
令和元年度 第２回まちづくり委員会議案 

 

日時 令和元年１１月７日（木） 

                      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 

・都市計画マスタープランの策定について【建設水道課】 

 

 

 

 

・美瑛町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について【政策調整課】 

 

 

 

 

・自治基本条例について【政策調整課】 

 

 

 

 

（２）その他 

 

 

 

 

４．閉会 



令和元年度 第２回まちづくり委員会議事録 

 

日時：令和元年 11月 7 日（木） 

 午後 6時から午後 8 時 20分まで 

場所：役場 2階会議室      

 

１ 開 会 

・委員の出席者は 12 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：西森 研一郎、植田 勝夫、森部 冨士樹、大関 匡志、木下 直美、井口 真

幸、山前 幸介、松田 充浩、古村 卓也、源津 憲昭、瀬野 乗昭、森居 栄治 

※敬称略 計 12 名 

特別委員：吉田 惠介 ※敬称略 

   説明員：建設水道課 山下課長、滝沢課長補佐、餌取係長 

   事務局：政策調整課 今瀧課長、竹本課長補佐、安藤係長、田野主任 

 ・会長と副会長が不在のため、事務局長（今瀧課長）により議事を進行。 

 

２ 挨 拶 

 

３ 議 案 

 

（１）議題 

 

議題１ 美瑛町都市計画マスタープランの策定について【建設水道課】 

 ・まちづくり委員会での審議は昨年度に引き続き第 5 回目となる。 

 ・本年の検討経過としては、庁内検討委員会等において今後 20 年間に実施・検討が必要な施策等

を整理した「全体構想」及び「地域別構想」における基本方針、基本施策の各案について検討

し、まちづくり委員会と都市計画審議会の諮問を経て決定している。 

 ・決定した基本方針等に基づき「第 2 次計画原案 ver3」を作成したため、今回は記載事項につい

て協議を進めたい。 

 

（委員）上位計画と関連計画があるとのことだが、関連計画は並立の関係か？  

→明確な位置付けはなされていないが、本計画はまちづくり総合計画の下位計画となる。その

他に色々な計画が関連し合うため、どちらが上位とは言えないが、マスタープランであるこ

とから計画の中では上位に位置する。 

（委員）色々な計画があって大変。 

→法律に基づいて策定している。本計画は、都市計画を定めている町では、必ず策定しなけれ

ばならない。 

（委員）関連計画として公園の長寿命化など 2 種類ほど文章中にあるが、関連計画の中にはリスト

アップされていない（29 ページ）。 



→公園の長寿命化計画は、美瑛町公共施設等総合管理計画の下位に位置付けられる。様々な社

会資本の長寿命化計画がこの管理計画に関連するため、最も上位となる計画名を記載した。 

（委員）今の話に関連して、都市計画マスタープランは 20 年の長いスパンのため、具体詳細な内容

になっていないと思われる。関連計画のスパンはもっと短いのか？また、マスタープランの

下位に 5 年単位程度の事業計画は作るのか？それとも、毎年の予算で考えていくのか？ 

→関連計画の中には、計画の目標年次が定められたものがある他、適宜見直すものもある。個

別事業計画としては、例えば社会資本には 5 年間の計画があり、財政健全化計画中の建設事

業計画をベースに策定しているが、都市計画としての個別事業計画は現状存在しない。必要

に応じて検討すべきと考えている。 

（委員）自分の住んでいる地域の事業がいつ頃行われるかは、具体的にはどこにも書かれていない

ということか？ 

→具体的な事業名称が記載されているのは、美瑛町では過疎計画と建設事業計画となる。 

→補足となるが、建設事業計画は向こう 6 年を見据えて毎年事業を見直しているので、それを 

確認していただくと、いつ頃にどのような事業が予定されているかが確認いただける。 

（委員）それはわかりやすく公表されているのか？ 

→公表している。 

 

