

8．農業主体のまちづくり

9．公共施設の整備・充実（集約化等）

10．ゴミの不法投棄、ポイ捨て対策

11．公園・休憩スペースの整備、緑の維持・管理

12．移住・定住促進（U、Iターン等）

13．雇用の場の確保、創出

14．人口減少、若者流出対策の推進

15．公共交通の充実（JR、バス等）

16．歩道や街灯の整備（看板の設置等）

17．情報発信、PR不足

18．子育てしやすいまちづくりの推進

19．高齢者に優しいまちづくり

20．行政への苦言

21．医療・福祉施設の充実

22．宿泊施設や飲食店の誘致

23．安心して暮らせるまちづくり

24．アンケートが難しい

25．生活サービス施設の充実

26．駐車場の整備

27．中心市街地の活性化（空き地・空き家等の対策）

28．公衆トイレの設置

29．本町へエール

30．アンケート結果の公表

31．観光への取組みをすべきでない

32．その他
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主要課題の抽出 

 

総合計画における５つの 

分野別施策 

現況・位置付け等 

足腰の強い産業づくり ともに支え合うまちづくり まちを動かす人づくり 安全・安心なまちづくり みんなで歩むまちづくり 

      産業振興 

      移住定住 

      市街地活性化 

     地域福祉 

     保健 

 医療 

     教育 

     生涯学習 

     芸術文化 

           土地利用 

           社会基盤整備 

           防災 

  住民協働 

  日本で最も美しい村づくり 

  景観形成 

現況の整理 

 

※抽出された事

項について、５

つの分野別施策

に要約して記載 

 

社会的背景 ・ 豊かな自然と特徴的な丘陵景観、主要交通網が確保された恵まれた交通環境 

・ 総人口が減少傾向にあり、2040 年（平成 52 年）の将来展望人口を「8,000 人」と推測 

・ 核家族化が進行し、現高齢化比率は 36％と超高齢化社会となっている 

美瑛町の現況 

都市計画の現況 

その他の社会基盤の

現況 

 

・ 農家戸数は減少傾向にあるが、大規模経
営化が進み、農業産出額は安定傾向 

・ 工業製造品出荷額は概ね安定している
が、商業販売額は減少傾向 

・ 観光客入込数は約 170 万人で安定傾向 

・ 移住定住に向けた施策を展開 

・ 中心市街地の都市基盤整備と商工業者
の経営体質強化の取り組みを推進 

・ 「美瑛町地域福祉計画」に
基づく環境づくりを推進 

・ 保健センター等による日常
生活に密着した保健サービ
スを展開 

・ 町立病院は平成 10 年に全
面改築 

・ 小中学校の老朽化に伴う計
画的な大規模改修や耐震改
修を実施 

・ スクールバスによる通学手
段を確保 

・ 町民センターを中心とした
学習拠点づくりを実施 

・ 図書館、郷土学館、町民プー
ルの整備を実施 

 

・ 市街地域における洪水、土砂災害等の災害危険箇所の存在 

・ 計画していた土地区画整理事業は全て完了 

・ 都市計画道路延長の約 20％の 3,730m が未整備 

・ 都市計画公園の老朽化が全体的に進行 

・ 汚水管 18％、雨水管 30％が未整備 

・ 公共施設の町民一人あたりの床面積は人口減少に伴い 1.8 倍増加 

・ 町営住宅の 48％が耐用年数を超過 

・ 町内ほぼ全域で情報通信基盤の整備を実施 

・ 景観条例や景観計画による景観を
活かしたまちづくりを推進 

・ 地区計画、建築協定による良質な
街並み空間を創出 

・ 「日本で最も美しい村」運動によ
る地域資源の保護を推進 

 

社会情勢から求めら

れる都市像 
・ 観光資源の魅力向上 

・ 雇用創出による活力ある地域形成 

・ 住宅、建築物における木材利用の推進 

・ 空き家、空き地等のマネジメント 

・ 低炭素化・資源循環に寄与するエネルギ
ーの活用促進 

・ 通学路や自転車通行空間の安全対策 

・ 駅周辺への福祉・子育て支援等の公共公益施設の誘導 

・ 歩行空間の連続的、面的なユニバーサルデザイン化 

・ 子育て世帯、高齢者世帯支援施設の確保 

・ 生活の営み、生活交通の確保 

・ ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策 

・ 社会資本の老朽化対策 

・ 快適に観光できる環境整備 

・ コンパクトシティ・プラス・ネットワークの推進 

・ 人口減少・超高齢化社会に対応した豊かな生活環境の創出 

・ まちなか居住の推進と市街地の無秩序な拡大抑制 

 

・ 観光資源となる空間形成のための
無電柱化の推進 

・ まちの魅力づくり 

上位・関連計画等に

おける都市計画に関

連する施策方針 

・ 良好な農地保全と農村地域の環境整備 

・ 新規就農者の確保及び受入体制の構築 

・ 森林資源の循環利用や地材地消 

・ 町内商工業者の持続的な発展 

・ 市街地活性化と賑わいのあるまちづく

り 

・ 町内業者への支援強化と労働環境の充

実 

・ 町内の雇用創出や雇用機会の確保、拡大 

・ 観光マナーの啓発や交通事故防止対策 

・ 広域観光の振興、外国人観光客の誘客 

・ 効率的なサインの整備 

・ 観光スポットの保全 

・ 国際化に対応できる観光地域づくり 

・ ファームレストラン等の開設の支援 

・ サイクルツーリズムの推進 

・ 官民連携を推進する組織体制の構築 

・ 多様なメディアを活用した情報発信 

・ 移住、二地域居住の推進 

・ 空き家・空き地情報の発信 

・ 定住希望者への受け入れ体制の充実 

・ 白金地区の一体的な観光推進 

・ 地域福祉ネットワークの形

成 

・ 質の高い保育及び環境の充

実 

・ 総合的な子育て支援 

・ 安心して子どもを産み育て

られる環境の充実 

・ 高齢者の移動支援 

・ 住宅改修の支援 

・ 高齢者福祉住宅の整備 

・ 公共施設のバリアフリー化 

・ 障がい者が安心して暮らせ

る地域づくりを推進 

・ 障がい者の地域生活拠点の

整備 

・ 地域医療の確保や医療水準
の維持・向上 

 

・ 教育施設の適切な維持管理

と計画的な改修 

・ 通学環境の確保 

・ 教育環境の日常的な安全管

理 

・ 学習活動拠点の整備と適正

な運営 

・ 社会体育施設の有効利用 

・ 芸術文化活動拠点の整備と

適正な維持管理と充実 

 

・ 街路空間のバリアフリー化やポケットスペースの整備 

・ 街並み空間を形成・維持、景観に配慮した街路整備 

・ 木造化・内装木質化の推進、新エネルギーを活用した住宅整備 

・ ユニバーサルデザインの普及や北方型住宅の建設促進 

・ 町営住宅の整備と適正管理、老朽化した団地の建替事業 

・ 安全・快適な道路・橋梁の整備と維持管理 

・ 緊急輸送道路や避難路等の計画的な整備 

・ 道路の緑化、道路構造物の美装化 

・ 幹線農道及び地域間支線農道の整備を推進 

・ 警告看板等の多言語化や自転車通行路のゾーニング化 

・ 安全対策及び渋滞緩和策の推進 

・ ニーズに応じた公園の再整備、公園施設の老朽化対策強化 

・ 上水道施設の計画的な整備と維持管理 

・ 下水道管渠や処理場設備の計画的かつ効率的な更新 

・ 下水汚泥の再生利用による資源循環型社会の形成 

・ 農村地域を中心とした合併処理浄化槽による水洗化を推進 

・ 十勝岳避難施設、観測監視装置の充実 

・ 防災行政無線のデジタル化を推進 

・ 河川護岸の修復、整備、河道の流化能力の向上 

・ 総合的な治水対策を関係機関等と連携して推進 

・ 北海道とともに予防治山工事等の事業を計画的に進める 

・ 路線バス及び列車のダイヤ確保、充実等、交通弱者の支援対策 

・ 都市間道路交通網の整備を促進 

・ 道路改良、路肩拡幅、バリアフリー化等の道路交通環境の整備 

・ 地域資源の有効活用と環境保全型低炭素社会に対応した取り組み 

 

・ 町民協働のまちづくりの推進 

・ 景観修景・環境美化活動等の町民

参加による美しい村づくりを推進 

・ 国内外へ美しい村としての価値の

発信、交流人口の拡大 

・ 観光の付加価値を高める取り組み

の推進 

・ 地域資源とその魅力を広く発信 

・ 景観づくりの担い手である町民の

活動を支援 

・ 景観資源を景観重要建造物や景観

重要樹木として指定 

・ 景観特性や景観形成の目標に応じ

た方針により、魅力的・個性的な

景観形成を目指す 

・ 「本通景観育成区域」、「丸山通・

西大通景観育成区域」、「国道 237

号沿道区域」、「道道 966 号沿道区

域」を景観育成区域として設定 

別紙５ 
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総合計画における５つの 

分野別施策 

現況・位置付け等 

足腰の強い産業づくり ともに支え合うまちづくり まちを動かす人づくり 安全・安心なまちづくり みんなで歩むまちづくり 

      産業振興 

      移住定住 

      市街地活性化 

    地域福祉 

    保健 

医療 

    教育 

    生涯学習 

    芸術文化 

           土地利用 

           社会基盤整備 

           防災 

  住民協働 

  日本で最も美しい村づくり 

  景観形成 

１次計画の検証 

 

※１次計画の基本方針

における「今後の展開」

を要約して記載 

市街地域 ・ 商店街の事業継承者の育成 

・ 空き店舗の活用等、中小企業者等の活性化及び
経営力強化に対する補助制度の拡充 

・ 商店街に必要となる都市基盤について利用者
のニーズにあわせた整備の実施 

・ 整備された都市基盤の利便性向上に向けた取
り組み 

・ 国道 237 号線及び鉄西通り線沿道への利便施
設（宿泊施設や商業施設等）の誘導 

・ 町内業者の積極的な連携による地場産品の振
興 

・ 国道 237 号線沿道や扇町の一部における施設
誘導や都市基盤整備の検討 

・ 大町・北町３丁目、大久保地区の工業地域にお
ける都市計画道路の整備にあわせた下水道等
の整備拡充 

・ 原野二線地区の用途指定（工業）は、農業振
興の観点からも用途廃止等を検討 

・ 公共施設を連絡する幹線
道路のバリアフリー化推
進 

・ 保健センター等施設の利
用促進、高齢者への支援
体制の強化 

・ 公共施設のバリアフリー
化、ユニバーサルデザイ
ン化の推進 

・ 高齢者や障がい者のニ
ーズに対応できる住環
境及び施設等の整備検
討 

・ 多様化する子育てニー
ズに対応できる保育等
の支援体制及び施設の
検討 

・ 通学路等の歩道のバリア
フリー化推進 

 

・ 現在の用途地域に課題がある地域の用途見直し 

・ 特定用途制限区域の指定の検討 

・ 整備された都市基盤の適正な管理 

・ 地区計画に基づく鉄西地区の遊休地の活用 

・ 幹線街路沿線への利便施設の誘導 

・ 避難施設等の適宜見直し、避難道路の整備推進 

・ 緊急輸送道路の無電柱化等の実施 

・ 都市計画道路の未整備区間についての見直しの検討 

・ 旭町地区、大町地区等の未改良路線の整備推進 

・ 主要施設の幹線道路網の老朽更新や路肩拡幅等の整備検討 

・ 歩行者交通量の多い個所へのポケットスペースや緑地空間の積極的
な配置 

・ 歩道のバリアフリー化の推進 

・ 公園利用者の利便性向上・ニーズに即した環境整備 

・ 公園施設長寿命化計画に基づく適正な施設管理 

・ 避難所の適正配置、屋外の一時避難施設の機能検討 

・ 公共下水道の計画的・効率的な施設の更新、管渠整備及び維持管理 

・ し尿処理施設延命化、合併処理浄化槽設置の推進 

・ 需要にマッチした町営住宅の提供 

・ ごみ処理施設の適切な改修等、次期最終処分場の計画的な整備 

・ 官民学連携による美瑛町らし
い市街地景観の形成 

・ 街路及び公共施設内の積極的
な緑化整備 

 

