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【図６-１-①：市街地域】 

第６章 地域別構想の設定 
 

美瑛町は、旭地区への入植に始まり、鉄道開通に伴う開発進展による移住者の増加、平地か

ら丘陵地への畑作を中心とした農業の伸張に伴いまちが発展してきました。加えて、畑作地帯

が創る丘陵景観が「丘のまちびえい」として注目を集め、まちのイメージを特徴づけています。 

こうした背景から、本町の地域はその地理的特性や土地利用形態が異なっているため、特性

に応じた地域づくりによって個性を伸ばし、計画的なまちづくりを行う必要があります。 

第５章の全体構想で示したように、まち全体を地域特性によって「市街地域」、「丘陵地域」、

「山岳地域」の３つに区分し、概要と課題、目指す姿を整理した上で、取り組み事項としての

基本施策を設定します。 

６－１ 市街地域 

①地域の概要と課題 

市街地域は、都市計画区域内にあって「市街地エリア」を中心とした地域で、町の人口の約

７割が居住しており、本町の中心市街地として役場や商店街、ＪＲ美瑛駅を含む様々な公共公

益施設が立地する「都市拠点」を有しています。 

これまで、本通地区等の５つの土地区画整理事業や関連する都市計画道路事業等により市街

地化が進み、近年では、花園アンダーパスや花園地区・扇町地区の町道整備が実施される等、

様々な施設整備によって市街地が形成されて

きました。 

今後においても、空き家や空き地の増加、

現況土地利用に合わせた適正な用途検討、バ

リアフリー化の推進、防災・減災対策の強化、

商業地の活性化、インバウンド対策等の様々

な課題に対応していく必要があります。 

本町の中心地として、「都市拠点」を核とし

ながら安全で快適な都市生活を持続可能とす

る「コンパクトなまちづくり」を目指します。  
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②分野別施策１ 足腰の強い産業づくり 

１－１ 町内業者の持続的な発展に向け、中小企業者等への補助制度や新規参入者への

土地や建物の取得に対する助成等の支援強化を図ります。 

１－２ 町内業者の協力体制によって地場産品の振興を図るべく、農林業と商工業・観

光業の連携による６次産業化を推進します。 

１－３ 観光によるトラブルの改善や観光客のマナー向上を図るため、観光マスタープ

ランに沿ったルールの普及等、地域の生活環境に負荷を与えない方策を検討す

るとともに、サインの多言語化やピクトサイン(※)、ＷＥＢ(※)配信等の積極的な

活用により、国際化に対応できる観光地域づくりを進めます。 

１－４ 公共施設における木質バイオマスエネルギーの活用や照明のＬＥＤ化等、再生

可能エネルギーの活用を推進します。 

 

 

２－１ 空き家情報バンク等の発信や「定住住宅取得助成制度」等を利用した住み替え

を促進するとともに、子育て世代等に対する充実した住宅環境を提供します。 

２－２ 多様化するライフスタイルに応じて、二地域居住等の幅広い需要に適応した住

宅の確保に努めます。 

 

 

３－１ 空き店舗の積極的な利活用の推進や店舗併用住宅の改修を支援するとともに、

事業後継者の発掘や事業後継者に対する助成を検討します。 

３－２ 市街地内外の既存交流施設の連携や、情報発信による観光客の市街地への誘導

等、中心市街地への更なる集客の強化を図ります。 

３－３ 観光客の市街地への積極的な誘導や、受入れが可能となる駐車場及びポケット

スペース等の都市基盤整備を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策２ 移住・定住 

基本施策３ 市街地活性化 

基本施策１ 産業振興 
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③分野別施策２ ともに支え合うまちづくり 
 

 

１－１ 文化施設、体育施設、観光施設、福祉施設等の公共施設や施設間を連絡する道

路のバリアフリー化に努めます。 

１－２ 誰もが集えるサロンの活性化に向けた取り組みや障がい者のグループホーム等

の整備に努めます。 

１－３ 高齢者や障がい者が生活しやすい優しい環境づくりのため、外出支援や移動支

援対策を推進します。 

１－４ 住み慣れた地域での生活が継続できるよう、小規模多機能型の介護サービスの

提供に努めます。 

１－５ 高齢者や障がい者が住みやすい環境づくりを進めるため、既存福祉施設の適切

な維持と長寿命化や長期的な視点に立った施設配置の見直しを行います。 

１－６ 計画的な機能改善による公共施設の運営に努めます。また、長期的な視点に立

った施設配置の見直し等、利便性向上に向けた取り組みを行います。 

１－７ 良好な地域コミュニティの形成を促し、子どもがのびのびと育つ豊かな環境づ

くりに努め、幅広い世代が安心して豊かに暮らせる地域づくりを目指します。 

 