（委員）関連して質問というよりは要望になるが、第 7 章にフローチャートを入れて欲しい。総合

計画から始まり、マスタープランや関連計画があり、財政運営計画の中で個別事業が出てき

て、予算を議会で承認するという流れ。いつ事業が発生して、どのようなフローの中で決ま

っていくのかが私達は全くわからない。議会報を見ると、突然話が出てきて、決定されてい

るように町民は受け止めている。そのため、どれくらいの期間で決まっていくものなのかを

まず勉強させて欲しい。何年単位になるかわからないが、横軸に年を取り、どの計画がどの

ような時期に効力を発揮して、次の計画に引き継がれて（事業が）決まっていくというもの

がないと、結局これ（マスタープラン）を見てもどのような事業が行われていくのかわから

ない。まちづくり委員だから一生懸命見るが、事業名が生まれ、予算の裏付けが取られてと

いう具体事業が決まっていく流れをチャートで表せられないか。1 ページくらいで。 

→個別の事業案件が生まれてから、どのように実施されていくかという流れをわかりやすく示

す必要があるということか？ 

（委員）この 12 月に予算案に出てくる都市計画事業は、もとをたどればいつ頃から発生するのか。

いつ頃からそのような案が芽生えてくるのか。マスタープランの中には書かれていない。 

→マスタープラン中の記載は、今後 20 年間に想定される都市計画に関する事業についての基本

的な考え方となる。これに基づいて個別事業が検討され、必要に応じて実施時期が決まり、

決定されていくこととなる。 

（委員）個別事業をいつから検討するのか記載するべきでは？ということ。具体事業の話が始まる

時期は何年くらい前になるのか。これは 20 年の計画。 

→例えば、災害のように喫緊にすぐ手をかけなければならないもの、長い年月意見を聞きなが

ら事業化していくものとある。事業が生じるまでの期間には幅が出てくる。 



（委員）決まったルールはないということか？ 

→マスタープランの中でどのように見せるべきかとなるが、あまり具体的に個別事業の計画を

記載するとマスタープランとしての柔軟性が失われる可能性がある。 

（委員）事業名ではなく、事業がアイディアとして生まれて実行されるまでの途中にどのような理

論があるのか。公園だけの話であれば、ここをみてもわからない。鉄西公園の何とかはいつ

やるかわからない。そのようなことが検討されるのは何年前なのかということ。 

→突発的に生じる案件もあるが、基本的には 6 年間の建設事業計画を作った段階で、具体的  

な事業名が表に出る。12 月から予算査定が始まるが、その年の 8 月には各課から事業を取り

まとめ、建設事業計画として査定を行いながら、向こう 6 年を見据えた計画を作っていく流

れになっている。 

（委員）それでは 6 年間ということか？ 

→具体的に出てくるのは 6 年前となる。 

（委員）概ね理解した。それは聞いたらわかるが、どのようなプロセスで決まるかというのが少し

わかりにくい。そのため、考え方ばかりが記載されていて、実現するのか少しわからないた

め、一工夫があったらよろしいのかなというのが私の感想。 

（委員）マスタープラン、事業計画があり、単年度の予算編成があるという関係がわかれば、もっ

とわかりやすいのでは。 

→原案の 87 ページ目に事業の推進について記載している。この部分を絵にして、この計画の下 

に個別事業計画があり、具体な事業が進められるイメージを作った場合、時系列が生じるこ

とになる。 

（委員）基本的な流れの時系列であれば作れるのでは？ 

（委員）それで良いと思う。横軸で何かあったら良いと思う。 

→基本的な流れを示すものであれば作ることができる。 

（委員）事業計画に至るまでの全体事業の大きな体系図的なものは、マスタープランのマニュアル

のどこかにあると思うが。 

→第７章に追加するようなかたちで検討したい。 

（委員）議事録に関係することで、今の話とも関連するが、結局判断しても、実行においては社会

情勢や財政を含めて決めていくということが書かれていることになる。それは、その都度変

わるということだが、議事録（第 1 回まちづくり委員会）の 2 ページ目の上から 2 段目のと

ころ。「本計画の内容は…」という部分で発言したが、私がここで発言したのは、「長期的な

公共施設の財政見通しを全国的にやっていて、北海道 179 市町村の中で 176 市町村まで、30

年から 40 年の財政見通しを、建設費用とのギャップを求めています」ということで発言して

おり、今回の計画書の中ではそのようなこと検討しなければならないと書いてあるが、それ

だけしか書かれておらず、それが議事録からすっぱり消えている。私は、都市計画マスター

プランに関してそれは問題があると発言したが、大事な発言が議事録から消えると、ここで

何を発言しても意味がないことになるので訂正して欲しい。それが 1 つ。また、策定してい

ると「思われる」と書いてあるが、私は「事実ですよと。総務省のホームページで見ていま

すよ。」ということを言ったのに「思われる」という風な書き方をされると、委員の勝手な発



言という感じになる。「管理総合計画など」ではなく、「管理総合計画」。結局、制約条件をは

っきりしてくれと私は言った。そのことに対して公会計制度の問題があるという説明があ

り、最初は「はい、そうですか」となったが、「そんなのはできるはずですよ」と反論してい

る。そのことも消えている。建設水道課ではないと思うが、議事録の作り方には配慮しても

らいたいと思う。そして発言としてこれは復活して欲しい。 

→前回の発言を確認し、もう一度議事録の内容を見直し、委員のお話された内容が事実として

確認できるのであれば、議事録の訂正をしたい。 

（委員）25 ページ。「⑦上下水道・河川」で、上水道は、昭和 40 年の給水開始以降と記載がある

が、耐用年数に対する整備については全く記載がない。下水道に関しては耐震強化などがあ

るが。これはどういうようなことか。 

→ご指摘のとおり、上水道は整備後からかなりの時間を経過しており、指針としては 40 年くら

いの耐用年数であるため、随時更新を行っている。下水道は、法律で長寿命化の考え方を持

つよう定めがあるが、上水道は、民間が事業を行っている地域もあるなど、国においても明

確な考え方が示されていないような状況にあった。現在は制度が変わる動きもあるが、現況

としては、記載のとおりまとめている。 

（委員）それでは、この現況の部分では「体制が整いました」ではなく、「順次更新しながら」とい

う書き方が適切では。 

→現在も事業が進んでいることとして文章の追記を検討する。 

（委員）6 ページ目。町民の意見を反映させることが大事ということで、アンケート調査を実施し、

パブリックコメントはこれから実施と記載されている。今年から、町長の美瑛未来トークも

あるので記載した方が良いのでは。 

→記載は、計画を策定するまでに実施した取り組みとなる。今後の計画には、それらを含めた

記載が必要になると思われる。 

（委員）素朴な疑問であるが、防災に関して 19 ページ。防災ガイドブックは、平成 27 年 1 月に作

成されてから 5 年が経過する。そろそろ見直しが必要で、ため池ハザードマップともリンク

されていない。その辺りをどのように考えていて、今後新しく作成される防災ガイドブック

に盛り込まれていくのか。 

→総務課所管になるため、建設水道課から明確な回答はできないが、見直しする流れはあると

聞いている。 

（委員）防災について、19 ページに地図が載っているが、美瑛の人が住んでいる地域はこれでほぼ

網羅されているのか？もう少し山の方まであるのであれば、記載した方が良いのでは？ま

た、判例についても予測があるのであれば、加えるべきではと思う。防災は非常に重要視さ

れているので。 

→19 ページ目は、都市計画区域（特に用途地域の範囲）で、現在ハザードマップに示されてい

る危険個所をまとめて記載している。ハザードマップ本編では、広く町内全域が記載されて

いるが、その内容を含めると防災に関するページ数が多くなり過ぎてしまう。国からは、用

途地域内に危険区域（本町においては、美瑛川と置杵牛川の浸水想定区域や地すべり区域



等）がある場合、その区域の減災対策や市街地化の抑制等を進めるようにという方針がある

ため、このようにまとめている。 

（委員）82 ページには山岳地域を含めた図面の掲載があるので、都市計画区域を中心にしているの

はわかるが、単純に範囲が狭いように感じた。 

→ハザードマップを併用していただくことで考えている 

→防災の詳細については、ハザードマップを見ていただいた方が誤解もないと思われる。 

→この部分には、防災ハザードマップをお知らせする文言を追加する方向性で検討する。若し 

くは、資料編や巻末資料で確認できるようにしたい。 

（委員）マスタープランの内容に直接つながらないかもしれないが、考え方とか捉え方として。48

ページで将来展望人口を 8,000 人と想定しているが、その中身を意識しておいた方が良い。

現在の計画を立ち上げた際の人口構成と 10～20 年後のプランが機能する頃の人口構成は変わ

り、より高齢者の多い人口構成になることが予測される。そうなるとその後の重要度も変わ

ってくる。当然ここに記載されていること全てではなく、取捨選択することになると思う

が、次の 70 ページのサイクルツーリズムの記載に関して、自転車の生産台数や販売台数は平

成 16 年頃から減少しており、輸入台数や国内販売台数ともに当時から比較して 1/3 になって

おり、そのようなこともやるのかとういうこと。これは年齢構成の違いによる取り組むべき

課題の違いとなるが、それを全く意識しないという訳ではなく、そのようなことを意識しな

がら、マスタープランを完成させていく必要があるのではないかと思う。また、もう一つ。

全体的にマスタープランを見ると、「農業景観を活かして産業を育てる」というニュアンスが

随所にある。景観を活かして観光産業を活性化させるように読めると思うが、観光産業には

リスクもある。その 1 つは、観光産業により活性化されるもの、富が得られものが、美瑛町

に落ちるのかということ。外部の者がこの景観を利用して、利益を持ち出しているというこ

とは考えられため、そこに歯止めを意識しておく必要がある。それを踏まえて、87 ページに

PDCA があり、これが 1 つの歯止めになると思うが、先ほど PDCA を 10 年経った頃にと説明が

あった。中間に 1 回は、頻度的にゆっくりし過ぎと感じた。あくまでも、捉え方や考え方で

あり、具体的にマスタープランにどのように落とすかまでは言及できていないが、参考まで

に意見させていただく。 

→高齢者比率が高まる想定で検討はさせていただいた。マスタープランであるため、今後 20 年

間の色んな状態に柔軟に対応できるように、産業振興や福祉の部分など、幅広く想定される

事項について記載している。サイクルツーリズムを例に出されていたが、現行のまちづくり

総合計画の中にサイクルツーリズムの推進が位置付けられており、現状の施策の中にも含ま

れているため、マスタープランにも記載が必要と考えている。 

また、農業景観については、文言として「農業景観を活かして観光産業を推進する」とい

うことは記載していない。農業を軸とした地域産業の活性化によって、観光業や商工業等の

地域産業全体の振興にも関わるということで、大きい枠の中での記載を意識しており、決し

て観光振興だけを優位に記載してはいない。また、説明が足りなかったが、PDCA サイクルは

10 年に 1 回ではなく、例年実施いただいているまちづくり評価等も評価手法の 1 つと思って



いる。事業実施にあたって各年の評価を行いながら、計画の中間年では都市計画という長い

スパンでの検証が必要と考えている。 

 

議題２ 第２期 美瑛町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について【政策調整課】 

・これまでの経過として、企画委員会、まちづくり委員会、議会において、それぞれ第 1 期総合

戦略の実績・成果検証の確認を行っており、庁内では第 2 期総合戦略に向けた数値目標、具体

的施策の KPI の見直しまで行っている状況にある。 

・第 2 期総合戦略の策定に関しては、10 月 30 日に町民ワークショップを開催し、19 名の参加者

により第 1 期の具体的施策のグルーピングと優先順位付けを行った。11 月 22 日には 2 回目の

ワークショップを開催し、優先順位の高い施策の中で第 2 期総合戦略に盛り込むべき具体的施

策を検討していく予定。 

・これまでの成果検証や KPI の見直し結果を踏まえて、資料 2-2 の 3 点のポイントにより第 2 期

総合戦略の素案を作成している。今後、町民ワークショップの意見や町長の意向を踏まえた要

素が盛り込まれることになるが、現時点での素案に対してのご意見をいただきたい。 

 