丘陵地域 ・ 優良農地の確保と総合的な農業の振興及び農
村環境の整備 

・ 森林整備関連計画に沿った適切な森林管理 

・ 下宇莫別地区農工団地における企業誘導と、農
地利用の見込まれる区域の農工団地除外検討 

・ 地元農産物の販売による町民の生きがいづく
りの創出及び加工商品開発の推進 

・ 観光マスタープランに沿ったルールの普及等、
地域生活環境に負荷を与えない方策の検討 

  ・ 老朽更新や路肩拡幅等の二次改築等の実施検討 

・ 国道 237 号線の拡幅等、渋滞緩和の手法の検討 

・ 美馬牛市街地における都市基盤施設の整備検討 

・ 農村公園の適正管理と利用者ニーズに即した施設の在り方の検討 

・ 関係者の相互理解・合意形成による景観スポットや観光ルートの整
備推進 

 

・ 景観との調和に配慮した土地
利用、農業施設整備の検討 

・ 農地及び林地の開発行為に係
る関連法と景観条例等との連
携による乱開発の防止や自然
景観の保全等 

・ 景観条例に基づく周辺環境に
配慮した土地利用誘導 

・ 景観づくりの推進と、屋外広告
物の設置にかかる条例の検討 

・ 町民主体の景観まちづくりの
推進 

 

山岳地域 ・ 森林の多面的機能の維持・増進と森林環境保全 

・ 森林資源の有効活用による地産地消の促進と、
森林資源の持続可能な循環型社会の形成 

・ 白金温泉街と青い池を含めたエリア全体の活
性化策の検討 

・ サイクリング拠点整備による周遊観光の促進 

・ 道道渋滞緩和に向けた道路施設等の整備やエ
リアの魅力発信による観光客の滞在時間延長
や町内宿泊等の促進 

  ・ 国外からの観光客に対応した Wi-Fi による防災情報等の発信や避難
情報の広報検討 

・ 砂防事業の継続及び整備された施設保全と活用検討 
 

 
 

その他、地域
区分によらな

いもの 
 

・ 新エネルギーの活用検討   ・ 移動系防災行政無線のデジタル化等 

・ 情報通信基盤を活用した新たな町民サービスの検討 

・ 公共交通機関の利用促進に向けた取り組み 

・ 道路照明のＬＥＤ化 

・ 河川改修等治水対策の実施 

・ 上水道の拡充整備 

・  
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総合計画における５つの 

分野別施策 

アンケート調査結果 

足腰の強い産業づくり ともに支え合うまちづくり まちを動かす人づくり 安全・安心なまちづくり みんなで歩むまちづくり 

     産業振興 

     移住定住 

    市街地活性化 

     地域福祉 

     保健 

 医療 

     教育 

     生涯学習 

    芸術文化 

     土地利用 

     社会基盤整備 

    防災 

   住民協働 

   日本で最も美しい村づくり 

  景観形成 

アンケート調査結果 

 

 

※重要度が高い項目

を抜粋して記載 

 

 

○重要度８割 

「極めて重要度高い」 

→網掛け下線付き 

 

□重要度７割 

「特に重要度は高い」 

→下線付き 

 

▽重要度６割 

「重要度は高い」 

→そのまま 

問２. 

市街地における 

公園 

 ・  ・  ▽2-1 ニーズを踏まえて公園を再整備 

□2-2 公園施設の老朽化対策 

▽2-5 地域防災に寄与する公園整備 

 

問３. 

市街地における緑 

   ▽3-2生育環境に適した街路樹による緑量確保 

▽3-3 道路環境や特性に応じて機能回復 

▽3-4 街路樹の管理にあたる技術者の育成 

▽3-5住民の愛護活動による美観・環境保全 

問４. 

市街地における 

道路・交通網の整備 

 □4-1 公共施設や福祉施設を結ぶ歩道のバリアフリー化の推進 ▽4-5 道路施設物の美装化、案内サインの

整備 
  ▽4-3 幹線道路の無電柱化 

○4-4 老朽化した道路、歩道の整備 

▽4-6 現在の道路の維持補修 

問５. 

丘陵地における 

道路・交通網の整備 

   □5-3 路肩拡幅、駐車施設などの安全対策 

▽5-5 自転車観光への道路機能整備 

▽5-6 現在の道路の維持補修 

 

問６. 

公共施設の整備 

 □6-1 利便性向上に向けた施設運営の改善 

○6-2 高齢者・障がい者に配慮したバリアフリー化の推進 

○6-3 子育て環境に寄与する施設の充実 

▽6-5 既存施設・設備の充実及び改善 

▽6-6 施設の集約化 

 

  

問７. 

都市機能 

 ○7-3 子育て世代や高齢者など幅広い需要に適応した住宅整備 

 
○7-1ＪＲや都市間バスなど基幹的公共交通 

□7-2 情報通信基盤の整備 

▽7-4 下水道、合併浄化槽による水洗化 

□7-5 ごみの減量化、リサイクルの推進 

□7-6 街路灯や防犯灯の LED 化、新規設置 

 

問８. 

市街地域における 

土地利用 

□8-4空き家の有効利用によるまちなか居

住 

□8-5点在する空き地をポケットスペース

や緑地、駐車場等への活用 

  □8-1 人口規模に応じた美瑛らしい市街地の形成  

問９. 

丘陵地域や山岳地域に

おける土地利用 

○9-1 農地の適正な保全 

 

   □9-2 農業振興と景観づくりの調和 

問 10. 

都市防災への対策 

   ○10-1 情報周知・防災設備の充実 

○10-2 避難訓練の充実、自主防災組織づくり 

○10-3 各避難施設の耐震化 

○10-4 河川の治水対策 

○10-5 ライフラインの老朽化対策 

 

問 11. 

市街地域におけるまち

並みや景観を良くする 

     

問 12 . 

丘陵地域や山岳地域に

おけるまち並みや景観

を良くする 

    □12-2 農業者等、関係者相互理解で景観

保全 
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■第２次計画の全体構想における基本方針（案） 

 

■美瑛町に求められる都市像（案） 

「丘・畑・森」が織り成す本町特有の美しい景観を保全するべく都市計画区域が設定されており、ＪＲ美瑛駅や役場を中心とした周辺に用途地域が指定され、種々の都市施設や公共公益施設が

立地するなど、既にコンパクトな市街地が形成されています。そうした中、前述した通り人口減少が続いており、平成 28 年に策定した「人口ビジョン」において、2040 年の将来展望人口が平成

27 年の人口対比で約 77%に相当する 8,000 人と推測され、また、道路や公園、上下水道等の社会インフラや公共公益施設については、全体的に老朽化が進行しています。 

これらから、引き続き健全な行政運営と生活環境の維持、地球環境に優しい都市構造を築く上では、市街地規模の適正化とそれに伴う住民の円滑で環境に負荷のかからない移動手段の確立、社

会インフラの長寿命化対策、防災・減災の取り組み、人口減少等の長期的な視点に立った公共公益施設の配置の見直し等が必要となります。 

一方、本町は、「丘のまち」「日本で最も美しい村」としての知名度とともに、特徴ある丘陵大地と農林業の営みが生み出す美しい景観等の類まれな地域資源を有しており、基幹産業である農林

業と商工業・観光業の連携による持続的な地域の発展が期待されます。 

以上のことから、今後本町に求められる都市像（案）は、「地域資源を活かした産業に支えられ、安全安心で良好な環境や美しい景観のもと、誰もが住んでみたいと感じる優しい都市」といった

姿が想定されます。 

総合計画における５つの 

分野別施策 

 

主要課題の抽出 

足腰の強い産業づくり ともに支え合うまちづくり まちを動かす人づくり 安全・安心なまちづくり みんなで歩むまちづくり 

産業振興 

移住定住 
市街地活性化 

地域福祉 

保健 
医療 

教育 

生涯学習 
芸術文化 

土地利用 

社会基盤整備 
防災 

   住民協働 

   日本で最も美しい村づくり 

景観形成 

主要課題の抽出（まとめ） 

 