 

 

２－１ 高齢者や障がい者が住み続けられる環境づくりを進めるため、既存福祉施設の

維持と計画的な機能改善に努め、利便性向上に向けた取り組みを行います。 

２－２ 町立病院の経営健全化の取り組みを継続するとともに、町民のニーズに応じた

幅広い診療体制の提供に取り組みます。 

 

 

④分野別施策３ まちを動かす人づくり 
 

 

１－１ 各種施設や歩行空間等のバリアフリー化に努める等、誰もが不自由なく活動で

きるユニバーサルデザインによるまちづくりを推進します。 

１－２ 児童生徒が安全に通学できるようスクールゾーン表示の再整備や横断歩道の設

置等、事故防止のため各種施策を進めます。 

１－３ 長寿命化改修が完了した各学校の適切な維持管理に努め、子どもたちが安全安

心に学ぶことができる教育環境を確保します。 

 

 

基本施策１ 地域福祉 

基本施策２ 保健・医療 

基本施策１ 教育 
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２－１ ふれあい運動公園等の屋外スポーツ施設の有効活用に向けて、利用者のニーズ

の把握に努め、実情にあった運動公園機能の見直しを検討します。 

２－２ 町民センター等の芸術文化振興の拠点となる施設は、施設機能等について町民

ニーズの把握に努めながら、段階的に機能の拡充を検討します。 

 

⑤分野別施策４ 安全・安心なまちづくり 

 

１－１ これまで整備を進めてきた都市基盤を活用した内部充実型のまちづくりを基本

とし、人口規模に応じて様々な都市機能が効率的に集積したコンパクトな市街

地の形成を図ります。 

１－２ 将来の市街地については、現在の規模と同程度と想定し、農林業と健全な調和

を図りながら市街地化を抑制する等、豊かな自然環境や景観の保全に努めるま

ちづくりを進めます。 

１－３ 工業系用途の立地が進んでいない原野二線地区は、農業振興地域及び農用地区

域への編入にあわせた用途地域の見直し及び縮小等を検討します。 

１－４ 東町地区、錦町地区については、住宅と農地が調和して良好な住環境と営農環

境を維持するため、農業の利便増進に必要な施設等を立地可能とする用途地域

への変更等、必要な見直しを検討します。 

１－５ 憩町地区については、豊かな自然環境と良好な景観をいかした住環境を維持し

つつ、観光による地域振興を図るため、観光の利便増進に必要な施設等を立地

可能とする用途地域への変更等、必要な見直しを検討します。 

１－６ みどり地区、憩が丘地区、原野地区等については、良好な自然と田園環境を積

極的に保全していくことを目的に、特定用途制限地域の指定を検討します。 

１－７ 市街地域内の農用地については、用途地域の見直しと連動し、農業振興地域整

備計画による農業振興地域及び農用地区域の適切な指定・管理を行います。 

１－８ 大北通等の幹線街路沿線については、利便性や快適性を享受できる都市づくり

を進めるため、利便施設の誘導を図ります。 

１－９ 置杵牛川や美瑛川については、洪水被害を軽減するため部分的な改修を実施す

るほか、適正な管理に努めます。 

１－10 土砂災害特別警戒区域に今後指定が検討されている石山地区等については、災

害防止の観点から市街地化を抑制します。 

 

 

基本施策２ 生涯学習・芸術文化 

基本施策１ 土地利用 
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２－１ ＪＲ富良野線の存続に向けた取り組みを強化し、円滑な交通体系の維持に向け