（委員）資料 2-3 に目標値があるが具体的な施策はこれから出てくるのか？ 

→ここに記載されている内容は第 1 期をベースにまとめているが、町民ワークショップでも意 

見をいただいている。例えば、戦略 4 について「9 つの施策がありわかりにくい」「3～4 つに

絞るべきでは」といった意見が出ているため、具体的施策の見え方やまとめ方については検

討していきたい。KPI については、数値的な目標として設定されていないものがあったので

修正して記載している状況にある。 

（委員）前回も少し発言したが、KPI の話から始まっている。「まち・ひと・しごと」ということ

で、仕事を増やして、人口を増やして、まちを栄えさせていくという基本の部分がぴんとこ

ない。提供資料を精査する中で、2040 年の人口 8,000 人の根拠は、既に軽く崩れていると思

っている。一応、資料は作っているが。それが 1 つ。KPI や考え方を載せるだけでは、物事は

進まない。下川町の 9 月号広報誌内のタウンプロモーション通信では、平成 30 年度の移住相

談件数 540 人、移住者 32 人、同様に 29 年度は相談 347 人、移住 11 人、28 年度は相談 79

人、移住 3 人と、総数も率も良くなっている。下川町は重点事業を決めてやっていると思

う。人口ビジョンと総合戦略は一体化しておりすごい計画。別冊資料も 4 冊程作っている。

国に認められるだけある。そのようなところを少し参考にして、美瑛町も勉強して進めるべ

きと思う。美瑛町の人口ビジョンによると、毎年 28 人ずつ増えていかないと、2040 年に

8,000 人、要は 1,200 人を挽回できない。子供で 500 人、移住で 700 人によって、国の示した

試算を 1,200 人オーバーする計算であるが、もう完全に破たんしている。また、出生率は 5

年に 1 回しか出せないが、計算式が分かるので、子どもがわかれば大体出せる。全然 1.28 以

上に伸びていないが、人口ビジョンでは来年から 1.80 になるという前提で 8,000 人が成り立

っている。だから今のままでは、国が出した 2040 年の 6,732 人に限りなく近い。国の試算は

2060 年に 4,367 人。下川町は、現状 3,500 人が国の試算では 1,500 人になると言われて、一

生懸命倍増するくらいの計画を立てた。総合計画 2 年目から実行してさっき言った数字。転



入・転出とかいうどんぶり勘定ではなくて、内地からの移住者が何人という項目を戦略 3 の

目標数値に上げるくらいでなければ、旭川と美瑛を転勤した人を数えているようで、全然意

味がないこと。だから KPI の見直しからではなくて、人口ビジョンの見直しからやるべき。

先程の都市計画でも全部 8,000 人を前提に走っている。非常に重大なこと。その辺どう思わ

れるか？ 

  →今回、人口ビジョンも令和元年度中に改訂することが決められている。修正は適宜進めてい

るが、現状の 5 年間の数字を見ていくと、大幅に将来推計とずれている部分は見えない。た

だし、現状の推計よりは低くなってきており、委員ご指摘の通り、2040 年、2060 年の人口で

考えると将来推計よりも減っていく可能性はあると見受けられる。人口ビジョンの大幅な改

訂、見直しとなると、専門的なコンサルに委託することも考えられるが、今回の改訂に関し

ては期限が決められており、来年 3 月末までには改訂しなければならない制約もあるので、

今回の改定は時点修正だけとさせていただき、将来的に大きな改訂の場面が来た場合には、

旭川管内の人口移動だけではなく、全国的な人口移動も含め、下川町の事例も参考にして考

えていきたいと思っている。現時点でいつまでにできるかは、お話しできない状況。 

（委員）8,000 人は崩れてないと言ったか？  

  →大きくは外れていないと考えている。 

（委員）毎年 30 人近く増えていく計画が来年度から始まるのに、令和 1 年度の計画で 30 人以上の

差が出ている。下川町みたいに 4 分の 1 くらいの人口の小さな町で、30 名くらいの移住者が

いる。その差はどう説明されるのか？ここでいくら議論しても、5 年後にまた同じとなって

は、全部 8,000 人でいくことになる。前回もこういう議論をしたが、別の係長だった。毎回

違う係長だった。それはいいが。責任を持って 2040 年と 2060 年の数字を出さないか。私だ

け発言しても… 

  →実態を正確に把握した中で目標値を設定して何をすべきという議論か、今の人口ビジョンが

崩れているので現実を見つめなければならないという議論なのか。 

（委員）両方。人口ビジョンから始まっているので、それはきっちり狂っていると。国の方が近い

と言う 1 行でも良い。その上で事業を起こさなければ、各課が数字を出すだけの体制ではい

けない。各課からの数字は、何もしなくても集まってくる。今回は、100 件の相談件数と目標

を掲げているが、100 件では足りない。10 分の 1 程度しか集まらないのだから。体制を作っ

て、予算を付けて、人を集めて、角和町長が大阪に行って説明したようなことを上手にやら

ないといけない。交流人口とか入込数とか、そういう話ではない。みんな取り合いしている

わけだから。と私は思う。 

→人口を増やすための 1 つの施策として、移住対策に盛り込める余地があるという点や素案の

数値目標が低すぎるという点については、各担当の方に返して協議していきたい。 

（委員）人口ビジョンの改訂は全体的に必要ないという認識でよろしいか？ 

→改訂をしないわけではないが、推計値自体は大きくぶれていない。今の状態を続けていくと

2040 年には 6,800 人程度の人口になるが、目標値としては 8,000 人を目指していかなければ

ならないということ。 

（委員）それがくるっていると言っている。 



→この 5 年間で増やさなければないところが若干減少していることについては、大きく変える

つもりはないが、ある程度の数値の見直しを行い、その目標に近づけるために施策を展開し

ていくという文脈は、第 1 期と同じ流れで考えている。改訂を全くしないわけではない。人

口ビジョンと総合戦略は、対にして計画を策定していきたいと考えている。 

（委員）2060 年まで出すべきでは？全てのマスタープラン、色んなものが 2060 年までとなってい

る。前回の町民コメントでも出したが、「どうせ減るのだから 2040 年以上書いても意味がな

い」というおかしな回答だった。下川町も減り続ける中で、転入者だけは増やしていくとし

た。それは夢が持てる。どこかで安定すると。だから転入者が大事だと思う。 

→社人研の資料を見直し、どこまで推計し直して記載できるか検討したい。 

（委員）ワークシートと書いてあるから、エクセルに数字を入れたら出せるはず。 

→基礎データがあるので、細かい部分まで確認させていただきたい。 

（委員）先日ワークショップに参加した。活発な意見の他、町に対する苦言も出ていた。そこで感

じたことは、この戦略が第 1 期をたたき台としているが、それとは別に考えなければならな

いということ。町と民間では、できることが全然違うので、そこをもっと考えて欲しい。役

場目線でしか出てこない目標値や施策となっているが、民間を巻き込むような内容を増やさ

なければならない。下川町がどうして転入者が多いか調べたが、下川町は全寮制の高校を運

営している。戦略的に、他から人を呼び込むという目標を立て、それに対して純粋に動いて

いる。今の（美瑛町の）戦略は、白金構想やジオパークと大枠でできているので、民間にも

落とし込みやすい内容にして欲しい。 

→ワークショップの中でも役所寄りの文言が多いとの意見があった。総合戦略は 4 つの戦略に

具体的施策がそれぞれぶら下がっているが、4 つの戦略は国の方針に倣って作成しているた

め、具体的施策の内容については、民間も関われるようなかたちで検討をしたい。 

（委員）資料 2-3 の目標値に関連して、具体的施策があり、基準値や目標値を出ているが、具体的

施策の結果がその目標値に至る根拠が見えない。 

→目標値はそれぞれの項目によって考え方が変わる。過去の傾向を見ながら、色々な社会情勢

を踏まえてクリアできる設定や、町として力を入れたい施策は高い設定をしている部分もあ

る。一定の基準等を決めた上で、目標値を設定しているわけではない。 

（委員）どのように数値を設定したのか知りたい。例えば、資料 2-3 の戦略 1 で総人口に占める 20

歳未満の割合が 5 年後も 14%から変わらない。しかし、その下を見ていくと、年間転入者は増

える、転出者数は減る、出生数は増えるとなっている。そうすると 14%はどのように出された

のかと思う。整合性がないと思いませんか。これをもとに 5 年後に達成可否を話しても説得

力に欠ける。目標値の出し方を見て感じた。 

→各課の横のつながりを意識せずに目標値を定めているところはある。今後原案の作成に向け

て修正期間はあるので、ご意見いただいた内容を踏まえて、再度数値を検討していきたい。 

（委員）戦略の順番が私は違うと思う。国に合わせたというが、国は 1 番目が「仕事」、次に「人の

流れ」「結婚・子育て」、結果として「地域」という順番になっている。これが少し違うと思

う。私は仕事が 1 番上だと思う。下川町も仕事を作って、人を集めて、子育てとしている。

やっぱりそこはそういう流れではないか。 



また、7 ページの一番下。人口減少の抑制とまちの活性化。ここの 3 つの項目は全部計画

が未達成。その下にある世界を舞台にも未達成になる。こういうロジックなので、戦略の順

番を変えて、仕事を増やすために、経済文化振興課の仕事にするのではなく、移住者に対し

ては「移住者 100 人達成プロジェクト」とか「移住者 2020 プロジェクト」とか、そのような

名前を付けて、各課が結集するような重点事業を。そういう意味では観光マスタープランが

そういう書き方をした。今後 10 年間に、このような事業をこのスパンでやると横軸に表し

た。中身は別として、あのようなコンセプトは良いと思う。 

→ワークショップでも優先順位を付ける議論をしている。戦略も 4 つある中で、現状の戦略の

順序が国とずれていることは承知している。ワークショップや議会の中で、このような意見

があったことをお知らせした中で、ご意見を踏まえて戦略間の順序も検討したい。また、戦

略にぶら下がる施策の優先順位も見直しをかけたい。移住対策の部分は、現状の移住対策関

連部署の拡充が必要ではないかという意見か。担当部署や理事者に報告したい。 

（委員）ＫＰＩが令和 1 年度から始まっているが、その前の平成 28 年を参考値で入れてはどうか。

1 回 1 回リセットされると、今までできなかったことがリセットされて新しくなる。その進捗

や経過があると見方が変わる。そして、その数字の下の基本的方向に、なぜ前回はこの数字

で終わったのか分析や次につながる内容を記載し、その結果として具体的な施策がこのよう

に出てきましたとなれば、この 5 年間の成功や失敗が生きてくる。やっぱり普通そのように

作るのでは。前年比何とかの世界なので。私はそれを提案する。 

→前回のまちづくり委員会で提案したこれまでの 5 年間の成果一覧があるが、そのまま公表す

るとわかりにくい部分があるため、前回もご意見いただいたとおり、公表する際には要約し

た上で、経過もわかるように公表できるよう検討したい。5 年間毎の数値（実績）は本編に

記載して、評価に関しては別冊で添付するよう考えている。 

（委員）国の法律により作らなければならないものか。 

→国の法律に基づいてはいるが、必ず作らなければならないものではない。この戦略に関して

は、地方創生交付金の交付要件となっている。 

（委員）この戦略と先ほどの色々な計画に関しては、同じ文章が出てきても問題ないのか？ 

→問題はない。紐づいている部分はたくさんある。 

（委員）資料 2-3 の戦略 1 の「③教育環境の充実」。現状値と目標値を比べて、劇的に減っている項

目がある。働き方改革による定時帰宅が 420 時間から 0 時間。残業時間 0 ということか。 

→教育部局の指針の中で示されており、今回このような設定をしている。 

（委員）パーセントの数字は要注意で、分母の数が小さければパーセンテージはいくらでも上が

る。例えば、アンテナショップ。ここは金額を出すべき。また、セカンドホームの利用率。

ここは、延べ利用人数が移住者の数字と何か関係するのかという部分が出てくるので。ま

た、雇用者数が平成 28 年で減り、その後横ばいになり、前回の数字。雇用者数や新規起業数

は「まち・ひと・しごと」の中で、1 番重要な数値。町独自の指標や調べ方でも良いので、毎

年チェックしていくべきではないか。経営強化のために既存商店への補助件数が何件という

のは大事だが、新規起業数や就業者数は、どのような数え方をしたかを資料に定義として記

載しておけば良い。そのように少し感じた。 



→パーセントに関する標記はご指摘のとおり。アンテナショップの売上げ、セカンドホームの

利用者数は、改善に向けて検討したい。雇用者数と雇用区分は、国のセンサスでは把握でき

るが、町内の雇用の数字を統計として毎年把握するベースが現状はない。そのため、雇用者

数を 5 年に 1 度の国の統計から引っ張ることはできるが、毎年分野別に企業種別の人数、年

齢層などの基礎資料を得ることは困難と考えている。 

（委員）就業者数も難しいか？ 

→税情報の中から拾える可能性はあるので検討したい。 

（委員）戦略 2 の「⑤町内企業の経営安定と新規起業の支援」。町内企業の経営安定に関しては、町

内商工業者への経営補助等の実施件数というのはわかる。ただ、新規起業の支援は、一歩踏

み込むと創出か支援かで変わってくるので、町内事業所数を KPI にすると新規起業数はわか

りにくくないか。また、どなたか委員の方が「民間の力を巻き込んでいくべきでは」とお話

されたが、そのような部分が大きく関わってくるところ。とても重要だと思うので、新規起

業の支援について件数を出した方が良い。町内の事業所数では、色々な事情でやめられてし

まう人も含まれるので、それを一緒にしてしまうのは少しもったいないと感じる。新規起業

にどれだけ関わったということを生の数字で見てみたい。役場や関連団体のバックアップに

より創出された件数が何件あるのかということ。単なる補助ではなく。 

7 ページの戦略 2 では、「新規企業の支援」となっているが、6 ページの「未来につながる

産業育成」では「産業を育てる」となっており、「美瑛ならではの暮らしと美瑛学」では「多

様な雇用の場の創出」となっているので、新しく何かを起こすというところにつながってく

ると思っている。 

→新規起業数について、町内の事業者は、個人営業や農業者など様々な形態があり、それを全

て集約して正確な数字を出すのは困難であるが、どこまでできるのか調査したい。 

→個人が起業する場合の支援策や優遇策は具体的にはないのが現状。KPI の設定には当然事業

が紐づいてくるので、そのようなところの意見を聞かせていただきたい。「目標を達成するた

めに、このような事業を行っていく」という流れ。委員が言うように、雇用も住む場所も大