■産業振興 

・ 優良な農地の確保と農業の振興、農村地域
の環境整備 

・ 農業労働力の確保、担い手対策、新規就農
者の受入体制の強化 

・ 森林資源の有効活用による地材地消の促
進、持続可能な循環型社会の形成 

・ 町内業者の持続的な発展に向けた支援強化 

・ 町内の雇用創出や雇用機会の確保、拡大 

・ 町内業者の積極的な連携による地場産品の
振興 

・ 農林業と商工業・観光業の連携による６次
産業化の推進 

・ 観光資源の多様性・持続性の確保と観光ル
ートの環境整備 

・ 観光マナー啓発、観光スポットの保全 

・ 国際化に対応できる観光地域づくり 

・ サイクルツーリズムの推進 

・ 白金エリア全体の活性化策の検討 

・ 低炭素化、循環資源に寄与する新エネルギ
ーの活用促進 

■移住定住 

・ 空き家・空き地を有効活用したまちなか居
住や都市施設整備等の推進 

・ 空き家、空き地情報の発信、定住希望者の
受入体制の充実 

・ 幅広い需要に適応した住宅の確保 

・ 二地域居住の推進 

■市街地活性化 

・ 空き店舗の活用等、中小企業者等の活性化
及び経営力強化 

・ 本通・丸山通を中心とする中心市街地活性
化の推進 

・ 未利用地の有効活用と既存施設の連携によ
る回遊性の向上 

・ 観光客の市街地への誘導方策及び受入可能
な都市基盤の検討 

■地域福祉 

・ 公共施設や連絡する道路のバリ
アフリー化の推進 

・ 計画的な機能改善による公共施
設の長寿命化や利便性向上に向
けた取り組み 

・ 子育て環境や多様化するニーズ
に対応できる支援体制の充実 

・ 核家族化、高齢社会など幅広い
需要に適応した住環境の整備 

・ 高齢者や障がい者のニーズに対
応できる住環境及び施設等の整
備検討 

・ 高齢者の移動支援対策 

・ 障がい者が安心して暮らせる地
域づくりの推進 

・ 人口減少等の長期的な視点に立
った施設配置の見直し 

■保健・医療 

・ 既存施設のさらなる利活用促進 

・ 高齢者や障がい者に配慮した施
設配置 

・ 地域医療の確保や医療水準の維
持、向上 

■教育 

・ 通学路の安全対策やバリアフリー
化の推進 

・ 教育環境の日常的な安全管理と通
学環境の確保 

・ 教育施設の適切な維持管理と計画
的な改修 

■生涯学習・芸術文化 

・ 社会体育施設の有効活用 

・ 芸術文化活動施設の充実 

■土地利用 

・ 人口規模に応じた市街地の形成 

・ 原野二線地区の用途廃止の検討、必要に応じた用途地域
の見直し 

・ 特定用途制限区域の指定の検討 

・ 良好な農地保全と適切な森林管理 

・ 幹線街路沿線への利便施設の誘導 

・ 景観条例に基づく周辺環境に配慮した土地利用誘導 

・ 洪水及び土砂災害等の災害危険個所の減災対策及び市街
地化抑制 

■社会基盤整備 

・ JR や都市間バス等の基幹的な公共交通の確保 

・ 社会基盤整備の適正な維持管理及び長寿命化対策 

・ 老朽化した道路、歩道の計画的整備、バリアフリー化の
推進 

・ 都市間道路交通網の整備促進 

・ 都市計画道路の未整備区間の見直し検討 

・ サインの多言語化や自転車通行路のゾーニング化 

・ 路肩拡幅や駐車施設等の安全対策 

・ 町営住宅の整備と適正管理、老朽化した団地の建替 

・ 利用者ニーズに応じた公園の再整備や施設の長寿命化対
策、公園緑地の適正な施設管理と環境整備 

・ 上水道の計画的な整備と維持管理 

・ 都市計画道路の整備にあわせた下水道等の拡充 

・ 公共下水道の計画的・効率的な施設更新、合併処理浄化
槽の設置推進 

・ 情報通信基盤の整備 

・ ごみの減量化、リサイクルの推進 

・ 街路灯や防犯灯の LED 化等の推進 

■防災 

・ 防災情報の周知・防災設備の充実 

・ ハードとソフトが一体となった防災・減災対策の推進 

・ 避難施設の耐震化、ライフラインの老朽化対策 

・ 緊急輸送道路や避難路等の計画的な整備 

・ 緊急輸送道路の無電柱化の推進 

・ 河川の治水対策 

■住民協働 

・ 住民主体のまちづくりの推進 

・ 地区計画、建築協定、景観条例等、
住民協働の取り組みの推進 

・ 官民学連携による美瑛町らしい景
観の形成 

■日本で最も美しい村づくり 

・ 町民参加による美しい村づくりの
推進 

・ 「日本で最も美しい村」運動による
地域資源の保護 

■景観形成 

・ 景観条例や景観計画及び関連法に
基づく乱開発防止や自然景観の保
全 

・ 農業振興と景観づくりの調和 

・ 農業者等、関係者相互理解による景
観保全 

・ 屋外広告物の設置条例の策定検討 

・ 景観に配慮した空間形成のための
無電柱化の推進 

・ 街路樹等の市街地のみどりの再整
備 
 



町立病院

丘のまち
わいわいプール

図書館

郷土学館
「美宙」

町民センター

丘のまち交流館
ビ･エール

道の駅びえい
『丘のくら』

ふれあい館
ラヴニール

美瑛町役場

ＪＲ美瑛駅

至 旭川市

至 上富良野町 

至 上富良野町

置杵牛川置杵牛川置杵牛川

美瑛川美瑛川美瑛川

置杵牛川置杵牛川置杵牛川

至 上富良野町 

町立病院

丘のまち
わいわいプール

図書館

郷土学館
「美宙」

町民センター

丘のまち交流館
ビ･エール

道の駅びえい
『丘のくら』

ふれあい館
ラヴニール

美瑛町役場

ＪＲ美瑛駅

至 旭川市

至 上富良野町 

至 上富良野町

置杵牛川置杵牛川

美瑛川美瑛川

置杵牛川置杵牛川

至 上富良野町 

用途地域の適性な見直し
(第一種低層住居専用地域 
　 → 第一種住居地域 )

憩町地区

用途地域の適性な見直し
(第一種低層住居専用地域 
　 → 第一種住居地域 )

憩町地区

町道等の重点的な整備

大町地区

町道等の重点的な整備

大町地区

治水対策の実施

美瑛川

治水対策の実施

美瑛川

町道等の重点的な整備

旭町地区

町道等の重点的な整備

旭町地区

緊急輸送道路の無電柱化

大北通（国道 237 号）

緊急輸送道路の無電柱化

大北通（国道 237 号）

ＪＲや都市間バスなど
基幹的な公共交通の確保
ＪＲや都市間バスなど
基幹的な公共交通の確保

本通・丸山通を中心とする
市街地活性化の推進
本通・丸山通を中心とする
市街地活性化の推進

都市計画道路の見直し

環状通

都市計画道路の見直し

環状通

用途地域の適正な見直し
（Ａ：工業地域 → 除外
 Ｂ：工業地域 → 第一種住居地域）

原野二線地区

用途地域の適正な見直し
（Ａ：工業地域 → 除外
 Ｂ：工業地域 → 第一種住居地域）

原野二線地区

用途地域の適正な見直し
(第一種低層住居専用地域 
　 → 田園住居地域 )

東町地区

用途地域の適正な見直し
(第一種低層住居専用地域 
　 → 田園住居地域 )

東町地区

河川改修事業の実施

置杵牛川

河川改修事業の実施

置杵牛川

緊急輸送道路の無電柱化

中央通

緊急輸送道路の無電柱化

中央通

都市計画道路の見直し

環状通

都市計画道路の見直し

環状通

特定用途制限区域の指定検討

原野地区

特定用途制限区域の指定検討

原野地区

緊急輸送道路の無電柱化
歩道のバリアフリー化

美沢通（道道十勝岳温泉美瑛線）

緊急輸送道路の無電柱化
歩道のバリアフリー化

美沢通（道道十勝岳温泉美瑛線）

特定用途制限区域の指定検討

みどり地区・憩ヶ丘地区

特定用途制限区域の指定検討

みどり地区・憩ヶ丘地区

ＢＢ

ＡＡ

人口規模に応じた市街地の形成人口規模に応じた市街地の形成

空き家・空き地を有効活用したまちなか

居住や都市施設整備等の推進

空き家・空き地を有効活用したまちなか

居住や都市施設整備等の推進

老朽化した道路、歩道の計画的整備、

バリアフリー化の推進

老朽化した道路、歩道の計画的整備、

バリアフリー化の推進

用途地域用途地域

足腰の強い産業づくり

・町内業者の持続的な発展に向けた支援
強化

・国際化に対応できる観光地域づくり

・空き店舗の活用等、中小企業者等の活
性化及び経営力強化

・未利用地の有効活用と既存施設の連携
による回遊性の向上

・観光客の市街地への誘導方策及び受入
可能な都市基盤の検討

ともに支え合うまちづくり

・公共施設や連絡する道路のバリアフ
リー化の推進

・計画的な機能改善による公共施設の長
寿命化や利便性向上に向けた取り組み

・子育て環境や多様化するニーズに対応
できる支援体制の充実

・高齢者や障がい者のニーズに対応でき
る住環境及び施設等の整備検討

・高齢者の移動支援対策

・障がい者が安心して暮らせる地域づく
りの推進

・人口減少等の長期的な視点に立った施
設配置の見直し

まちを動かす人づくり

・通学路の安全対策やバリアフリー化の
推進

・教育施設の適切な維持管理と計画的な
改修

・社会体育施設の有効活用

安全・安心なまちづくり

・幹線街路沿線への利便施設の誘導

・洪水及び土砂災害等の災害危険個所の
減災対策及び市街地化抑制

・社会基盤整備の適正な維持管理及び長
寿命化対策

・町営住宅の整備と適正管理、老朽化し
た団地の建替

・利用者ニーズに応じた公園の再整備や
施設の長寿命化対策、公園緑地の適正
な施設管理と環境整備

・上水道の計画的な整備と維持管理

・公共下水道の計画的・効率的な施設更
新、合併処理浄化槽の設置推進

・街路灯や防犯灯の LED 化等の推進

・ハードとソフトが一体となった防災・
減災対策の推進

みんなで歩むまちづくり

・地区計画、建築協定、景観条例等、住
民協働の取り組みの推進

・町民参加による美しい村づくりの推進

・街路樹等の市街地のみどりの再整備

全体的な基本方針（案）

1000m5001000

第２次計画 整備方針図（案）　【市街地域】
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美馬牛地区

白金温泉エリア

都市拠点

災害危険箇所

鉄道

主要幹線道路

幹線道路

河川

大雪山国立公園（自然公園地域）

丘の景観エリア

市街地域

丘陵地域

山岳地域

行政界

都市計画区域

市街地エリア

農地エリア

森林エリア

凡　 例

至至

5km0

足腰の強い産業づくり

・農業労働力の確保、担い手対策、新
規就農者の受入体制の強化

・農林業と商工業・観光業の連携によ
る６次産業化の推進

・観光資源の多様性・持続性の確保と
観光ルートの環境整備

・国際化に対応できる観光地域づくり

・サイクルツーリズムの推進

・二地域居住の推進

ともに支え合うまちづくり

・核家族化、高齢社会など幅広い需要
に適応した住環境の整備

・高齢者や障がい者のニーズに対応で
きる住環境及び施設等の整備検討

・高齢者の移動支援対策

まちを動かす人づくり

・通学路の安全対策やバリアフリー化
の推進

・教育施設の適切な維持管理と計画的
な改修

安全・安心なまちづくり

・良好な農地保全と適切な森林管理

・景観条例に基づく周辺環境に配慮し
た土地利用誘導

・社会基盤整備の適正な維持管理及び
長寿命化対策

・老朽化した道路、歩道の計画的整備、
バリアフリー化の推進

・都市間道路交通網の整備促進

・サインの多言語化や自転車通行路の
ゾーニング化

・路肩拡幅や駐車施設等の安全対策

・ハードとソフトが一体となった防
災・減災対策の推進

・河川の治水対策

みんなで歩むまちづくり

・町民参加による美しい村づくりの推
進

・景観条例や景観計画及び関連法に基
づく乱開発防止や自然景観の保全

・農業振興と景観づくりの調和

・農業者等、関係者相互理解による景
観保全

全体的な基本方針（案）

河川改修事業の実施

置杵牛川

白金エリア全体の
活性化策の検討

観光マナー啓発、
観光スポットの保全

森林資源の有効活用による地材地消の
促進、持続可能な循環型社会の形成

優良な農地の確保と農業の
振興、農村地域の環境整備

緊急輸送道路や避難路等の
計画的な整備

森林資源の有効活用による地材地消の
促進、持続可能な循環型社会の形成

河川改修事業の実施

置杵牛川

白金エリア全体の
活性化策の検討

観光マナー啓発、
観光スポットの保全

森林資源の有効活用による地材地消の
促進、持続可能な循環型社会の形成

優良な農地の確保と農業の
振興、農村地域の環境整備

緊急輸送道路や避難路等の
計画的な整備

森林資源の有効活用による地材地消の
促進、持続可能な循環型社会の形成

第２次計画 整備方針図（案）　【丘陵・山岳地域】
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国・道
支出金

起　　　債 そ　の　他 一般財源 増減額 増減率

議 会 費 70,077 70,077 72,579 ▲ 2,502 ▲ 3.4

総 務 費 1,728,546 86,999 48,400 117,163 1,475,984 1,630,008 98,538 6.0

職員給与費1,199,357(25,585)、活性化協会補助金83,226（37,153）、農泊推進対策事業（▲6,800皆減）
クラウドファンディング事業（▲3,500皆減）、防災資機材整備事業24,796（新）
全国瞬時警報システム更新事業（▲4,536皆減）、美瑛町史第８巻編さん事業6,909（新）
参議院議員選挙事業10,549（新）、町長町議会議員選挙事業10,647（新）

民 生 費 1,153,788 604,386 58,600 112,724 378,078 985,039 168,749 17.1
障害児施設措置費60,527（10,065）、子ども・子育て支援事業計画策定事業3,400（新）
認定こども園整備事業243,931（186,985）、へき地保育所管理運営事業62,096（▲7,030）

衛 生 費 1,055,765 114,031 25,500 69,590 846,644 1,014,523 41,242 4.1
大雪地区広域連合負担金566,496（9,814）、保健指導管理事業1,754（▲4,064）
町営墓地環境整備事業15,390（新）、大雪清掃組合負担金92,418（10,658）

労 働 費 1,681 1,681 1,538 143 9.3

農林水産業費 656,789 425,136 0 17,064 214,589 796,257 ▲ 139,468 ▲ 17.5
農業研修施設事業特別会計繰出金11,160（▲90,665）、小麦キャンプ補助3,300（2,800）
白金牧場管理運営事業10,000（▲4,504）、木質再生エネルギー推進事業（▲47,808皆減）