た地域間交流を高める等、都市間交通網の確保に努めます。 

２－２ 町民の日々の移動手段を確保するため、既存の民間事業者と連携した移動支援

策について検討します。 

２－３ 公共施設等総合管理計画等に基づき、道路や橋梁等の社会基盤施設の適正な維

持管理や長寿命化対策に努めます。 

２－４ 老朽化した道路や歩道の計画的整備を進めるとともに、美沢通等の公共施設を

結ぶ主要路線や通学路等の歩道については、特にバリアフリー化を推進します。 

２－５ 大町地区、旭町地区については、町道の未改良区間の重点的な整備を進めます。 

２－６ 上川圏と十勝圏を結ぶ地域高規格「旭川十勝道路」について、周辺環境や景観

等に十分配慮した上でルートを検討し、地域間交流の活性化、物流効率化を促

進します。 

２－７ 環状通については、既存路線等の交通施設の有効活用を含めた総合的な視点に

より、交通ネットワークの再構築を図る等、未整備区間の都市計画道路の見直

しを検討します。 

２－８ 観光マスタープランに基づき、中心市街地への駐車場整備や既存駐車場の機能

強化に努める等、パーク・アンド・ライド(※)等の導入を検討します。 

２－９ 公営住宅等長寿命化計画に基づき、町営住宅の整備と適正管理を進めるととも

に、老朽化した団地の建替にあわせて広々とした外観やコミュニティ形成に努

めます。 

２－10 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等による適正な管理

に努めるほか、長期的な視点に立った公園の配置や機能の見直し等も検討しま

す。 

２－11 衛生的な都市生活の充実と確保に向け、上水道の計画的な整備と更新、効率的

な維持管理に努めます。 

２－12 既存下水道施設の計画的な更新を進めるほか、都市計画道路の整備にあわせた

施設の拡充を推進します。 

２－13 町民や観光客が広く情報収集できるよう、引き続き施設の整備や適切な管理運

営に努めます。 

２－14 環境負荷の少ない循環型社会の実現や環境美化に心がけた美しいまちづくりの

ため、ゴミの減量化や不法投棄防止対策、リサイクル推進施策を実施します。 

２－15 明るく安全な市街地の生活環境を確保するため、街路灯や防犯灯のＬＥＤ化を

推進します。 

 

基本施策２ 社会基盤整備 
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３－１ 防災情報の発信のため、屋外無線基地局の適正な維持管理に努めます。 

３－２ 屋外の一時避難地や防災拠点となる公園等の機能について十分検討し、必要に

応じた環境整備を実施するほか、避難施設の耐震化やライフラインの老朽化対

策を推進します。 

３－３ 避難所設置訓練を盛り込む等、防災訓練の更なる充実を検討するとともに、防

災教室や防災講演会等を適宜実施し、ハードとソフトが一体となった防災・減

災対策を推進します。 

３－４ 大北通、美沢通、中央通等の緊急輸送道路については、災害時の被害の拡大を

防止するため、関係機関と連携して無電柱化の実施を検討します。 

３－５ 緊急輸送道路や幅員が狭小な町道については、必要に応じて道路の占用禁止等

の制限区域の指定を検討します。 

３－６ 美瑛川や置杵牛川等については、関係機関と連携を強化して総合的な治水対策

を促進するとともに、部分的な河川改修を実施する等、河道の流化能力の向上

に努めます。 

 

 

  

基本施策３ 防災 
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⑥分野別施策５ みんなで歩むまちづくり 
 

 

１－１ 地区計画や建築協定等に基づき、整備された街並みや周辺環境に調和した空間

を保全するため、町民と行政が一体となったまちづくりを推進します。 

１－２ 大学等が有する豊富な専門知識や技術・情報・新たな発想力をいかしながら、

良好な公共空間のデザインと景観形成を図ります。 

 

 

２－１ 町民自らが花植え活動や写真展示等による環境美化活動に努めることで、郷土

への理解を深めながら、将来に渡って「美しい村」であり続けるための取り組

みを進めます。 

２－２ 本通地区の建物や各公共施設の建築資材として活用する等、「美瑛軟石」を地

域資源として保護します。 

 

 

３－１ 本通地区や丸山通地区等の「景観育成区域」を中心として、建築協定に基づい

た建築物等や景観に配慮した道路等附帯施設の整備によって、潤いのある良好

な空間の形成に努めます。 

３－２ 個々の建築物や街並み全体との調和を図るため、屋外広告物の設置に対する規

制等を検討します。 

３－３ 本通や丸山通等の無電柱化済み区間を適正に保全し、良好な街並み空間を維持

するほか、新たに美沢通等の無電柱化の実施について検討します。 

３－４ 地域特性や空間に調和した適切な植栽と維持管理によって、街路樹等の市街地

のみどりを育成し、周辺農村地帯や河川と連続した「緑のネットワーク」を構

築します。 

 

  

基本施策１ 住民協働 

基本施策２ 日本で最も美しい村づくり 

基本施策３ 景観形成 
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