事で、それをどのようにつないでいくか。行政で色々な施策があるが、結果的にはつながっ

ていない部分もあるので、そこにどのような事業が必要なのかご意見を聞かせていただいた

上で、「新規起業を増やす」「雇用が何人増える」、そこにどのような住環境や子育て環境をつ

なげていくかといった議論をしていただけたら、数十人の減少を何人埋められるんだという

議論に発展していくと思う。各課で予算の編成作業にも入っており、内部では専門部局設置

や組織の改編が必要という流れもなってくる可能性もあるので、そこで何をしなければなら

ないのかという議論をしていただければ、今後の行政運営の参考にさせていただきたい。役

場もこれまで色々とやってきたが、正直なところ何が人口増につながる施策かが見えていな

い部分があるので、今回に限らずお知恵を拝借できればと考えている。まずは、どんなこと

を行えばこれくらいの KPI が達成できるのではないかといったご意見を、具体的ではなくて

も構わないので、ヒントとしていただくことで、予算編成にも間に合うし、検討もできると

考えている。 



（委員）それでは、例えば、戦略 1 の「社会全体で子育てを支援する仕組みの整備」が施策となっ

ているが、これが KPI として年間出生数に結び付く過程が良くわからない。仕組みの整備を

するのであれば、整備する仕組みが明確に出てきて、そこで出生数が出てくる。この施策だ

けでどのように目標値が出たのか分かりにくい。 

→生まれる前と生まれた後の施策があって、それが出生数に結び付く根拠がないとイメージが

つかないということか。 

（委員）ここに書いてある内容は具体的な施策というよりも、このようなプロセスを作りましょう

ということ。次に効果的な施策が出てきているかということ。効率的に行うことで 56 人とい

う目標が達成できたという流れが見えてくるとわかりやすいが、整備のプロセスをつくると

いう内容だけのため、56 という数字を出されてもわかりにくいと思う。 

→ご指摘のとおり。恥ずかしい話ではあるが、これまで役場では定量的な目標値の設定をして

いなかったため、今後各課では全ての事業に対して定量的な指標（できない部分については

定性的）を定めて、町民にわかりやすい目標値を設定した上で事業を積み上げることで、こ

のような計画に結び付けていきたいと考えている。説得力のある数値での説明を求められる

と難しい部分はあるが。今後どのような施策を行う予定であるかは、令和 2 年度の新規事業

を紹介した中で議論していただければと思う。資料を提供することはできる。 

（委員）来年度から色々なことを考えていかなければならないとのお話だったので、そのために。6

ページの基本方向は、総合計画と同じであるが、これが果たして 7 ページの戦略と関係して

いるかと言われると、全く別のものに見える。これは、結局上から下までつながっていな

い。もし、基本方向を今から書き換えられるのであれば、箇条書きにするなど、まずは読み

やすくして欲しい。最初から最後まで 1 つの文章で書かれているが、これをぱっと見えるよ

うに、トランプのカードのように、四角く囲ってキーワードが入るような書き方もある。 

結局、総合計画が未来のことを書いていないので、この総合戦略は「総合計画に従って」

とお互い参照し合っているけれども、その先には何にも書かれていないことが起こり得るの

ではないかと思っている。来年度が総合計画の中間年度に当たるので、人口ビジョンは今後

見直していかなければならないと思うが、私は総合計画の中間改訂を提案する。総合戦略と

の整合性をとるために。役場の方も大変だと思う。計画がたくさんあるので。もう 1 本で行

けるように。どっかでリセットしなければならないと思うので見直しを提案する。 

→その件に関しては、町長が変わられた時点で、現在の総合計画と現町長の基本的な柱に差異

が生じているので、中間点としてどの程度の改訂になるかわからないが、見直しを行う話は

内部でなされている。町長の執行方針を柱にした構成で進められていくものと考えている。 

→6 ページ目が本文だけの表記でわかりづらいというご意見については、どのような見え方が

最善か検討していきたい。レイアウトや文言は、第 1 期の内容をほぼそのまま使用している

ので、その部分についても検討する。 

→目標設定の上で事業展開する考え方よりも、この事業を行うことで目標に近づいていくとい

うボトムアップ的な考え方が良いと思っているが、組織体制が過渡期にあり、新しい要素が

これから入ってくる。今後、新規事業や拡充する事業を説明する中でも、議論を深めていか

なければならないと考えているのでご理解いただきたい。 



（委員）目標値の設定の仕方であるが、やれる目標値にするのか、やらねばならぬ目標値にするの

か。特に 1 番上の数値目標、特に人口に関してはその実態ややれる部分もわかってきている

ということで、どのような経過で目標が出てきたのかを書いておいた方が良いと思う。 

（委員）考え方だとは思うが。単純に人口を増やせばそれで良いかと言えば、そうではない部分も

ある。流入人口に関しても、出てくる人数を減らせば、入って来る人数はプラスになってく

るという考え方もできる。いくらお金が使えるかわからない中で、ワークショップではほぼ

素人の集団が好き勝手に自分の最も要望の高いことを話しているが、それをもとに役場が広

い考えを持って作ったのが第 1 期の戦略で、これをもとに人口を増やすと言われても、これ

だけではダメで、これは一つの指針でしかないと思っている。目標値にしてもそうだが、例

えば、観光客の入込数を増やしたから税収がいくら上がるという部分まで考えて、これだけ

やりましたという結果を持ってくるのであれば。ただ結構霞にかかった状態で、目標値の数

字が出てきていると思うので、そこをあまり突っついても仕方ないかなと。もっと大らかに

構えて良いのではと思うが。別に役場よりの発言ではないと思うが。目標値は、暴論を言え

ば税金安くしてしまえば、町民が増えるのではないかと思うし、それは非現実的。柄杓定規

のようにしてしまうと、動けなくなるという部分もあると思うので、そこは少し見方を変え

ても良いのかなと思う。 

→一つの意見として拝聴させていただく。色んな考え方もあると思うが、ある程度一定の行政

規模も大事と思っている。その中で 1 万人は一つの目安とされてきた。 

（委員）ワークショップに関わり、これから戦略を作り直す場面にあるが、確かに 6 ページはよく

わからない部分があり、ワークショップでは 7 ページを取り扱っている。美瑛町に対しては

非常に危機感を持っており、このままでは町の経営も町民の暮らしも大変なことになるので

はないかと思っている。施策として不足している部分は、アクションプランがないこと。全

て総論で記載されているから、各課が持ち合わせているデータを当てはめている印象。アク

ションプランがないため目標がわかりにくい。 

先ほどお話があったように、縦割りの体制なので横とのつながりをチェックするところ、

政策調整課なのか民間なのか、そのようなところが充分に権限を持ち、チェックすることで

つながりが良くなる。今は、縦と横がまだばらばら。 

ワークショップに期待することは、第 1 期戦略の重要性をもう一度見直したら方が良いの

ではないかということ。前回は、それぞれの施策をグルーピングし、重要なグループに着目

して優先順位を付けた。次回は、これまでの施策から 1 度離れて、その重要なグループにつ

いて、「なぜ重要だと思ったのか」「具体的にどのようにすれば解決できるのか」ということ

を具体的に聞いてみたい。それをワークショップのテーマにしようと思っている。実際にや

ってみると、参加者は具体的なプロジェクトを多く知っている訳ではないが、色々な意見が

出てくる。その意見について、まちづくり委員会や役場の人たちの知見を集めて、または町

民にどんなアクションプランが良いかを出してもらって、優先順位の高い課題を解決する具

体的な方法をワークショップで考えていくようにしたい。数値目標については、私はあまり

信じておらず、一生懸命考えたのかもしれないが、数値目標に捉われてはまずいと思う。（ワ

ークショップでは）第 1 期のそれぞれの目標値について、達成状況の理由を参加者に説明し



て、達成しなかったのはなぜか、どうすべきなのかを、最初の動機付けとして出して考えて

もらう流れ。その際に数値目標を出す程度にして、その設定や根拠については、まちづくり

委員会などで精査するのが良いと思う。そんなことを先ほど打ち合わせしていた。結果につ

いては、ぜひチェックしてもらいたい。 

 

（２）その他 

・前回議題のまちづくり評価における意見（情報戦略推進事業）に対する総務課の回答につい

て説明。検索のクリック数の改善、季節に応じた更新、町民向けと町外者向けの区分の考え

方を報告。 

 →町勢情報や財務情報などの行政に係る情報を検索する際に支障があることが多く、町民にと

って必要のない情報がバナーとして目につくような構成であることをご指摘いただく。 

  ・議題 3 に予定していた自治基本条例については、会長・副会長がいる中で進め方を決めてい

きたい旨で承諾いただく。 

 

４ 閉会 
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第 １ 章 計画の概要 

 

１ー１ 計画の目的 

都市計画とは、まちづくりの基本的な構想に基づき、土地利用、都市施設、面的整備等の計画

を総合的・一体的に定めるものです。この計画に基づいて、まちづくりを規制・誘導するととも

に、整備計画を実施して、住み良いまちをつくり上げていきます。 

この都市計画の内容について定めているのが「都市計画法」です。この法律は、基本的な土地

利用規制について定めており、ほかの土地関係法とも密接な関連を有しています。 

都市計画マスタ―プランとは、都市計画法に定められた「市町村の都市計画に関する基本的な

方針」のことであり、市町村が創意工夫により、住民の意見を反映させて、都市づくりの理念や

目指すべき都市像、地域別の整備方針、諸施策の計画等をきめ細かくかつ総合的に示したもので、

具体の都市計画を始めとしたまちづくりの施策の根拠となるものです。 

美瑛町では、平成 12 年に平成 31年までの 20 年を計画期間とする「美瑛町都市計画マスター

プラン（以下「第１次計画」）」を策定し、「山岳農観セラピーの推進～人と自然を健やかに育み、

地域と人のつながりを大切にしたまちづくりを目指して～」をまちづくりの目標として、山岳や

主要産業である農業とその営みにより創り出される農村景観、これらを資源とする観光を大切に

しながら、これまで町民と行政が一体となってまちづくりを進めてきました。 

第１次計画期間の満了を迎える今、我が国は総人口減少の時代に移行し地方の活力が失われて

いく中で、本町においても「第５次美瑛町まちづくり総合計画」を始めとする各種関連計画と整

合した土地利用戦略が求められています。 

こうしたことから、引き続き健全な行政運営と生活環境の維持、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・減災への取り組み、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に向

け、令和２年から令和 21 年までの 20年を計画期間とする「美瑛町都市計画マスタープラン（以

下「第２次計画」）」の策定を行います。 
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１－２ 計画の位置づけ 

都市計画マスタープランは、都市計画法において、「市町村の建設に関する基本構想並びに都

市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を

定めるものとする」と位置づけられています。 

この“市町村の建設に関する基本構想”は、市町村の行政運営全般の基本方針である総合計画

等を示し、美瑛町では「第５次美瑛町まちづくり総合計画」が該当します。 

また、“都市計画区域の整備、開発及び保全の方針”は、北海道が定める「都市計画区域マス

タープラン（以下「区域マス」）」を示し、都市計画の総合性及び一体性を確保するための都市計

画区域における基本的な方針が定められています。 

これらの上位計画と整合を図りながら、都市計画マスタープランの中で具体の都市計画を定め

ていきます。 

 

 

 

 

 

  

【図１-２-①：計画の位置づけ】 

 
分野の計画 

美瑛都市計画区域の整備、  

開発及び保全の方針 

（区域マス） 

美瑛町まちづくり総合計画 

＜第５次＞ 

美瑛町都市計画マスタープラン 
町が保有・策定

するその他の計画 

（他部門） （都市計画部門） 

連携 

 
土地利用 道路・公園整備 市街地整備 

具体の都市計画 

その他都市施設 
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１－３ 計画の目標年次 

計画における目標年次は、令和２年度より 20 年後の令和 21年度（2039年度）とします。 

ただし、上位計画であるまちづくり総合計画の見直しや社会情勢等の変化によって、本計画の

内容が実情にそぐわなくなった場合は、必要に応じて適宜修正、見直しを行うこととします。 

 

１－４ 計画の対象区域 

都市計画区域は、まちの発展を計画的に誘導することによって秩序ある市街地を形成し、人々

の健康で文化的な生活と機能的な都市活動を確保することを目的に、都市計画法に基づいた指定

が行われています。 

こうしたことから、「美瑛町都市計画マスタープラン」は、第１次計画と同様に都市計画区域

を基本的な計画区域としつつ、まち全体を有効に活用した産業の発展や住民生活の向上を図るこ

とを目的に、町全域を対象区域として計画します。 

 

 

  

【図１-４-①：計画対象区域】 
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１－５ 計画の策定体制 

都市計画マスタープランの策定に当たっては、町民と行政が一体となったまちづくりを進め

るため、また、都市計画法において「住民の意見を反映させる」ことが位置づけられているこ

とから、町民アンケート調査やパブリックコメントを通じて、町民の意見を取り入れることと

しました。 

計画案の作成に当たっては、庁内委員会等によって第１次計画の検証や関連計画との調整等

を図り、町民意見に加えて、北海道等の関係機関の協議を踏まえて取りまとめました。 

取りまとめられた計画案については、条例に定められた機関である「美瑛町都市計画審議会」

や「まちづくり委員会」によって、主要課題の抽出や基本方針の決定等、計画の根幹となる部

分の段階的な諮問を経て、「美瑛町都市計画マスタープラン」として決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【図１-５-①：計画の策定体制】 

美瑛町 
 

企画委員会 

○マスタープラン案の協議 

 