商 工 費 480,639 30,690 50,500 160,154 239,295 1,483,587 ▲ 1,002,948 ▲ 67.6

美瑛町中小企業者等振興補助事業10,000（▲5,000）、写真文化創造事業2,500（▲7,500）
観光振興対策事業3,000（▲8,500）、体験型宿泊交流施設整備（▲5,000皆減）
白金エリア再構築事業2,500（▲171,512）、インバウンド対策拠点ネットワーク構築事業（▲3,000皆減）
移住定住促進住宅整備事業（▲8,102皆減）、町民プール建設事業21,500（▲815,108）
クレー射撃場管理運営事業2,000（新）

土 木 費 1,009,282 291,726 188,400 73,308 455,848 1,323,790 ▲ 314,508 ▲ 23.8

北瑛旭第６線道路改良舗装事業50,000（30,000）、旭千代ヶ岡線道路改良舗装事業148,000（133,000）
美望ヶ原ビルケ線道路改良舗装事業（▲225,000皆減）、白金美瑛支線両泉橋架換事業51,500（▲118,500)
雪寒建設機械整備事業29,976（新）、丸山通り線道路整備事業（▲215,000皆減）
丸山通り商店街駐車場整備事業10,823（新）、定住促進住宅改修事業（▲8,000皆減）

消 防 費 368,996 2,747 366,249 350,764 18,232 5.2
共通経費   54,885 （4,189）
単独経費 314,111 （14,043）

教 育 費 429,157 1,291 60,000 27,562 340,304 431,399 ▲ 2,242 ▲ 0.5
スクールバス整備事業（▲8,840皆減）、美瑛小学校改修（プール解体等）事業15,520（新）
明徳小学校改修（▲7,500皆減）、小学校社会科副読本管理事業1,840（1,769）

公 債 費 1,568,483 84,401 1,484,082 1,531,842 36,641 2.4 元金1,488,410(55,789)、利子79,073(▲19,148)

諸 支 出 金 444,642 500 376 443,766 459,617 ▲ 14,975 ▲ 3.3 水道会計補助13,766（▲6,580）、病院事業負担金500（▲8,400）

災 害 復 旧 費 1,155 1,155 1,057 98 9.3

予 備 費 20,000 20,000 20,000 0 0.0

合　　　　　計 8,989,000 1,557,006 431,900 662,342 6,337,752 10,102,000 ▲ 1,113,000 ▲ 11.0

平成31年度　一般会計歳出予算額　（　概要・主な増減　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円、％）

款
平成31年度

予算額

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 前年度比較
主　　な　　増　　減　　等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　）内はH30当初との比較

平成30年度
予算額

- 3 -



1 防 災 機 能 新規
総 務

費
防災資機材整備事業

大規模停電発生時の緊急対応のため、防災無線中継局や浄水場で使用でき
る発電機を整備する。
・防災無線中継局　３台
・泉源、ダム等水道施設　１２台

24,796 0 24,796 24,700 96

2 子 育 て 支 援 継続 〃
丘のまちびえいすくすくサ
ポート事業

将来を担う子どもたちの成長を願い、その成長の過程を応援することを目的
に、出生時・小学校入学時・、中学校入学時に全町民の祝福の意を込めた「す
くすくサポート祝品」を贈呈する。

8,961 9,187 ▲ 226 8,900 61

3 行 政 機 能 新規 〃 美瑛町史第８巻編さん事業 平成21年度～30年度の10年間分の町史（第８巻）の編さんを行う。 6,909 0 6,909 6,909 0

4 地 域 振 興 継続 〃
美瑛高等学校教育環境振
興補助事業

【支援、補助の内容】
・入学準備支援、通学費支援、修学旅行支援、就職資格進学模擬試験補助
、就職資取得試験補助、特色ある教育支援補助、外部予備校等受講料補助
、進学受験費用補助、進学者給付型奨学金

14,880 15,160 ▲ 280 14,800 80

5 社 会 福 祉 継続
民 生

費
福祉ハイヤー借上事業

70歳以上の低所得高齢者および視覚・体幹・下肢の重度障害がい者（1、2級）
に加えて、1～3級の障がい者で低所得の自家用車等交通手段を持たない交
通弱者に対し、ハイヤー利用助成券を交付する。

8,040 8,040 0 3,800 4,240 0

6 児 童 福 祉 新規 〃
子ども・子育て支援事業計
画策定事業

子ども・子育て支援法に基づき5年を１期として策定している子ども・子育て支
援事業計画の第２期となる計画の策定委託を行う。（アンケート調査・計画策定
委託）

3,400 0 3,400 3,400 0

7 〃 継続 〃 認定こども園整備事業

民間幼稚園が実施する、認定こども園整備に係る補助事業。
　◇2ヶ年事業の2ヶ年目　　◇総事業費；434,106千円
〈2年目〉　建設工事、園舎解体等　事業費347,284千円
　財源内訳　　国庫補助 186,244千円
　　　　　　　　  町負担　　 57,687千円　合計243,931千円
　　　　　　　　  自己資金 103,353千円

243,931 56,946 186,985 186,244 54,800 2,887 0

8 子 育 て 支 援 継続
衛 生

費
健やか未来応援事業

美瑛で生まれ育つ子どもたちの健やかな成長を願う応援事業。体（脳）の育ち
の土台となる「食」「遊び」を柱とした贈り物をする。

788 900 ▲ 112 788 0

9 環 境 衛 生 継続 〃 町営墓地環境整備事業
下宇莫別町営墓地内の未舗装部分の通路・駐車場の舗装化及び、ひび割れ
等劣化している駐車場アスファルトの張替えを行う。

15,390 6,405 8,985 15,390 0

10 地 域 振 興 継続
総 務

費
丘のまちびえい活性化協
会補助金

丘のまちびえい活性化協会の活動に対する補助金
・地域ＤＭＯ推進事業
・地域活性化事業

83,226 46,073 37,153 37,708 36,901 8,617

11 商 工 業 振 興 継続
商 工

費
美瑛町中小企業者等振興
補助事業

美瑛町内の中小企業者等が行う取組に対し経費の一部を補助し、地域の需要
に応じた持続的な経営や創意工夫による課題解決等を支援し、地域の原動力
となる中小企業者等の活性化を図る。

10,000 15,000 ▲ 5,000 10,000 0

一般財源

財　　源　　内　　訳

№
新規
継続

事　　　　業　　　　名区　分

平　成　31　年　度　予　算　に　係　る　主　な　施　策　等　事　業

国・道
支出金

起　　債 その他

款 事　　　業　　　内　　　容　　　等
Ｈ3１

予算額
前 年 度
当初予算

前年度
との
比較
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一般財源

財　　源　　内　　訳

№
新規
継続

事　　　　業　　　　名区　分

平　成　31　年　度　予　算　に　係　る　主　な　施　策　等　事　業

国・道
支出金

起　　債 その他

款 事　　　業　　　内　　　容　　　等
Ｈ3１

予算額
前 年 度
当初予算

前年度
との
比較

12 商 工 業 振 興 継続
商 工

費
美瑛町商店街活性化事業

美瑛町中心市街地の商業地域内における空き店舗等の活用に取り組む創業
者に対し、開業に必要な費用の一部を補助し、中心市街地賑わいづくり、雇用
拡大、移住定住に繋げていく。

10,000 10,000 0 5,000 5,000 0

13 観 光 振 興 継続 〃 白金エリア再構築事業
【H31新規整備】
H30年度に開発局が設置した土盛集積場を視点場として活用するため、手す
り・スロープを設置する。

2,500 0 2,500 2,500 0

14 〃 新規 〃
サイクルツーリズム推進事
業

サイクリングモデルコースを周知し、ツーリズムを推進する。
　・携帯サイクルマップ印刷費　20,000枚、アルミ製サイクルラック　20基
　・ｗｅｂマッピングサービス拡張業務

1,679 0 1,679 839 840 0

15 移 住 ・ 定 住 継続 〃
美瑛町定住住宅取得助成
事業

美瑛町における定住促進を図るため、居住用住宅を町内に新たに取得した者
に対し経費の一部を助成する。（平成29年7月施行）

20,000 20,000 0 10,000 10,000 0

16 街 路 整 備 新規
土 木

費
丸山通り商店街駐車場整
備事業

美瑛町中心市街地である丸山通りに公共駐車場を整備し、路上駐車への対処
及び飲食店・拠点施設利用者の利便性向上を図り、魅力ある商店街づくりに繋
げていく。
・整備面積　約430㎡　駐車台数　12台

10,823 0 10,823 10,800 23

17 生 涯 学 習 継続
教 育

費
人づくり育成事業

・少年少女道外研修補助金
１）山梨県早川町、富士五湖。ヤフー（株）企業訪問
２）静岡県伊豆半島（世界ジオパーク、美しい村松崎町）

5,000 4,807 193 317 4,400 283

18 文 化 振 興 継続 〃
美瑛学推進事業
（十勝岳ジオパーク推進協
議会補助）

【H31特記事項】
十勝岳の成り立ちや自然の魅力を再発見し、平成32年度以降の日本ジオパー
ク正式会員認定を目指し、郷土学館２階に事務室を設け、地域おこし協力隊も
活用したうえで推進協議会の活動を行う。

4,583 2,500 2,083 2,291 2,292 0

19 ス ポ ー ツ 振 興 新規 〃 町民プール建設事業 平成30年12月オープンの町民プール外構工事 21,500 0 21,500 21,500 0

20 〃 新規 〃
クレー射撃場管理運営事
業

【H31特記事項】
トラップ射場の放出器の壕（ボックスカルバート）内浸水対策の実施。

2,000 0 2,000 2,000

21 農 林 業 振 興 継続
農 林 水

産
業 費

高収益作物振興対策事業
施設野菜のトマトを中心とした蔬菜の増反推進のため、ＪＡが整備しリースする
設備（ボイラー、加温機）の導入費について助成する。

6,551 6,551 0 6,551 0

22 〃 継続 〃

小麦キャンプ補助事業
【事業主体：北海道小麦
キャンプinびえい実行委員
会】

北海道小麦キャンプinびえいの開催に係る運営費負担金 3,300 500 2,800 1,600 1,700

23 〃 継続 〃 多面的機能支払交付金
地域資源の良好な保全や取組を推進し、地域資源の質的向上を図る共同活
動に対し支援する。

198,961 199,126 ▲ 165 149,220 49,741

24 〃 継続 〃
未来につなぐ森づくり推進
事業補助金

民有林造林事業への補助　（森林組合要望：造林量150ｈa)
事業費の26％を補助（うち16％は、北海道が負担）

27,140 20,000 7,140 16,701 10,439
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一般財源

財　　源　　内　　訳

№
新規
継続

事　　　　業　　　　名区　分

平　成　31　年　度　予　算　に　係　る　主　な　施　策　等　事　業

国・道
支出金

起　　債 その他

款 事　　　業　　　内　　　容　　　等
Ｈ3１

予算額
前 年 度
当初予算

前年度
との
比較

25 道路網等管理 継続
土 木

費
都市計画マスタープラン策
定事業

都市計画マスタープラン策定事業
　①分野別課題の整理・構成
　②都市将来構造図の作成、地域別構想図の作成等
　③計画書の製本及び印刷

2,532 2,316 216 2,500 32

26 〃 継続 〃
朗根内上俵真布線　道路
改良舗装事業
（社会資本総合計画）

全体　L=6,240m
H31 改良L=180m（L側のみ暫定施工）

15,000 15,000 0 9,570 5,400 30

27 〃 継続 〃
美沢17線　道路改良舗装
事業（社会資本総合計画）

全体　L＝1,703m
H31 改良舗装L=60m　　　　　C=15,000千円
　　　用地杭設置L=1,703ｍ　 C= 5,500千円

20,500 14,000 6,500 13,070 7,400 30

28 〃 継続 〃
北瑛旭第6線　道路改良舗
装事業
（社会資本総合計画）

全体　L＝2,650m
H31 改良舗装L=200m

50,000 20,000 30,000 31,900 18,100 0

29 〃 継続 〃
美園村山線　道路改良舗
装事業
（社会資本総合計画）

全体　L=1,020ｍ
H31 橋梁下部工（P)