庁内検討委員会 

○作成協議・分析・評価 

○マスタープラン案の検討 

事務局 

○情報収集・資料作成 

○北海道との協議 

○全体調整 

町民意見 

○アンケート調査 

○パブリックコメント 等 

北海道 

○任意協議・調整 

美瑛町都市計画審議会 

美瑛町まちづくり委員会 

諮問 
 
 

答申 
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１－６ 計画の構成 

美瑛町都市計画マスタープランは、以下の章立てで構成しています。 

 

第１章 計画の概要 

 計画策定の目的や位置づけ、目標年次、対象区域等の基本的な事項について記載しています。 

 

第２章 現況分析 

 美瑛町の現況や都市計画の状況、道路や公園等の社会基盤の整備状況、国を含めた上位計画等

の方針、第１次計画策定後の施策等の検証について整理しています。 

 

第３章 アンケート調査 

 第２次計画作成に当たり、町民意見を反映させるべく平成 30 年度に実施した町民アンケート

調査結果を要約して整理しています。 

 

第４章 主要課題の整理 

 第２次計画で検討が必要な事項について、第２章、第３章を基にした課題整理の方法と抽出さ

れた主要課題を整理しています。 

 

第５章 全体構想 

 都市計画マスタープランにより本町が目指す姿として、まちづくりのテーマや都市の将来像、

基本方針を示しています。 

 

第６章 地域別構想の設定 

 第５章で示した基本方針を踏まえ、地域特性によって３つに区分した「市街地域」、「丘陵地域」、

「山岳地域」ごとに、取り組み事項としての基本施策を示しています。 

 

第７章 実現に向けた考え方 

 計画を推進していく上での基本的な考え方について示しています。 

 

巻末資料編 

用語解説として、計画に記載されている専門用語について説明しています。 

また、別冊資料編での掲載内容についてもここで示しています。 

 

別冊資料編 

 計画策定に係る各委員会名簿や策定の経緯、アンケート調査の内容、第５次総合計画の概要及

び関連計画の概要、第１次計画の検証内容、課題整理の詳細資料を掲載しています。 
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【図２-１-①：美瑛町の丘陵景観】 

第２章 現況分析 
 

２－１ 美瑛町の現況 

①  沿 革 

美瑛町は、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 62 年に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、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、乱開発やスプロール化が懸

念されたことから、平成元年に「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２年には都市計画区域を変更（用途を指定しない白地区域の拡大）、平成 27 年に

は「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

の優れた景観を守る取り組みを進めています。 

また、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、

今では全国 53町村 10地域（令和元年８月 31 日現在）が参加しています。 

昭和 23 年に都市計画法適用都市となった

以降、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。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、地区計画等によって優れた街

並みが形成されています。 

その都市基盤の基に、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）」等の中核施設が次々にオープンしました。 

近年では、丸山通地区の街路空間整備（平成 30年完了）や各種交流施設の整備等、中心市街

地の賑わいづくりを進めています。 

  

【図２-１-②：道の駅びえい『丘のくら』】 
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②  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

したとおり美瑛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、辺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の十勝岳を始め 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 分の近距離にある等、恵まれた交通環境にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【図２-１-③：美瑛町の位置】 
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③ 人口・世帯数等の推移 

美瑛町の総人口は、1960 年（昭和 35年）の 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、第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 7,981 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。  

【図２-１-④：人口・世帯数の推移】 

出典：国勢調査（※H30は住基） 

【図２-１-⑤：人口の将来展望】 
出典：美瑛町人口ビジョン（平成 28年） 
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④ 産業の推移 

美瑛町の産業は、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 年と第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、第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年では第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、第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、おおむ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。 
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人口（人）

第一次産業 第二次産業 第三次産業

【図２-１-⑥：産業別就業人口】 

出典：国勢調査 
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出典：農林水産統計年報 

【図２-１-⑦：農業産出額】 
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工業製造品出荷額は、第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、おおむね安定しています。 

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

に当たる 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、第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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：美瑛町 
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【図２-１-⑩：観光客入込数】 
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出典：商業統計資料経済センサス（H24以降） 

（※H9と H11以降は卸売業の分類方法が異なるため著しく減少） 

【図２-１-⑨：商業販売額】 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

H9 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28

（百万円）

製造品出荷額

出典：工業統計資料 

【図２-１-⑧：工業製造品出荷額】 
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【図２-１-⑪：二地域居住体験住宅】 

 

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間

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）や定住促進を図

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

『bi.yell』」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等、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。 

 

 

  

【図２-１-⑫：丘のまち交流館『bi.yell』】 



第２章 現況分析 

 

- 17 - 

【図２-１-⑬：子育て支援施設】 

【図２-１-⑭：保健センター】 

 

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等、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

延長や利用者負担軽減等、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・医療や教育等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、平成 13年に「生き

がい活動支援通所施設（通称：いきいきセン

ター）」の建設を行い、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等、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。 
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【図２-１-⑮：児童の通学状況】 

⑧ 保健・医療 

町民の健康づくりの拠点として、平成 15年に「保健センター」の建設を行い、日常生活に密

着した保健サービスと健康相談を実施しています。また、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、健診等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、既存施設をできる限り有効利用し、

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。 

生涯学習等の分野においては、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、平

成 28年に「丘のまち郷土学館『美宙』」を整

備し、多くの町民が歴史や文化にふれる機会

を提供しています。 

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・レクリエーション活動

を通して、生活の潤いや生きがいづくりを行

えるよう、町民のニーズにあった運動機会の

提供に努めています。 

 

  

【図２-１-⑯：丘のまち郷土学館『美宙』】 
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⑩ 防 災 

美瑛町は、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

改修等の治水対策等の防災対策を行ってきたほか、「防災ガイドブック」の全戸配布等町民の防

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。 

 

  

【図２-１-⑰：洪水・土砂ハザードマップ（抜粋）】 

【凡 例】 

【洪水時水深色別表示】 



第２章 現況分析 

- 20 - 

【図２-１-⑱：本通地区の街並み】 

 

⑪ 美しい景観を守り育てる取り組み 

美瑛町の景観は、「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

に使用されたこと等を契機として、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」の制定（平

成 15 年）、景観法施行に伴う景観行政団体指定（平成 18 年）、「美瑛の美しい景観を守り育てる

条例」の全部改正（平成 27 年）、「美瑛町景観計画」の策定（平成 27年）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。 

さらに、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。 

 

 

 



 

２－２

① 都市

都市計

677.16 K

し、社会

す。 

 

２ 都市計

市計画区域

計画区域につ

K㎡を指定し

会環境の変化

計画の現況

域 

ついては、

した以降、昭

化に伴う都市

 

況 

昭和 23 年

昭和 44 年新

市計画区域

【図２-２

- 21 - 

年法適用都市

新都市計画法

域の拡大を重

２-①：美瑛町

市（法第１条

法の施行に伴

重ね、現在の

町都市計画図

区域

美
美
美
美
美

条決定）とな

伴い、市街地

の区域面積を

図】 

【凡域番号 建ぺい率

美－１ 7/10
美－２ 7/10
美－３ 6/10
美－４ 6/10
美－５ 6/10

第２章

なり、美瑛町

地周辺の 467

を 5,344ha と

凡 例】 容積率 道路斜線
勾配

20/10 1.
20/10 1.
20/10 1.
20/10 1.
10/10 1.

章 現況分析

町行政区域 

7ha に変更

としていま

線 隣地斜線
勾配

5 2.5
5 2.5
5 2.5
5 2.5
5 2.5

析 



第２章 現況分析 

- 22 - 

② 用途地域 

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年及び平成 17年に用途地域を拡大（381.6ha）し、

さらに平成 29 年に文化体育施設の適正配置のため一部用途変更を行い、現在に至っています。 

 

 

  

【図２-２-②：美瑛町都市計画図（用途地域）】 
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③ 市街地整備 

市街地人口の増加に応じて、良好な宅地の供給と快適な環境の下に秩序ある都市づくりを促

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 年の鉄西地区の清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。 

また、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の形成に努めています。 

 

 

 

④ 地区計画と建築協定 

「地区計画」は、地域的な実情を踏まえ、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。 

 

  

【図２-２-③：区画整理事業の様子】 
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⑤ 都市計画道路 

都市地域の発展と生活の利便性、さらにその都市機能を高める上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。 

決定された都市計画道路のうち、79.4％の 15,450ｍが改良済みとなっていますが、全体の約

２割に当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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【図２-２-④：都市計画道路一覧図】 

都市計画道路

延長

(ｍ)

率

 (％)

1 幹線 3・2・1 大北通 1,640 30 0 0.0

2 幹線 3・4・2 中央通 2,450 18 2,160 88.2

3 幹線 3・4・3 美沢通 2,060 18 1,510 73.3

4 幹線 3・4・4 丸山通 1,940 18 1,940 100.0

5 幹線 3・4・5 環状通 4,470 18 2,950 66.0

6 幹線 3・2・6 西大通 310 37 310 100.0

7 幹線 3・4・7 花園北町通 1,230 16 1,230 100.0

8 幹線 3・4・8 西中央通 1,060 18 1,060 100.0

9 幹線 3・3・9 本通 1,870 22 1,850 98.9

10 幹線 3・5・10 旭町通 540 14 540 100.0

11 幹線 3・5・11 東町通 540 14 540 100.0

12 幹線 3・5・12 旭東通 780 14 780 100.0

13 区画街路 7・5・13 大町通 290 12 290 100.0

14 区画街路 7・5・14 旭東通 290 12 290 100.0

14 条 19,470 － 15,450 79.4

4,020 20.6

計

残

延長

(ｍ)

幅員

(ｍ)

改良図上

番号
種　別

名　　　　　称 区　　　　　域 現　　　　　況

番　号 路線名

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 ㎡

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

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。 

都市計画公園及び都市公園を 30 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潤いのある

街並み空間の形成に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 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、置杵牛川等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。  

【図２-２-⑤：丸山運動公園】 

都市計画公園

番号 公園名

1 2・2・1 青葉公園 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 西町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 鉄西公園 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

都市公園

位置
面積

(ha)
供用開始

新区画運動公園 字新区画 8.94 H5.5.12

千代田公園 字拓進 5.37 H5.5.12

新栄の丘展望公園 字美馬牛新栄 0.46 H5.5.12

三愛の丘展望公園 字水沢 0.78 H5.5.12

ふれあい運動公園 字原野3線 2.33 H5.5.12

神社跡緑地 西町1丁目 0.51 H11.4.1

北西の丘展望公園 字大久保協生 4.58 H9.3.5

美馬牛の森公園 字新星第1 10.67 H9.3.5

やすらぎ広場 本町4丁目 0.29 H12.3.24

字赤羽 5.6 H13.4.2

39.53計 10ヶ所

21

28

29

30 聖台公園

22

23

24

25

26

27

街区

計 20ヶ所

名称NO

供用開始
面積

(ha)
位置種　別NO

名称
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２－３ 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 41

行為 52.9ha が施工されています。 

 

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、町民一人当たりの床面積は人口減

少に伴い、1.8 倍増加しています。ニーズの多様性を踏まえながら、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いく必要があります。 

 

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

きる環境が整っています。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。  
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２－４ 社会情勢から求められている都市像 

社会情勢から求められている都市像として、都市計画に関して国や北海道が示している現状

や方向性を整理し、踏まえるべきキーワードを抽出します。 

 我が国における都市計画に関する現状  

※ 『都市計画運用指針第 10版（国土交通省）』 の「運用指針策定の趣旨」から抜粋 

 

 

 

  

防災・減災に対する国民的意識の高まり 人口減少・超高齢社会の到来 

地球環境問題 

空き地・空き家等の低未利用地の増加 

自然的環境や景観の保全・創出に対する 
国民的意識の高まり 

質の高い住まい方に対する国民的意識の高まり 

市街地の疲弊や地域経済の低迷 

モータリゼーションの進展に伴う人々の 
生活圏の広域化 

 

国土交通省重点施策 2016 

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を抽出し、

求められている都市の将来像として具体例を整

理しています。 

■国民の安全・安心の確保 
○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 
○日常生活における安全・安心の確保 

■地域の活性化等を通じた持続可能な社会経済

の実現 
○コンパクトシティ・プラス・ネットワークの
推進 

○地域ビジネス・雇用創出による活力ある地域の
形成 

○人口減少・超高齢社会に対応した豊かな生活環
境の創出 

■観光先進国の実現 
○地方創生の礎となる観光資源の魅力向上 
○観光産業の国際競争力の強化 
○全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 

「北の住まいるタウン」の基本的な考え方（北海道） 

北海道では、平成 18年の都市計画法の改正を契

機とした「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。 

■コンパクトなまちづくりの取り組み 
○市街地の無秩序な拡大抑制 
○公共公益施設の集約 
○まちなか居住の推進と地区ごとの居住エリア
の集約 

○コミュニティ拠点の形成 
○空き地・空き家等のマネジメント 
○まちの魅力づくり 

■低炭素化・資源循環の取り組み 
○低炭素化・資源循環に寄与するエネルギーの
活用促進 

○地域でのエネルギー共有 
○低炭素化・資源循環に寄与する仕組み等の取
り組み 

■生活を支える取り組み 
○生活の営み確保 
○生活交通の確保 

国や北海道が考える都市計画における方向性 

防災・減災対策 
まちの魅力づくり・ 
観光産業の強化 

コンパクトシティ・ 
プラス・ネットワーク 

人口減少・超高齢 
社会への対応、 

生活支援 

資源循環・持続 
可能な社会経済 

といったキーワードが抽出されます。 

“社会情勢から求められている都市像”として 
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２－5 上位計画等における都市計画に関連する施策方針の整理 

本計画を策定する上で、踏まえるべき上位計画として、美瑛町の最上位の計画である「第５

次まちづくり総合計画」、並びに、都市計画に関連する各種計画における施策方針を整理します。

（※詳細は資料編に掲載） 

 

① 上位計画 「第５次まちづくり総合計画」 

まちの将来像 

『豊かな自然と個性あふれる文化が輝く 丘のまちびえい』 

分
野
別
施
策
の
基
本
方
針 

①足腰の強い産業づくり 

・産業振興 

・移住定住 

・市街地活性化 

○豊かさと活力ある農村づくり 

○地域資源を活用した商工業の発展 

○中心市街地の活性化 

○観光地の整備と環境保全 

○空き家・空き地の有効活用  等 

②ともに支え合うまちづくり 

・地域福祉 

・保健 

・医療 

○誰もが住み慣れた地域で暮らし続けられる地域づくり 

○安心して子どもを産み育てられる地域づくり 

○高齢者や障がい者にやさしいまちづくり  等 

③まちを動かす人づくり 

・教育 

・生涯学習 

・芸術文化 

○子どもたちが安心して学ぶことができる環境の整備 

○学習拠点の整備・充実 

○スポーツ・レクリエーションの活性化による健康づくり 

○芸術文化施設の充実  等 

④安全・安心なまちづくり 

・土地利用 

・社会基盤整備 

・防災 

○高齢者や障がい者にやさしいまちづくり 

○安全で快適な歩行空間の整備 

○潤いのある街並み空間形成 

○美瑛町の風土に根ざした住環境の形成 

○安全で利便性の高い道路・橋梁の整備と維持管理 

○安全な輸送体系の確立 

○公園の再整備 

○災害に強いまちづくり  等 

⑤みんなで歩むまちづくり 

・住民協働 
・日本で最も美しい村づくり 

・景観形成 

○町民参加の促進及び協働のまちづくり 

○美しい村づくり活動の推進 

○地域資源の保護・活用による持続可能な地域の発展 

○美しい景観の保全と形成  等 
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② 関連計画  

計画 施策方針 

美瑛町地域防災計画 ○安全で快適な住環境の創出 

○幹線道路・橋梁の整備・改良 

○下水道施設の耐震化 

○適正な避難所の確保と設備の整備 

○狭小道路の解消 

○市街地整備の推進  等 

美瑛町地域強靭化計画 ○緊急輸送道路や避難路の無電柱化 

○避難場所としての都市公園の施設整備 

○下水道施設の耐震化・長寿命化対策 

○公共施設や民間の大規模建築物に対する耐震化促進 

○砂防施設や急傾斜地崩壊防止施設の整備推進 

○河川改修やダム、排水施設等の治水対策  等 

美瑛町景観計画 ○景観計画区域の設定 

○景観特性や景観形成の目標に応じた方針策定 

○魅力的・個性的な景観の形成  等 

美瑛町住生活基本計画 ○地域資源の有効活用 

○地域内循環システムの構築による住宅の整備促進 

○空き家・空き地活用の推進 

○まちなか居住の推進と定住住宅地の確保  等 

美瑛町公共施設等総合管理計画 ○公共施設における人口減少等の変化を見据えた縮減 

○定期的な点検や修繕 

○計画的な機能改善による施設の長寿命化  等 

美瑛町空家等対策計画 ○空き家を活用した移住定住促進住宅の提供 

○第三者利用による居住環境の向上 

○危険な空き家の除去促進  等 

美瑛町観光マスタープラン 2020 ○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  等 
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２－６ 第 1次計画の検証 

第２次計画を策定するに当たり、第１次計画で位置づけられた数々の施策の実施状況につい

て、完了した施策や未実施の施策を整理し、達成状況等を踏まえた上で今後展開していく必要

のある施策を整理します。（※詳細は資料編に掲載） 

① 地域別施策の達成状況 

第１次計画に記載された 60の地域別施策のうち、21 施策が完了、35施策が継続中、4施策

が未実施となりました。完了及び継続中を含めた施策の実施率は約 93％となり、計画された施

策はおおむね達成されています。 

完了した主な施策は以下のとおりです。 

■完了した主な施策 

地域 施策 

市街地域 ○本通地区や鉄西地区における土地区画整理事業による市街地整備 

○花園アンダーパスの整備、横断歩道橋（丘のまちフリーロード）の整備 

○花園地区や扇町地区の町道整備、鉄西公園の整備  等 

丘陵地域 ○農業生産基盤の整備 

○幹線道路網及び観光アクセス道路の整備 

○聖台ダム公園や水沢ダム公園の整備  等 

山岳地域 ○道道十勝岳温泉美瑛線の遊歩道等の整備（森とふれあう道づくり事業） 

○青い池周辺の白金エリアの整備 

○道の駅びえい「白金ビルケ」の整備  等 

 

未実施となった施策は全て「市街地域」で、その要因としては、以下のとおりです。 

■未実施の主な施策 

種別 施策内容 未実施の主な要因 

住民ニーズに

即した適正な

土地利用規制 

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

見直しは行わず、現用途地域による土地利用を推進した

ため 

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ため 

計画的な質の

高い住宅地の

造成 

東町・原野二線・

原野四線地区宅地

造成 

既成市街地内で市街化が進んだことから、原野地区での

宅地造成には至らなかったため 

工業地域の指

定と造成 

用途地域の見直し 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ため 
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② 地域別方針の今後の展開 

第１次計画に記載された 50の地域別方針について、これまでの実施状況等に鑑みて、第２次

計画期間内の展開を図る施策を整理します。 

■今後も展開を図る主な施策  

地域 施策 

市街地域 ○用途地域の適正な見直しや特定用途制限区域の指定の検討 

○都市計画道路の未整備区間の見直しの検討 

○都市基盤の適正な維持管理や未改良道路の整備 

○歩道のバリアフリー化 

○幹線沿道への利便施設誘導 

○地場産品の振興等による中心市街地づくり  等 

丘陵地域 ○優良農地の確保と総合的な農業振興、農村の整備 

○乱開発の防止や自然景観の保全 

○地域間道路網の老朽更新や路肩拡幅等の二次改築 

○美馬牛市街地における都市基盤整備の検討 

○観光マスタープランに沿ったルールの普及や交通の在り方の検討 

○地域生活環境に負荷を与えないような方策の検討  等 

山岳地域 ○森林環境の保全と森林資源の有効活用による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 

○砂防事業の継続による十勝岳噴火を想定した防災対策  等 
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第３章 アンケート調査 
 

都市計画マスタープランの策定に当たっては、町民と行政が一体となったまちづくりを進め

るため、町民の意見を反映させるべく、都市機能や土地利用等のニーズについて、町民アンケ

ート調査を行いました。 

以下にその概要を整理します。（※詳細は資料編に掲載） 

３－１ 調査の概要 

① 調査対象と調査方法 

（１）調 査 対 象 ： 美瑛町に居住する満18歳以上の男女計1,000人を、年齢、居住地 

のバランスを考慮の上、無作為抽出 

（２）配布・回収方法 ： 郵送方法（配布・回収とも） 

（３）調 査 時 期 ： 配 布 日 平成30年12月21日 

調 査 時 期 ：     投函期日 平成31年１月20日 

② 回収率 

（１）配 布 数 ： 1,000票 

（２）回 収 数 ：  522票 

（３）回 収 率 ：  52.2％ 
 

③ 調査項目 

（１）回答者の属性（性別、年齢、職業、住まい、居住地区、居住年数） 

（２）設問 【問１】 検討項目の満足度について 

【問２】 市街地域における公園について  

【問３】 市街地域における緑について  

【問４】 市街地域における道路・交通網の整備について  

【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  

【問６】 公共施設の整備について  

【問７】 都市機能について  

【問８】 市街地域における土地利用について  

【問９】 丘陵地域や山岳地域における土地利用 

【問10】 都市防災への対策について  

【問11】 市街地域におけるまち並みや景観について  

【問12】 丘陵地域や山岳地域におけるまち並みや景観について  

【その他】 美瑛町のまちづくりに関する意見（自由記述） 

（３）回答形式 

現状の満足度（問１）については《満足している》から《満足していない》の５段階、

今後検討する都市機能等の項目（問２～問12）については《重要である》から《重要で

はない》の５段階評価とし、うち一つを選択する形式で実施しました。 
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３－２ 調査の結果 

① 現状の“満足度”  