40,000 13,300 26,700 24,000 16,000 0

30 〃 継続 〃
旭千代ヶ岡線　道路改良舗
装事業
（社会資本総合計画）

全体　L＝600m
H31　改良舗装　L=520m

148,000 15,000 133,000 91,872 56,100 28

31 〃 継続 〃
旭美瑛線道路改良舗装事
業
（社会資本総合計画）

全体　L=9,370ｍ
Ｈ31　改良舗装L=100m

20,210 20,000 210 12,893 7,300 17

32 〃 継続 〃
白金美瑛支線両泉橋架換
事業
（社会資本総合計画）

全体　橋梁１橋架換
Ｈ31　上部工架設Ｎ＝１橋、道路舗装工L=117.13m、W=5.5ｍ（7.5ｍ）
　　　電柱移設工2本

51,500 170,000 ▲ 118,500 28,710 22,700 90

33 〃 継続 〃
赤羽下宇莫別線　道路改
良舗装事業

全体延長L=3,540m
H31 改良舗装L=50m

10,000 0 10,000 10,000 0

34 〃 継続 〃
橋梁維持修繕事業
（社会資本総合計画）

舗装段差擦り付け　5橋梁（L＝5m W＝6m T＝0.03m）×2（両側）
橋梁定期点検（近接目視）　H31　N=9橋

26,377 47,000 ▲ 20,623 16,200 10,000 177

35 〃 新規 〃
橋梁長寿命化計画策定事
業

過去５か年の橋梁点検結果を基に、修繕計画を策定し、橋梁の長寿命化と修
繕コストの削減を図る。
計画策定業務委託料　14,500千円　　Ｎ＝151橋

14,500 0 14,500 9,250 5,250 0

36 〃 新規 〃
雪寒建設機械整備事業
（小型除雪車）

小型除雪車（小型ロータリ）１台
（現有15号車の老朽化に伴う入れ替え）

29,976 0 29,976 14,375 15,600 1

37 〃 継続 〃
丸山公園改修事業
（社会資本総合計画）

トイレ、池、トラック、スタンド、園路改修
H31 園路改修　　　C=16,500千円　L=161ｍ W=4.0ｍ

16,500 16,300 200 7,500 9,000 0
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一般財源

財　　源　　内　　訳

№
新規
継続

事　　　　業　　　　名区　分

平　成　31　年　度　予　算　に　係　る　主　な　施　策　等　事　業

国・道
支出金

起　　債 その他

款 事　　　業　　　内　　　容　　　等
Ｈ3１

予算額
前 年 度
当初予算

前年度
との
比較

38 教 育 振 興 継続
教 育

費
教育助手管理事業

基準により、教育指導助手５名配置
小中学校　月額170,000円（4.75時間）

10,200 9,900 300 10,200

39 〃 継続 〃 教育専門員管理事業

教育委員会配置１名
特別支援個別指導８名配置
美瑛小１名、美馬牛小1名、美瑛東小２名
美瑛中４名

19,704 16,820 2,884 19,704

40 〃 継続 〃
学校給食管理運営事業
（学校給食費無償化交付
金）

学校給食費について、各家庭の教育費用の負担軽減を目的に、児童生徒分
の学校給食費用を町費にて負担する。

44,500 44,500 0 44,500 0

41 〃 新規 〃 美瑛小学校改修事業
町民プール開設に伴い、老朽化したプールを解体し、美瑛小学校教職員駐車
場、多目的広場として整備する。

15,520 0 15,520 15,500 20

42 〃 継続 〃
キャリア教育推進事業
（美瑛町中学生道内研修）

職業観の育成を目的として、中学２年生８０名を対象に、異業種人材育成研修
参加企業などの協力により、職場体験や職員との交流・ディスカッション等の研
修を行う（札幌１泊２日）。

2,500 2,500 0 2,500 0

43 下 水 道 継続
下 水

道

下水処理場整備事業費（ス
トックマネジメント実施計画
策定業務）

下水道施設（処理場・幹線管渠）の計画的な改築、更新及び維持管理を行うた
めの計画策定（旧長寿命化計画）

13,500 16,000 ▲ 2,500 10,300 3,200

44 清 掃 新規 清 掃
最終処分場ホイールローダ
購入

　現有最終処分場ホイールローダは、平成６年から使用し２４年目が経過。　車
両本体等の老朽による亀裂等の発生、各部品及びタイヤ等の消耗が著しいこ
とから、車両の更新をする。　主な作業内容にあっては、廃棄物の埋立作業、
覆土・整地作業である。（敷地内除雪作業を含む）

17,050 0 17,050 17,050

45 消 防 新規 消 防
消防ポンプ自動車整備事
業
【第6分団車整備事業】

　現在の第6分団消防ポンプ自動車は、平成元年に寄贈整備され約30年が経
過し、経年劣化から故障箇所が増え、故障時の部品調達が著しく困難な状況
であります。白金地区の防災を担う消防ポンプ自動車であることから、更新整
備を行うものです。
　備品購入費　28,078千円他

28,153 0 28,153 28,153
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 第１章 基本事項                      

 

第１節 業務継続計画（ＢＣＰ）とは                  

業務継続計画（ＢＣＰ＝Business Continuity Plan）とは、大規模災害

の発生時に行政自らが被災した場合の対応を定める計画である。 

人、物、インフラ等利用できる資源に制約がある状況下において、優先的

に実施すべき業務（非常時優先業務）を特定するとともに、業務の執行体制

や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定め、地震等による大

規模災害発生時においても、適切な業務執行を目的とした計画である。 

本町には、防災対策を定めた計画として地域防災計画があり、これを補完

して具体的な体制や手順等を定めたものとして災害時初動対応マニュアル

等があるが、美瑛町業務継続計画は、国が示した「特に重要な６要素」につ

いて現状を検証し今後の検討課題を明らかにすることにより、資源制約が伴

う条件下においても非常時優先業務の実施を確保しようとするものである。 

 

※非常時優先業務：大規模災害発生時にあっても優先して実施すべき業務のこと。  

具体的には、災害応急対策業務や早期実施の優先度が高い災害

復旧・復興業務等（これらを「応急業務」と称する。）のほか、

業務継続の優先度の高い通常業務が対象となる。  

 

図１ 非常時優先業務のイメージ  

出典：内閣府（防災担当）「大規模発生時における地方公共団体の業務継続の手引き」  
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第２節 地域防災計画と業務継続計画の関係             

地域防災計画は、災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興について実施

すべき事項が定められているが、役場の人員や施設・設備等が甚大な被害を

受けた場合の対応は規定されていない。 

したがって、地域防災計画に定められた業務を大規模災害発生時にあって

も円滑に実施するためには、行政自身が被災し、制約が伴う状況下であって

も、業務が遂行できる体制をあらかじめ整えておく必要がある。 

また、行政が担う平常時の公共サービスの提供は、災害時にあっても継続

が求められる業務が含まれている。しかし、災害対策基本法に基づく地域防

災計画は、応急業務の枠を超える業務についてまで網羅する性格のものでは

ない。 

このことから、応急業務に限らず、優先的に継続すべき通常業務までを含

めた業務の継続が遂行できる体制を構築しておかなければならない。 

 

区  分 地域防災計画 業務継続計画 

作成主体  美瑛町防災会議  美 瑛 町  

計画の趣旨  災害対策基本法に基づき、災

害発生時または事前に実施す

べき災害対策に係る実施事項

や役割分担等を規定する計画  

災害発生時に必要とする資源に制

約がある状況下であっても、非常時

優先業務を目標とする時間・時期ま

でに実施できるようにする計画  

行政の被災  想定されていない。  庁舎、職員、電力、情報システム、

通信等の必要資源の被災を想定す

る。  

対象業務  災害対策に係る業務（災害予

防、災害応急対策、災害復旧・

復興）を対象とする。  

災害対策に係る業務だけでなく、優

先度の高い通常業務も対象とする。 

業務開始目標時

間 

定めていない。  非常時優先業務ごとに業務開始目

標時間を定める。  

業務従事職員の

水・食料等の確保  

想定されていない。  業務に従事する職員の水・食料、ト

イレ等の確保について想定する。  
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第３節 業務継続計画の効果                       

災害発生時には、災害対応に係る応急業務が次々と発生し、業務量が極め

て膨大なものとなる。一方、職員の参集や業務に必要な物資、資源に不足が

生じ、業務の処理能力が低下するおそれがある。  

 

図２ 発生後に実施する業務の推移  

出典：内閣府（防災担当）「大規模発生時における地方公共団体の業務継続の手引き」  

 

このような場合において、業務継続計画をあらかじめ策定することにより、

非常時優先業務を適切かつ迅速に実施することが可能となる。  

具体的には、非常時優先業務の執行体制や対応手順が明確となり、非常時

優先業務の執行に必要な資源の確保が図られることで、災害発生直後の混乱

により行政が機能不全になることを避け、速やかにより多くの業務を実施で

きるようになる。 

また、自らも被災者である職員の睡眠や休憩、帰宅など安全・衛生面の配

慮の向上も期待できる。 
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第４節 想定する災害                          

本計画で想定する災害は、美瑛町地域防災計画にて想定する本町域内に属

する可能性のある３つの活断層を震源とした、震度５以上の内陸型地震とす

る。なお、風水害、火山災害等においても、必要に応じて本計画を準用する

ものとする。 

 

１ 想定地震のモデル 

過去に国内で発生した内陸型地震などから、次の４つの地震をモデルとした。 

№ 地 震 名 発生年月日 
地震

規模 

震源の

深さ 
備     考 

1 弟子屈付近の地震 1967.11.4 M6.5 20 ㎞ 
道内の陸上部で唯一 M6を超

えた内陸型地震 

2 兵庫県南部地震 1995.1.17 M7.3 16 ㎞ 
わが国で初めて震度７が適

用された内陸型地震 

3 新潟県中越地震 2004.10.23 M6.8 13 ㎞ 
最近発生した最も規模の大

きい内陸型地震 

4 （サンプル） － M8.0 13 ㎞ 
上記№1～№3 を超える規模

の内陸型地震を想定 

 

２ 震源の位置 

断 層 名 

震 源 位 置 

付近の集落等 

東 経 北 緯 

① 白金温泉－丸山 142°43′30″ 43°30′00″ 白金温泉 

② 置杵牛断層 142°34′00″ 43°34′00″ 置杵牛中央 

③ 白金温泉断層 142°38′30″ 43°28′30″ 白金温泉 
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３ 被害想定 

上記想定地震により発生する被害の予測は、下表のとおりである。 

（１）家屋倒壊、出火、死者に関する被害 

 

（２）施設、資源に関する被害及び復旧予測 

区 分  被 害 状 況  復 旧 予 想  

庁舎  

庁舎は倒壊せず利用可能。建物内

の固定されていない什器、天井等

が転倒、落下する。  

什器等の再設置、ガラス破片や

内部収納物の片付けに半日以

上要する。  

防災行政無線  

電力供給が中断し、非常電源が確

保されなければ利用に支障が生

じる。  

非常電源により 72 時間程度通

信可能だが、以降は発電機から

の電力供給を要する。  

情報システム  

停電、断線等により、基幹システ

ムや LGWAN等のネットワーク、

OA 機器が利用できなくなる。  

復電や断線の解消により、復旧

には１週間程度要する。 

電力  

断線等により電力供給が中断す

る。  

電力の復旧に１週間程度要す

る。復旧後も計画停電の可能性

がある。  

断層名及び 

被害内訳 

想定地震 

①白金温泉－丸山 ②置杵牛断層 ③白金温泉断層 

家屋

被害 

出火

件数 

死者

数 

家屋

被害 

出火

件数 

死者

数 

家屋

被害 

出火

件数 

死者

数 

１弟子屈付近の地震 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

２兵庫県南部地震 50.4 1.3 2.6 116.5 2.2 5.8 64.7 1.5 3.3 

３新潟県中越地震 0.6 0.0 0.0 10.6 0.5 0.6 1.1 0.0 0.1 

４（サンプル） 271.8 3.6 13.6 456.5 5.0 22.7 313.8 4.0 15.7 
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区 分  被 害 状 況  復 旧 予 想  