問１で《満足》・《やや満足》の満足側の合計が５割に達したものはありませんが、「市街地域

の道路・交通の整備について」は約４割が満足側でした。一方、「市街地域の土地利用について」

は約４割が不満側でした。このほかは《普通》が最も多く、満足側・不満側どちらも２～３割

程度となっています。 

 

② 今後の都市機能等の“重要度”  

問２から問 12で《やや重要》・《重要》の２段階をもって「重要である」とし、「重要である」

を選択した割合がおおむね６割（55%～64％）を『重要度は高い』、おおむね７割（65%～74％）

の場合は『特に重要度は高い』、おおむね８割以上（75%～）の場合は『極めて重要度は高い』

と分類しました。 

このおおむね６割以上の方が『重要度が高い』とされた選択項目を“今後町民が求めること”

として捉え、「第４章 主要課題の整理」に向けたニーズとして抽出します。 

なお、『重要度が高い』を割合ごとに３分類し抽出した選択項目については、一覧表にまとめ

て次ページに示します。 

 

③ まとめ 

全体としては、現在の都市計画に関する不満は少なく“普通”が多くを占めたことから、第

１次計画後に実施された施策を含め、美瑛町が進めてきた数々の都市施策は町民の一定の評価

が得られていると推察されます。 

今後検討が必要な都市機能等については、社会基盤施設の新規整備よりも防災対策や老朽化

対策、バリアフリー化等の既存の施設の充実・改善が望まれているほか、子育て世代や高齢者

等の幅広い需要に適応した施設や住宅の整備も多く望まれています。 

このことは、『安全・安心で良好な生活環境の充実』が町民に求められているといい換えるこ

とができます。 

また、農地と景観については、生産基盤としての保全・景観との調和が多く望まれているこ

とから、『産業振興と美しい景観の両立』が町民に求められていると考えられます。 
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■重要度は高い（６割の方が重要）の項目 

設問 選択項目 

問 ２－１ 子どもや高齢者等、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選定に当たっては、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、作業に当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 施設の集約化等、長期的な視点に立った施設配置の見直しを行う 

 ７－４ 
下水道の更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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■特に重要度は高い（７割の方が重要）の項目 

設問 選択項目 

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化を進める 

 ５－３ 車両等の減速対策や路肩の拡幅、駐車施設等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等、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 環境の充実等、

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等、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、関係者相互理解の下に美しい景観の保全に努める 

 

■極めて重要度は高い（８割の方が重要）項目 

設問 選択項目 

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や都市間バス等の基幹的な公共交通の確保・充実や、交通弱者への支援等

の取り組みを進める 

 ７－３ 
子育て世代や高齢者、低所得者等、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、防災設備等を充実させる 

 10－２ 避難訓練の充実や自主防災組織づくり等、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等、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 
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第４章 主要課題の整理 
 

４－１ 整理の方法 

主要課題の抽出に当たっては、下表に示すように、少子高齢化等の社会的背景や美瑛町の現

況等を整理した「現況の整理」、第 1次計画策定後に実施された事業の実施状況と今後の展開を

整理した「第１次計画の検証」、町民のニーズである「アンケート調査結果」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つけることとします。

（※詳細は資料編に掲載） 

 

 ■主要課題の抽出方法 

 

  

現況の整理 第１次計画の検証 アンケート調査結果 

「第２章 現況分析」の内容
から、以下の項目別に整理し
ます。 

 
 

「第２章 ２-６ 第１次計画
の検証」から、達成状況や今後
の展開を整理します。 
 

「第３章 アンケート調査」か
ら、重要度の高い選択項目を、
“町民が求めること”として整
理します。 

 

■２-１美瑛町の現況 

■２-２都市計画の現況 

■２-３その他の社会基盤の現  
況 

■２-４社会情勢から求められ 
る都市像 

■２-５上位・関連計画におけ 
る施策方針 

①地域別施策の達成状況 

地域別施策として記載された
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 

地域別構想に記載された 50
方針の実施状況と今後の展開
について検証 

 
 

■重要度６割（55～64％） 

「重要度は高い」 

 

■重要度７割（65～74％） 

「特に重要度は高い」 

 

■重要度８割（75％～） 

「極めて重要度は高い」 
 
 

 

 

主要課題の抽出 
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４－２ 抽出された主要課題 

 

④ 主要課題の抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 総合計画における５つの分野別施策

足腰の強い産業づくり

産業振興・移住定住・

市街地活性化

ともに支え合うまちづくり まちを動かす人づくり

地域福祉・保健・医療 教育・生涯学習・芸術文化

■ 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

■ 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

■ 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

■ 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

■ 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・予防医療の確保や医
療水準の維持、向上

■ 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

■ 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
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 総合計画における５つの分野別施策

安全・安心なまちづくり

土地利用・社会基盤整備・防災

みんなで歩むまちづくり

住民協働・日本で最も美しい村づくり

・景観形成

■ 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か所の減災対策及び市街地化抑制

■ 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

■ 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

■ 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

■ 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
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【図５-１-①：まちづくりのテーマと５つの柱】 

第５章 全体構想 

 

５－１ まちづくりのテーマ 

都市計画マスタープランは、都市計画法において「市町村の都市計画に関する基本的な方針」

として定めることとされ、市町村の行政運営全般の基本方針である総合計画に即して、土地利用

や都市施設の整備方針等を具体的に示すものです。 

美瑛町では、平成 28年から平成 37年(令和７年)を計画期間とする「第５次まちづくり総合計

画」によりまちづくりが行われていることから、本計画においても同じテーマと将来像により策

定することとします。 

下図に示したまちづくりのテーマと５つの柱の下、本町の美しい自然環境や農業の営みによっ

て創りだされる景観、それらを地域資源とする産業、そして地域とそこに住む人のつながりを大

切にし、町民が健康で安心して豊かな暮らしができるまちづくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

みんなで歩む 
まちづくり 

安全・安心な 
まちづくり 

ともに支え合う 
まちづくり 豊かな自然と 

個性あふれる文化が輝く 

丘のまちびえい 

まちを動かす 
人づくり 

足腰の強い 
産業づくり 
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５－２ 都市の将来像 

美瑛町には、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等、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、前述したとおり人口減少が続いており、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町民の円滑で環境負荷の少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、前述したとおり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の将来像を次のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

５－３ 将来展望人口 

本町の総人口は、2019年（令和元年 7月末）時点では、第１次計画策定当時の人口（平成 11

年：12,102人）の 82％となる 9,950 人となっています。 

一方、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、将来展望人口を約 8,000 人としてい  

ます。 

 

  

「地域資源をい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下、 

誰もが住んでみたいと感じる優しい都市」 
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５－４ 基本方針 

① 基本的な考え方 

都市の将来像を実現するべく、これまで整備を進めてきた都市基盤を活用したコンパクトな内

部充実型のまちづくりを基本として、市街地の無秩序な開発や拡大を抑制し、既存ストックの有

効活用の促進や生活に欠かせない社会基盤整備と維持管理に努めることにより、都市の防災性の

向上が図られ、誰もが安心して心豊かに住み続けられる環境を構築し、さらに資源循環が進んだ

効率的な都市構造を目指します。 

それらの都市基盤の基に、基幹産業である農業の振興と美しい景観等の類まれな地域資源をい

かした産業を強化するとともに、地域福祉の充実や子育て支援や未来の本町を担う人づくりを推

進し、安全安心で自然と調和した人に優しい良好な環境の下、誰もが住んでみたいと感じる優し

い都市を創造します。 

これらの考え方に基づき、本計画の基本方針をまちづくりの柱として掲げた５つの分野別施策

ごとに整理します。 

 

② 分野別施策１ 足腰の強い産業づくり 

足腰の強い産業の存在は、まちの安定した経済基盤の確保と雇用の創出を図る上で欠かすこと

のできない条件です。 

農林業の営みが生み出す丘陵地の美しい景観は、類まれな地域資源としての価値を有し、地域

産業の発展を支えています。 

基幹産業である農業、林業の振興を図り、経済の基盤を強化するとともに、６次産業の振興を

図り、農林業・商工業・観光業が連携した地域づくりを進めます。 

 

 

１－１ 農業の振興を図るべく、優良な農地の確保と効率的で円滑な農地の流動化を促

進するとともに、農村地域の環境や施設の整備を推進します。 

１－２ 農業人口の減少に備えて担い手対策を積極的に展開し、農業労働力の確保や新

規就農者の受入体制の強化を図ります。 

１－３ 森林資源の有効活用による地材地消を促進し、持続可能な循環型社会を形成し

ます。 

１－４ 町内業者の持続的な発展に向けた支援を強化するとともに、町内の雇用創出や

雇用機会の確保、拡大を図ります。 

１－５ 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。 

  

基本方針１ 産業振興 

（次ページに続く） 
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１－６ 地域資源の多様性・持続性を確保できるよう観光ルート等の検討や環境整備を

進めるとともに、豊かな自然環境を活用したサイクルツーリズムを推進します。 

１－７ 観光アドバイザー等による観光マナー啓発と観光スポットの保全を行うととも

に、インバウンドの受入体制を強化する等、国際化に対応できる観光地域づく

りを目指します。 

１－８ 豊かな自然環境を活用した白金エリア全体の魅力発信や活性化策の検討を行い

ます。 

１－９ 恵まれた自然環境による再生可能エネルギーの地産地消を進めることで、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推進します。 

 

 

 

２－１ 空き家等の情報発信や定住希望者の受入体制の充実を図りながら、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を推進します。 

２－２ 定住促進住宅や二地域居住体験住宅等、幅広い需要に適応した住宅の確保を図

り、本町での暮らし体験や移住定住を促進します。 

 

 

 

３－１ 商店街の空洞化を抑制するため、中小企業者等の活性化及び経営力の強化を図

り、賑わいのあるまちづくりを進めます。 

３－２ 本通・丸山通を中心とした既存交流施設等の連携や未利用地の有効活用によっ

て、観光客の回遊性の向上を図り、交流人口や滞在時間の増加による中心市街

地の活性化を推進します。 

３－３ 中心市街地の更なる発展を目指して、本通・丸山通等に必要となる都市基盤に

ついて十分検討し、利用者のニーズにあわせた整備を進めます。 

 

  

基本方針２ 移住・定住 

基本方針３ 市街地活性化 
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③分野別施策２ ともに支え合うまちづくり 

年齢や性別を問わず、誰もが健やかに暮らすことのできる地域の創造は、まちづくりの基本 

です。 

子育て世代や高齢者、障がい者等、全ての町民が安心して暮らせる地域福祉の充実を図るとと

もに、一人一人が自分らしく暮らし続けられる地域づくりを目指し、施設等のバリアフリー化や

長寿命化、適切な配置を促進します。 

 

 

１－１ 公共施設や施設間を結ぶ道路のバリアフリー化や高齢者の移動支援対策を推進

します。 

１－２ 計画的な機能改善による公共施設の長寿命化や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。 

１－３ 子育て世代や高齢者、障がい者等、多様化するニーズに対応できる住環境や施

設整備並びに支援体制の充実を図り、安心して暮らせる地域づくりを推進し 

ます。 

 

 