上下水道  

管路や浄水場、下水処理場の被害

または停電による断水が生じる。 

復旧まで１週間程度要する。  

固定電話  

大量アクセスにより輻輳（ふくそ

う）が発生し、ほぼ不通となる。 

不通が１週間程度継続する。  

携帯電話  

大量アクセスにより輻輳が発生

し、ほぼ不通となる。また、基地

局等の非常用電源の燃料が確保

できなければ不通となる可能性

がある。  

不通が１週間程度継続する。  

インターネット  

引込管路等での断線により不通

となる。  

不通が１週間程度継続する。  

鉄道（JR）  

線路等の鉄道施設被害または停

電により不通となる。  

不通が１週間程度継続する。  
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 第２章 業務継続体制                    

 

第１節 組織体制の確立                         

災害発生時、美瑛町災害対策本部が設置され、本部長は同時に美瑛町業務

継続計画の発動を宣言し、非常時優先業務について一元的に指揮・調整・監

督を行う。権限を持った職員が不在となった場合でも、円滑に指揮命令系統

を確立し、対処の遅延を防ぐため、あらかじめ権限の委任について定める。 

 

１ 指揮命令系統 

（１）災害対策本部における指揮命令の権限の委任 

  町長が事故や不在等の場合には、以下の順に権限を委任する。  

第１位 第２位 第３位 第４位 

塚田副町長 石井副町長 教育長 総務課長 

 

（２）本部員権限の委任 

本部員が事故や不在等の場合には、本部員が所属する課（局・室）におい

て以下の方針により権限を委任する。 

① 本部員が参集できず連絡を取れない場合に備え、権限を委任する順序を

事前に定めておく。 

② 本部員が参集できない状況であるが、連絡が取れ、指示を仰ぐことが可

能な場合は、権限の委任はしない。 

③ 権限委任を定めておく本部員の範囲は、課長補佐以上とする。ただし、

課長補佐の配属がいない場合は係長以上とする。  
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２ 職員の参集 

（１）現在の状況 

 災害発生時における初動対応については、震度４の地震が発生した場合、

災害時初動対応マニュアルに基づき、全課（局・室）長は自動参集のうえ情

報連絡本部を設置する。また、震度５の地震が発生した場合、美瑛町地域防

災計画第１編第２章第５「本部の配備体制」に定める非常配備基準に基づき、

全課（局・室）員は自動参集のうえ災害対策本部を設置することとされてい

るが、職員及び家族の被災、交通の断絶、人命救助等の要因により速やかに

参集できない可能性がある。この場合は、人命救助に支障のない範囲で速や

かに本部員（所属長）に報告する。 

 本部員（所属長）は、所属職員への登庁命令及び安否確認（職員の家族を

含む）を行い、総務渉外対策部は職員の安否情報の取りまとめを行う。  

 

（２）今後の検討事項 

① 気象情報・警報、噴火警戒レベル、震度及び河川情報などに応じて、誰

がどこに参集すべきかを常に確認する。  

② 職員連絡ルート（緊急連絡網）を明確化するとともに、管理施設及び関

係機関との連絡体制を常に確認する。  

③ 各対策部の職員の参集状況により、人員を必要とする対策部へ他対策部

からの応援職員を配置するほか、町全体での活動人員が不足する場合には

他市町村等への職員派遣を要請し、人員の確保及び適切な配置を行う。  
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第２節 物的資源の確保                        

 

１ 役場庁舎 

（１）現在の状況 

 役場庁舎については、耐震基準を満たしており、倒壊の可能性は低いと考

えられる。ただし、壁の崩壊、ガラス・物品等の散乱、天井版・照明器具等

の落下などにより、安全性が著しく損なわれるとともに業務遂行の大きな妨

げとなることが予測される。 

 

（２）今後の検討事項 

役場庁舎が使用不可となった場合の代替施設を以下のとおり設定する。  

名  称  住  所  耐震性  非常電源  

美瑛消防署  美瑛町本町 4 丁目 5-20 有 有 

町民センター  美瑛町寿町 2 丁目 3-13 有 有 

 

２ 非常時優先業務に要する電力 

（１）現在の状況 

 通信設備や情報システムなど、非常時優先業務の遂行のために電力は必要

不可欠な資源であり、停電時には大きな混乱が生じる。 

① 役場庁舎及び代替施設にて保有している非常用発電機は以下のとおり

であり、これらを稼働させることにより一時的な電力供給は可能となる。 

施設名  設置場所  品 番  
使用可能  

時間  

タンク  

容量  
燃 料  

役場庁舎  地下機械室  
ヤ ン マ ー

AD95C 
80 時間  490ℓ 軽油  

美瑛消防署  地下室  
ヤンマー  

YT80CMG 
265 時間  

5,000ℓ 

署内共通  
重油  

町民センター  建物横  
デンヨー  

DCA-100LST 
83 時間  490ℓ 軽油  

② 災害発生時には、「災害時における石油燃料類の供給等に関する協定」

に基づき、旭川地方石油販売業協同組合美瑛部会（山上石油、中村商

事、小杉石油店、丸善商事、佐藤商事）に対し協力を要請する。  
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（２）今後の検討事項 

① 非常用発電機の長時間の稼働に備え、燃料をあらかじめ十分に備蓄する

とともに、災害発生後も継続的な供給を図る。また、定期的に発電機の試

験稼働を行い、バッテリー上がり等の不具合が生じないよう努める。  

② 非常時優先業務を行うために必要とする電力が、現状の非常用発電機で

賄えるかの検証が必要となる。 

③ 北海道電力に対して優先的な復旧を要請し、長時間の停電が予想される

場合は、電源供給車等による応急措置を依頼する。  

④ 各部署は、非常時優先業務に使用しない電気機器の電源を切るなどの節

電に努める。 

 

３ 飲料水及び食糧 

（１）現在の状況 

① 町で備蓄している飲料水及び食糧は町民へ提供するものであり、職員用

の備蓄は想定されていない。 

② 災害発生時には、「災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開

に関する協定」など、飲料水及び食糧の供給に関する協定を締結している

業者に対し協力を要請する。 

 

（２）今後の検討事項 

災害発生時には、飲料水及び食糧の供給に関する協定が確実に履行される

よう、協定締結業者との連絡体制を確認しておく必要がある。 

 

４ トイレ 

（１）現在の状況 

① 上下水道施設の被害状況により使用不能となるおそれがある。 

② 停電時には、電力のみにより水洗するタンクレストイレでは水を流すこ

とができない。なお、役場庁舎は水を流すことができる。  

③ 町では仮設トイレの備蓄はない。 
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（２）今後の検討事項 

①災害発生時に備え、仮設トイレの提供が可能な業者と災害協定を締結する

とともに、トイレットペーパーや消毒薬等の消耗品を備蓄する必要がある。 

②公共施設の建設にあたっては、電力を必要としない水洗方式のトイレを採

用する必要がある。 

 

５ 通信 

（１）現在の状況 

関係機関との通信については、固定電話、ＦＡＸ、衛星携帯電話、携帯電

話、防災行政無線、北海道防災情報システムなどの通信機器を状況に応じて

活用する。 

災害発生時には、電話回線が輻輳し、固定電話がつながりにくい状態とな

ることが想定される。このため、輻輳の影響を受けない衛星携帯電話２回線

及び携帯電話２回線（災害時優先電話契約）を使用する。 

なお、防災行政無線の状況については次のとおり。 

設 備  設置場所  種   別  局 数  

同報系  

役場庁舎  親局  1 

町内  

中継局  5 

子局  13 

移動系  町内  

基地局  1 

車載機  41 

携帯機  39 

 

（２）今後の検討事項 

庁舎の固定電話については、ひかり回線を使用しているため、災害時に輻

輳の影響を受けない災害時優先電話として契約することができない。非常時

優先業務の遂行には、電話による通信手段を確保する必要があるため、ひか

り回線を使用している一部の固定電話をアナログ電話線の使用に変更し、災

害時優先電話として契約しなければならない。  
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６ 情報システム 

（１）現在の状況 

情報システムは、災害発生時においても災害対応に係るデータ管理や情報

収集、情報共有等、災害対応業務の遂行において必要不可欠であるが、様々

な要因により障害が発生することが想定される。  

 

（２）今後の検討事項 

① 災害発生時は、各情報システムの被害状況を確認し、非常時優先業務に

要する最小限の電子機器類の確保に努める。  

② 各課（局・室）は、情報システムが使用不能となった場合に備え、業務

端末等を使用せずに手書きなどで事務処理を行うための準備や、非常時優

先業務に必要となるデータの紙媒体での保管について検討する。  

③ 役場庁舎の非常用発電機から電力を供給することができるコンセント

は、総務課、住民生活課、税務課のみに設置されている。非常時優先業務

の遂行には、電力の確保が必要不可欠であることから、各課（局・室）フ

ロアや災害対策本部となる３階第１会議室に、新たなコンセントや非常用

発電機を補う代替発電機の設置を検討する必要がある。 

 

７ 行政データのバックアップ 

（１）現在の状況 

行政が保有しているデータについては、喪失した場合に復元することが不

可能あるいは相当困難と想定されるデータはバックアップしておかなけれ

ばならない。現在、戸籍、住民基本台帳、財務会計、人事給与、固定資産税

及び町税等に係るデータは、庁舎外サーバーへのバックアップ体制が確保さ

れている。 

 

（２）今後の検討事項 

① 公営住宅、税金及び保険料等に係る滞納情報は、庁舎内のサーバーにデ

ータが保存されているため、庁舎外サーバーへのバックアップ体制を構築

する必要がある。 

② 重要度の高い永年保存等の一般文書については、電子文書管理事業にお

いて庁舎外サーバーへのバックアップ体制を構築する必要がある。  
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第３節 非常時優先業務                        

 

１ 非常時優先業務の考え方 

 災害発生時には、人命救助等の緊急性を有する応急業務が激増する一方、

職員や業務に必要な物資、資源に不足が生じ、業務の処理能力が低下するお

それがある。そのような状況下で業務を継続するためには、発災後のいつ頃

の時期までにどの業務を開始・再開する必要があるかを検討し、優先的に実

施すべき業務を時系列で絞り込むことが必要となる。本計画では、優先して

実施すべき業務を非常時優先業務として整理する。 

 非常時優先業務は、以下に示すように優先的通常業務と災害対応業務に分

類される。なお、通常業務のうち、２週間以内に着手しなくても町民の生命・

生活・財産・都市機能維持に直ちに影響を及ぼさない業務は本計画において

検討対象外とする。 

（１） 優先的通常業務 

 日常的に実施している通常業務のうち、発災後であっても一定期間内に優

先的に実施・再開すべき業務。 

 

（２）災害対応業務 

 災害発生時に、応急及び復旧・復興のために実施する業務。  

 

  

図３ 非常時優先業務の構成  
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２ 非常時優先業務の選定 

（１） 選定方針 

① 町民の生命、身体、財産の保護を最優先し、被害を最小限にとどめる。 

② 施設維持や町民生活に著しく影響のある通常業務以外の業務は一旦休

止する。 

③ 休止、縮小する業務は、町民生活の維持における必要度にて判断する。 

④ 行事、会議等は、原則中止または延期し、公共施設は避難所等の災害対

応業務として使用する場合を除き、一般利用を休止する。  

 

（２）対象期間 

 非常時優先業務の対象期間は、災害発生後著しく業務処理能力が低下し混乱

が生じる期間及び通常業務の実施体制が確立されると考えられるまでの期間で

あり、本計画では、非常時優先業務の対象期間を発災から２週間までとする。 

 次のとおり対象期間を４つに分け、非常時優先業務ごとに業務開始時間を設

定する。 

業務開始 

目標時間 
選定基準 主な該当業務区分 

発災～３時間 

発災後直ちに業務に着手しないと、町民の

生命・生活・財産、または都市機能維持に重

大な影響を及ぼすため、優先的に対策を講

ずべき業務 

・初動体制の確立 

・被災状況の把握 

・救助、救急の開始 

・避難所の開設 

３時間～１日 

遅くとも発災後１日以内に業務に着手しな

いと、町民の生命・生活・財産、または都市

機能維持に重大な影響を及ぼすため、優先

的に対策を講ずべき業務 

・応急活動の開始 

・避難生活支援の開始 

・重大な行事の調整 

１日～３日 

遅くとも発災後３日以内に業務に着手しな

いと、町民の生命・生活・財産、または都市

機能維持に相当の影響を及ぼすため、早期

に対策を講ずべき業務 

・被災者への支援の開始 

・他の業務の行政機能の

回復 

３日～２週間 

遅くとも発災後２週間以内に業務に着手し

ないと、町民の生命・生活・財産、または都

市機能維持に影響を及ぼすため、対策を講

ずべき業務 

・復旧、復興に係る業務

の本格化 

・窓口行政機能の回復 

 



３　非常時優先業務一覧

（１）優先的通常業務

①総務課

部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

役場庁舎の維持管理 ○

固定電話の維持管理 ○

各課非常時優先業務に使用
（PC等事務機器）する発電機の確保

○

燃料の確保（町施設等一括） ○

公印の確保及び管理 ○

寄付金の確認及び返礼品の発送 ○

スケジュールの確認及び調整 ○

各会計の収支伝票処理 ○

防災無線個別受信機の交付 ○

防災無線通常放送 ○

広報取材 ○

広報紙の発行 ○

交通指導員による登校時街頭指導 ○

交通安全旗の設置状況確認等 ○

時間外勤務の確認 ○

週休日及び勤務時間の割振り ○

各種手続きの執行 ○

職員の衛生及び健康管理 ○

業務内容

各会計の執行に関する業務

職員係

職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する業務

職員の共済組合に関する業務

職員の福利厚生に関する業務

財政係

広聴広報係

情報発信に関する業務

広報紙作成に関する業務

役場庁舎等の機能の維持に関する業務

公印に関する業務

まちづくり寄付金に関する業務

理事者スケジュールに関する業務

総務係

交通安全に関する業務

－16－ 



部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

電源系統の維持管理
（停電時の非常用電源等）

○

情報管理及びネットワーク機器、
公衆無線LANの維持管理

○

光回線（ケーブル）の維持管理 ○

②政策調整課

部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

各種交付金の手続き ○

③税務課

部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

各種申告書の受理 ○

原付、小型特殊の標識交付 ○

特別徴収（給与、年金）異動処理 ○

団体の業務支援、連携協力 ○

町税の減免に関する業務

減免申請の受付 ○

その他の業務

各証明発行業務 ○

固定資産税及び都市計画税の賦課に関する業務

償却資産等等各種申告書の受理 ○

固定資産の評価に関する業務

家屋評価現地確認 ○

固定資産評価補助員の選任、委嘱 ○

その他の業務

各証明発行業務 ○

情報管理係

情報管理機器の機能維持に関する業務

光回線の機能維持に関する業務

業務内容

政策調整係
課内の庶務及び経理に関する業務

業務内容

業務内容

住民税係

町道民税の賦課に関する業務

農業所得税対策協議会に関する業務

資産税係
固定資産評価員及び補助員に関する業務
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部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

納税の督励に関する業務

広報・ホームページ等による納税に関す
る周知

○

町指定金融機関における町税取扱いに関する業務

町税等収納に係る業務の連携 ○

町税及び道民税の徴収に関する業務

町税等の窓口納付、口座振替納付等業務
全般

○

その他の業務

各証明発行業務 ○

④収納対策室

部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

上川広域滞納整理機構に関する業務

収納対策に係る業務の連携 ○

⑤住民生活課

部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

畜犬の登録及び狂犬病予防に関する業務

迷い犬対策 ○

環境保全に関する業務

油漏れ等の突発的な環境保全関係事故発
生時対応

〇

廃棄物・し尿収集運搬に関する許可業務 〇

ごみ処理券の交付業務 ○

蜂駆除対策業務 ○

難視聴対策に関する業務

送信側設備の正常稼働化対応 ○

各戸受信側機器故障等の修理対応 ○

公衆浴場確保対策に関する業務

公衆浴場稼働不可状態への対応 ○

業務内容

住民生活係

納税係

収納対策室

業務内容

業務内容
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部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

戸籍に関する業務

各種届書の受付および記載 ○

各種戸籍証明書の窓口交付 ○

住民基本台帳に関する業務

住所変更等の受付および記載 ○

各種証明書の窓口交付 ○

印鑑登録に関する業務

印鑑登録及び変更等 ○

印鑑証明書の窓口交付 ○

国民年金に関する業務

各種届出及び相談等 ○

旅券に関する業務

旅券申請及び交付 ○

住宅の入退去に関する業務

入居者の募集告知業務 ○

入居申込の受付 ○

入居申込者の選考に関する業務 ○

入居者の抽選に関する業務 ○

入居手続及び入居に関する業務 ○

退去手続及び退去に関する業務 ○

月締め処理に関する業務

調定収入額の確定業務 ○

敷金精算業務 ○

入居者の確認業務

入居状況の確認 ○

既存住宅の修繕

急を要する修繕 ○

通常の修繕 ○

住宅使用料等に関する業務

家賃収納業務 ○

⑥浄化センター

部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

し尿処理に関する業務

し尿処理設備の維持管理 ○

業務内容

戸籍年金係

町営住宅係

浄化施設係

業務内容
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⑦保健福祉課

部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

児童手当申請等 〇

児童扶養手当申請等 〇

特別児童手当申請等 〇

児童館利用者認定等 〇

特定保育教育支給認定等 〇

医療券発行業務 〇

生保申請等 〇

相談業務等 〇

要支援者名簿等の確認 〇

高齢者福祉住宅の維持管理 〇

児童館の維持管理 〇

老健施設ほの香の維持管理 〇

人工呼吸器使用者の移送手配 〇

透析患者の受け入れ先の確保 〇

自立支援受給者証等の再発行 〇

各障害福祉サービス事業所の運営状況の
把握

〇

保険証等の再発行 〇

一部負担金等減免申請の受付 〇

各介護サービス事業所の運営状況の把握 〇

要介護認定申請に係る相談・受付事務 〇

介護保険証等の発行 〇

介護、保健福祉サービスに係る相談・調
整

〇

国保医療係

国民健康保険及び後期高齢者医療制度の手続きに関する業務

福祉サービスに関する業務

支援係

介護サービスに関する業務

高齢者保健福祉サービスに関する業務

障害者福祉に関する業務

業務内容

社会係

児童福祉に関する業務

生活保護に関する業務

民生委員・児童委員に関する業務

福祉施設に関する業務

福祉係
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部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

各事業所の運営状況の把握 〇

サービス利用に係る相談・調整 〇

⑧保健センター

部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

妊婦、新生児及び乳幼児の状態の把握 〇

心身不調者に対する健康・栄養相談 〇

医療ケアが必要な人の情報収集及び医療
機関との連携

〇

衛生及び疾病予防指導 〇

保健センターの維持管理 〇

来館者の状況確認 〇

⑨保育センター

部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

保育施設の維持管理 ○

入所児童の状況確認 ○

子ども支援センターの維持管理 ○

施設利用児の状況確認 ○

⑩子ども支援センター

部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

幼児及び保護者の相談等対応 ○

業務内容

健康づくり係

健康相談、栄養相談、精神保健及び疾病予防に関する業務

保健センターの維持管理に関する業務

業務内容

業務内容

計画相談係

障がい児・者の計画相談支援に関する業務

管理係

保育センターに関する業務

子ども支援センターに関する業務

支援係
子育て支援に関する業務

業務内容
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⑪経済文化課

部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

商工団体・関連団体・企業に関する補助
金交付業務

○

中小企業者等に対する融資制度（災害関
連）の情報提供及び商工団体との連携

○

所管施設の維持管理 ○

所管施設の営業 ○

勤労者共済会事業に関する事務 ○

所管施設の維持管理 ○

所管施設の営業 ○

各種イベント関係者への連絡 ○

各種イベント運営に係る会議の招集 ○

各種イベント実施におけるコース及び会
場等の損壊状況の把握

○

イベント開催判断 ○

イベント開催準備 ○

ふるさと会への情報伝達（北海道びえい
会、東京美瑛会）

○

各団体・協議会主催の事業等の運営確認 ○

所管施設の維持管理 ○

所管施設利用者の状況確認 ○

空き家バンク登録物件所有者への情報伝
達

○

移住定住
推進係

移住に関する業務

定住に関する業務

観光振興係

所管施設に関する業務

交流振興係

イベントに関する業務

交流事業等に関する業務

業務内容

商工振興係

商工業に関する業務

所管施設に関する業務

その他業務
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⑫文化スポーツ推進室

部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

事業開催の判断 ○

事業関係者への連絡 ○

事業開催の判断 ○

事業関係者への連絡 ○

⑬農林課

部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

指定管理施設等の維持管理 ○

農用地利用集積計画の公告 ○

農振農用地管理業務 ○

発生状況の把握、対応措置 ○

指定管理施設の維持管理 ○

町有林の維持管理 ○

火入れ、入林等の許可 ○

有害鳥獣出没時の対応 ○

分担金・負担金の徴収業務 ○

スポーツ
振興係

スポーツ事業に関する業務

業務内容

文化振興係

文化事業に関する業務

業務内容

農業振興係

施設管理に関する業務

農地に関する業務

畜産係

家畜伝染病に関する業務

施設管理に関する業務

林務係

町有林管理に関する業務

許可に関する業務

有害鳥獣に関する業務

土地改良係
分担金及び負担金関係業務
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⑭建設水道課

部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

道路及び河川用地等の協議 〇

占用及び使用許可等の発行 〇

道路台帳図等交付業務 〇

地籍図等交付業務 〇

道路、橋梁、河川工事箇所の状況確認 〇

交通安全施設の状況確認 〇

農道の状況確認 〇

道路工事箇所の状況確認 〇

公園施設、遊具等の状況確認 〇

区画整理施工箇所の状況確認 〇

都市施設施工箇所の状況確認 〇

書類受付等 〇

建築工事箇所の状況確認 〇

書類受付等 〇

設置申請受付等 〇

書類受付等 〇

書類受付等 〇

管理係

道路及び河川用地の管理並びに取得及び改廃に関する業務

道路及び河川用地の占用及び使用許可に関する業務

道路、橋梁及び河川台帳の整備保管に関する業務

地籍調査に関する業務

道路河川
第１係

道路河川
第２係

道路、橋梁及び河川の新設、改良並びに維持工事の設計及び施工管理に関する業務

交通安全施設整備に関する業務

農道の整備に関する業務

都市施設係

都市計画区域内の道路の新設及び改良並びに維持工事の設計及び施工管理に関する業務

都市公園、その他公園及び緑地に関する業務

区画整理の設計及び施工管理に関する業務

その他都市施設の新設及び改良に関する業務

建築係

建築確認申請に関する業務

建築工事の調査、設計及び施工に関する業務

開発行為等の審査及び許認可に関する業務

浄化槽の設置及び維持管理に関する業務

省エネルギー住宅に関する業務

屋外広告物に関する業務

業務内容
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部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

道路、橋梁、河川等の状況確認 〇

公園施設、遊具等の状況確認 〇

土木機械の確認 〇

除排雪作業の実施 〇

樋門、樋管施設の状況確認 〇

初動体制の整備 〇

車両の運転 〇

車庫の状況確認 〇

整備点検 　 〇

⑮水道整備室

部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

水道及び下水道並びに泉源の使用料金に関する業務

収納業務 ○

開始・変更・廃止等の届出処理 ○

メーター検針及びメーター器取付簿の整備保管に関する業務

検針業務の管理（委託） ○

検針・収納システムの維持 ○

補助申請及び精算事務に関する業務

各種補助申請精算等業務 ○

給水装置工事並びに開閉栓の受付に関する業務

各種申請・届出の処理 ○

下水道に係る受益者負担金に関する業務

賦課・収納業務 ○

その他室内他係に属さない事項に関する業務

給水体制の維持管理に係る調整全般 ○

日水協・日下協との連絡調整 ○

業務内容

業務内容

庶務係

維持車両係

車両、機械の整備及び管理に関する業務

運行管理に関する業務

車両の資材及び機材の保管に関する業務

建設機械整備に関する業務

維持係

道路、橋梁、河川及び都市施設の管理並びに維持及び補修に関する業務

公園の維持管理に関する業務

土木機械の配車に関する業務

道路の防雪及び除雪に関する業務

水防に関する業務

－25－ 



部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

水道施設に関する業務

水道施設の維持管理 ○

防火用水及び消火栓の維持管理に関する業務

防火用水及び消火栓の警戒配備 ○

給水装置工事の施工、監督及び検査に関する業務

給水装置工事の各種申請・届出の処理 ○

給水装置工事の完了検査 ○

泉源開発及び維持管理に関する業務

温泉井施設の維持管理 ○

下水道施設に関する業務

下水道施設の維持管理 ○

排水設備工事の施工、監督及び検査に関する業務

排水設備工事の各種申請・届出の処理 ○

排水設備工事の完了検査 ○

下水道の水質に関する業務

放流水の水質検査 ○

基幹水利施設に関する業務

白金ダム管理棟、頭首工及びその他設備
の維持管理

○

水力発電施設の運転及び管理に関する業務

発電所及びその他設備の維持管理 ○

業務内容

水道施設係

下水道施設係

基幹水利係
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⑯会計課

部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

公印の確保及び管理 ○

現金及び有価証券の確保及び出納保管 ○

基金に属する現金等の確保及び出納保管 ○

窓口収納業務 ○

金融システムの稼働状況の確認 ○

各会計システムの稼働状況の確認 ○

支出予定データの処理状況の確認 ○

給与等の重要支出に関する支払手段の確保 ○

各会計の収支伝票処理 ○

物品の出納保管及び記録管理 ○

出納検査及び決算等 ○

⑰議会事務局

部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

議員との連絡調整 ○

本会議、委員会の開催 ○

⑱農業委員会

部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

総会 ○

農地移動に伴う許可及び公告 ○

申請の受付 ○

公印の確保及び管理 ○

スケジュールの確認及び調整 ○

業務内容

町議会に関する業務

業務内容

会計係

公印に関する業務

収納に関する業務

システム稼働状況及び支出予定に関する業務

各会計の執行に関する業務

その他、出納に関する業務

業務内容

庶務係

農地の移動に関する業務

公印に関する業務

会長スケジュールに関する業務

庶務係
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⑲管理課

部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

学校施設の維持管理 ○

学校運営の維持管理 ○

教職員の状況確認 ○

教職員住宅に関する業務

急を要する修繕 ○

通常の修繕 ○

急を要する修繕 ○

通常の修繕 ○

児童生徒の状況確認 ○

児童生徒の心理的ケア ○

通学路の安全確保 ○

⑳スクールバスセンター

部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

バスセンターの維持管理 ○

バス車両の維持管理 ○

燃料の確保 ○

急を要する修繕 ○

通常の修繕 ○

運転職員の状況確認 ○

バス運行の維持運営 ○

バス路線の安全確認に係る業務

運行路線の安全確保 ○

バス運行係

業務内容

運転職員に関する業務

バス運行に関する業務

総務係

学校機能に関する業務

教職員に関する業務

学務係

学校給食に関する業務

児童生徒に関する業務

通学路に関する業務

業務内容

スクールバスセンターに関する業務
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㉑図書館

部署
３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

図書館の維持管理 ○

急を要する修繕 ○

通常の修繕 ○

資料等の状況確認 ○

資料等の貸出・返却対応 ○

業務内容

図書係

図書館の管理に関する業務

図書資料に関する業務
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②民生文教対策部

部　長：保健福祉課長

副部長：住民生活課長、教育委員会管理課長

３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

部内の人員配置及び連絡調整 ○

所管事項の執行記録及び記録写真の撮影 ○

避難行動要支援者に対する警報及び避難の指示等の伝達 ○

避難者の誘導及び情報収集 ○

指定避難所の開設及び管理
（十勝岳火山噴火泥流災害時の指定避難場所除く）

○

保健、医療機関、福祉関係機関との連絡調整 ○

児童生徒、被災者及び急患の輸送 ○

災害に伴う火葬の許可及び火葬場の使用許可証の発行 ○

民生委員児童委員との避難者情報の共有 ○

被災地の汚物、じんかい、灰じん等の処理計画 ○

被災地の汚物、じんかい、灰じん等の処理用地確保 ○

し尿処理手数料の減免 ○

被災地の防疫及び消毒 ○

放浪動物関係 ○

し尿処理施設の被害調査及び応急対策 ○

避難所で発生したし尿の受入対応 ○

町営住宅、教員住宅等の被害調査及び応急対策 ○

応急仮設住宅入居者の決定及び管理 ○

住民等の避難・誘導に関する業務

被災地等の環境衛生に関する業務

被災地の住宅対策に関する業務

業　務　内　容

部内連絡調整（参事・課長補佐）
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３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

医師会との連絡調整 ○

義援金関係 ○

災害弔慰金の支給、救援物資の取扱い及び社会福祉基金 ○

日赤救助活動との連絡調整 ○

死体の捜索、収容及び埋葬 ○

保健福祉施設及びサービス事業所等の被害調査及び応急
対策

○

被災者の医療対策の総括 ○

避難行動要支援者の安否確認及び情報収集 ○

社会福祉施設入所者、通所者の避難誘導活動 ○

被災者の保健予防、保健指導及び心のケア ○

被災者の衛生指導 ○

応急保育関係 ○

被災幼児及び保護者の相談等対応 ○

各学校（施設）及び教育関係機関との連絡調整 ○

学校施設及び教育委員会施設の被害調査及び応急対策 ○

避難所の開設及び管理の応援協力 ○

被災児童生徒及び学校施設の衛生管理 ○

児童生徒の保護計画及び実施並びに指導 ○

被災児童生徒に対する学用品の給与 ○

教職員の招集 ○

災害時における学校運営、学習指導 ○

応急教育施設の確保 ○

災害時における学校給食の対策 ○

給食設備、給食用物資の被害調査及び応急対策 ○

文化財の被害調査及び応急対策 ○

その他民生文教対策部に属する事項 ○

その他

被災者の福祉に関する業務

業　務　内　容

被災者の保健・衛生に関する業務

被災児童の応急保育・教育に関する業務
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③産業施設対策部

部　長：経済文化振興課長

副部長：農林課長、税務課長、農業委員会事務局長、文化スポーツ推進室長

３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

部内の人員配置及び連絡調整 ○

所管事項の執行記録及び記録写真の撮影 ○

指定避難場所の開設及び管理
（十勝岳火山噴火泥流災害時）

○

農作物及び農業関連施設の被害調査及び応急対策 ○

農作物の防疫 ○

被災農家の相談 ○

被災農家の災害補償等援護対策 ○

家畜及び畜産施設の被害調査及び応急対策 ○

へい獣の処理 ○

被災地域の家畜の応急措置、防疫及び飼料の確保 ○

林野等の被害調査及び応急対策 ○

林野の病害虫異常発生の防疫 ○

林野の火災予防 ○

林産物及び林産施設の災害対策 ○

農地及び土地改良施設の被害調査及び応急対策 ○

農地及び土地改良施設の災害復旧工事 ○

営農水路、畑地かんがい等の越流警戒警防 ○

観光客の避難及び情報収集 ○

商業、工業の被害調査及び災害対策 ○

被災商工業者に対する融資 ○

観光施設の被害調査及び応急対策 ○

文化スポーツ施設の被害調査及び応急対策 ○

利用者の避難及び情報収集 ○

救援物資、応急生活物資、応急資材の保管 ○

農業等における災害対策に関する業務

商工業・観光業における災害対策に関する業務

文化スポーツ施設の管理に関する業務

業　務　内　容

部内連絡調整（参事・課長補佐）
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３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

応急食料及び生活必需品の調達、供給 ○

被災世帯、被災人員、被災家屋等の被災状況の調査 ○

町税の減免 ○

その他産業施設対策部に属する事項 ○

その他

応急物資の調達に関する業務

被災状況の調査に関する業務

業　務　内　容
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④建設給水対策部

部　長：建設水道課長

副部長：水道整備室長

３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

部内の人員配置及び連絡調整 ○

所管事項の執行記録及び記録写真の撮影 ○

危険区域の巡視 ○

各災害状況の調査確認 ○

水位関係 ○

水道、下水道施設の警戒配備 ○

被災地の交通情報の収集及び交通道路の確保 ○

道路、橋りょう、河川及び排水路等の被害調査及び応急
対策並びに交通規制等の措置

○

公園、緑地、河川等の被害調査及び応急対策 ○

道路、河川関係の災害復旧工事 ○

公共施設の応急修理 ○

街路樹の被害調査及び応急対策 ○

建築物の被害調査 ○

建築物の応急危険度判定及び応急対策 ○

障害物の除去 ○

緊急除雪関係 ○

水道、下水道施設の被害調査及び応急対策 ○

温泉井施設の被害調査及び応急対策 ○

基幹水利施設、水力発電施設の被害調査及び応急対策 ○

水道、下水道施設の災害復旧 ○

災害時における労務者の雇上げ、その他労務供給 ○

応急資材の調達及び供給 ○

飲料水の非常給水及び広報活動 ○

水質の保全と検査 ○

配水調整関係 ○

業　務　内　容

災害時におけるライフライン対策に関する業務

被災者への給水対策に関する業務

部内連絡調整（参事・課長補佐）
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３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

災害救助法適用時における住宅の応急修理 ○

応急仮設住宅の設置 ○

避難所、救護所の応急仮設 ○

避難所の開設及び管理の応援協力 ○

その他建設給水対策部に属する事項 ○

⑤医療救護対策部

部　長：町立病院事務局長

３時間
以内

１日
以内

３日
以内

２週間
以内

部内の人員配置及び連絡調整 ○

所管事項の執行記録及び記録写真の撮影 ○

被災者の応急医療及び収容の事務 ○

救護所の設置及び管理 ○

被災者の応急医療救護、収容、介助及び看護 ○

感染症患者及び精神病患者の収容及び医療措置 ○

入院患者及び通院患者の避難誘導 ○

助産及び被災者の確保、救護 ○

避難行動要支援者の保護の応援協力 ○

その他特命事項 ○

医療等の委託 ○

医薬品等の調達 ○

その他医療救護対策部に属する事項 ○

その他

避難時の緊急応援

その他

業　務　内　容

災害時の医療に関する業務

部内連絡調整（参事・課長補佐）

災害救助法適用時の対応

業　務　内　容
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