 

２－１ 既存施設の更なる利活用の促進や高齢者や障がい者に配慮した施設配置を行い

ます。 

２－２ 地域医療・予防医療の確保や医療水準の維持、向上を目指します。 

 

  

基本方針１ 地域福祉 

基本方針２ 保健・医療 
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④分野別施策３ まちを動かす人づくり 

まちづくりの主役は、美瑛町に暮らす全ての町民です。 

児童• 生徒• 青少年を育成する環境の確保を図るとともに、芸術文化、スポーツ、趣味・教養

等、年代や境遇に関係なく誰でも参加できる生涯学習環境を整え、町民の学びのニーズに応えま

す。 

 

１－１ 通学路や教育施設の安全対策やバリアフリー化を推進し、日常的な安全管理と

通学環境を確保します。 

１－２  教育施設の適切な維持管理と計画的な改修を図り、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。 

 

 

 

２－１ スポーツや芸術文化活動を推進するため、生涯学習施設等の有効活用や機能の

充実を図ります。 

 

 

  

基本方針１ 教育 

基本方針２ 生涯教育・芸術文化 
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⑤分野別施策４ 安全・安心なまちづくり 

全ての町民が安全な環境の中で日々の暮らしを送り、安心して生活できる基盤の整備は、まち

づくりの基本です。 

持続的、計画的な土地利用を図るべく「コンパクトなまちづくり」を推進するとともに、自然

景観の保全・美化を推進し、「丘のまちびえい」の魅力を維持•発展させていきます。 

生活に欠かせない社会基盤については、本町特有の自然環境と調和した整備と維持管理に努め

るとともに、効率性・快適性・安全性に配慮した交通ネットワーク形成やバリアフリー化を推進

します。 

十勝岳噴火への対応を始め、防災対策を強化し、町民の生命と財産を守る防災体制の整備や訓

練の機会を拡充します。 

 

 

１－１ 本町をとりまく環境の変化に対応し、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。 

１－２ 用途地域内における土地の高度利用を図るとともに、都市的土地利用を図る見

通しのない土地の区域については、用途地域の指定の必要性等を検討し、土地

利用の見直しを図ります。 

１－３  用途地域に隣接する区域については、農地に係る法制度と産業振興に十分留意

しながら、必要に応じて特定用途制限地域の指定を検討します。 

１－４ 農用地については、健全な農業の維持と発展を図るため、農業振興地域整備計

画に基づく適切な指定・管理を行います。森林や樹林地については、適切な管

理により豊かな自然環境として保全を図ります。 

１－５ 利便性や快適性を享受できる都市づくりを進めるため、未利用地を活用する等、

幹線街路沿線への利便施設の誘導を図ります。 

１－６ 景観条例に基づき、市街地や農地等の周辺環境に配慮した土地利用の誘導を図

ります。 

１－７ 洪水や土砂災害危険箇所等の災害発生の可能性のある地区については、市街地

化を抑制するとともに減災対策を行う等、災害の防止に努めます。 

 

 

 

 

 

 

基本方針１ 土地利用 
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２－１ 都市間の連携を強化するため、基幹的な交通ネットワークとなるＪＲや都市間

バス等の公共交通の確保を図ります。 

２－２ 老朽化した道路や歩道の計画的整備、バリアフリー化を推進するとともに、社

会基盤施設の適正な維持管理及び長寿命化対策に努めます。 

２－３ 移動の高速化や空港等の交通拠点とのアクセスを強化するため、都市間道路交

通網の整備促進を図ります。 

２－４ 既存路線の活用を含めた総合的な視点から交通ネットワークの再構築を図る

等、人口減少等の社会情勢の変化に対応した都市の将来像を見据えて、長期未

着手の都市計画道路の見直しを検討します。 

２－５ 利用者の安全性や利便性の向上のため、道路の路肩拡幅及び駐車施設等の安全

対策を強化するとともに、サインの多言語化や自転車通行路のゾーニング化等

を推進します。 

２－６ 公営住宅等長寿命化計画等に基づき、町営住宅の整備と適正管理、老朽化した

団地の建替を行います。 

２－７ 公園施設長寿命化計画に基づき、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、公園緑地の適正な管理と環境整備に努めます。 

２－８ 文化的かつ衛生的な都市生活の充実と確保に向け、上下水道の計画的な整備と

効率的な維持管理、並びに合併処理浄化槽の設置推進を図ります。 

２－９ 町民や観光客が広く情報収集できるよう、引き続き施設の適切な管理に努める

とともに、災害等の緊急情報等も幅広く取得できるよう情報通信網の拡充に努

めます。 

２－10 環境負荷の少ない循環型社会の実現や環境美化を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。 

２－11 街路灯や防犯灯のＬＥＤ化等によって、明るく安全な市街地の生活環境を確保

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針２ 社会基盤整備 
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３－１ 災害時における避難情報等を町民に的確に伝達するための防災設備の充実に努

めます。 

３－２ 避難施設の適正な配置見直しや耐震化、ライフラインの老朽化対策を図るとと

もに、防災訓練や防災教室等の更なる充実によりハードとソフト両面での防災

体制の強化を図り、災害に強い安全で安心なまちづくりを推進します。 

３－３ 緊急輸送道路や避難路等の計画的な整備を進め、必要に応じて無電柱化等を実

施する等、地域住民の安全確保を第一とした災害に強い道路づくりを推進し

ます。 

３－４ 町民の安全安心な暮らしを守るため、河川改修や適正な維持管理を進める等、

関係機関が連携した治水対策に取り組みます。 

 

 

⑥分野別施策５ みんなで歩むまちづくり 

これからのまちづくりには、町民、企業、学校、行政が手を取り、知恵を出し合い、互いに協

力していくことが必要です。 

対話、交流、懇談等、多様な手段を活用することで、まちづくりの意向や意見を把握し、それ

を施策に反映していきます。 

地域に開かれ、効率的な行政運営に努めるとともに、財政の効率化を図り、永続的に発展して

いくための基盤を構築します。 

 

 

１－１ 町民と行政が一体となり、みんなでつくるまちづくりを推進します。 

１－２ 地区計画や建築協定、景観条例等による町民主体のまちづくりを推進します。 

１－３ 町民との協働や大学等の専門的知見の活用等、官民学連携による美瑛町らしい

景観を形成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針３ 防災 

基本方針１ 住民協働 
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２－１ 町民参加による景観修景や環境美化活動等を通じ、郷土に対する理解を深めな

がら、「日本で最も美しい村」活動を推進し、かけがえのない地域資源の保護

を図ります。 

 

 

 

 

３－１ 美瑛町らしい美しい景観づくりの推進のため、景観条例や景観計画及び関連法

に基づき、乱開発防止や自然景観の保全を図ります。 

３－２ 農業振興を前提としながら、農業者等関係者の相互理解の下、景観との調和に

配慮した土地利用、農業施設整備の方法について検討し、景観を保全します。 

３－３ 屋外広告物の設置について、景観と調和させる取り組みを展開することを目的

に、制限を設けた条例の策定を検討します。 

３－４ 景観に配慮した空間形成のため、景勝地を中心とした道路等の無電柱化を推進

します。 

３－５ 街路樹等景観整備計画に基づく街路樹等の整備や保全によって、自然と調和し

た街並み空間の再生を目指します。 

 

 

  

基本方針２ 日本で最も美しい村づくり 

基本方針３ 景観形成 
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５－５ 将来都市構造 

基本方針に基づくまちの姿として、「将来都市構造」を示します。将来都市構造は、土地利用

で区分される「エリア」、都市の中心である「拠点」、都市の軸線である「交通軸」により構成し

ます。また、基本方針をより身近に具体化する単位として「地域」を設定します。 

エ
リ
ア 

市街地エリア 

用途地域が指定されているエリアを「市街地エリア」と設定   

します。 

コンパクトで機能的な市街地として住宅、商業、工業、公園等の

各機能で構成します。 

農地エリア 

市街地エリアを取り囲む農地を「農地エリア」と設定します。 

都市的開発を抑制し、美瑛町の産業を支える優良な農地と   

して、農業振興地域内の良好な農用地で構成します。 

森林エリア 

町の外縁部に位置し市街地エリアや農地エリアを取り囲む   

エリアを「森林エリア」と設定します。 

都市環境を支える自然豊かな緑空間として森林地域等で構成し

ます。 

丘の景観エリア 

“丘のまちびえい”を特徴づける地域資源である、丘陵大地と  

農林業の営みが生みだす美しい景観エリアを「丘の景観エリア」

と設定します。 

拠
点
・
交
通
軸 

拠 点 

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

範囲を「都市拠点」と設定します。 

本町の中核的な拠点して位置づけ、既存施設の更新や集約により

市民生活や交流の主要な場所として機能します。 

交通軸 

都市構造を支える骨格的な交通体系として、「ＪＲ富良野線」、 

広域的な都市間交通を処理する国道・主要道道等の「主要幹線道

路」、主要幹線道路を補完し地域間を結ぶ「幹線道路」を位置づ

けます。 

地 
 

域 

市街地域 
用途指定がなされている地域、及び隣接地を「市街地域」    

とします。 

丘陵地域 
市街地域及び山岳地域を除く全ての地域を「丘陵地域」とします。 

山岳地域 
大雪山国立公園を含む周辺地域を「山岳地域」とします。 
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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」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

宅の確保を図ります。 

 

 

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、憩ヶ丘地区、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 



第６章 地域別構想の設定 

- 68 - 

 

 

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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【図６-２-①：丘陵地域の農村景観】 

 

６－２ 丘陵地域 

①地域の概要と課題 

丘陵地域は、都市計画区域を含み「丘の景観エリア」や「農地エリア」、「森林エリア」の一

部により構成された美瑛町のイメージを象徴する広大な地域です。本町の基幹産業である農林

業の営みと特徴ある丘陵大地が生み出す美しい景観等の類まれな地域資源を有しています。 

これまで、農業振興地域整備計画に基づいた農地保全や農業基盤整備事業、森林環境保全

整備事業に基づいた森林管理、「美瑛町の美しい景観を守り育てる条例」、「美瑛町景観計画」

の策定による景観を守り育てる積極的な取り組み等によって環境が整備され、地域が形成さ

れてきました。 

今後においても更なる農業の振興、地元農

産品や森林資源等の有効活用、観光と営農の

共存・両立、観光マナー啓発等の様々な課題

に対応していく必要があります。 

本町の産業を支える場として、「丘の景観

エリア」や農地を核としながらそれらを資源

とする産業振興及び地域活性化、並びに防災

性向上を目指します。 
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②分野別施策１ 足腰の強い産業づくり 

 

１－１ 農業振興及び農地の適正な利用が推進されるよう、人・農地プラン等を活用し

た農地の流動化を促進するとともに、今後想定されるスマート農業化を見据え、

新たに求められる農業基盤整備の実施を検討します。 

１－２ 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道路網の

整備を進めるほか、地域において農地や農道等の保存を行う取り組みを支援し

ます。 

１－３ コントラクターの活用やスマート農業等の導入による農作業の省力化を推進す

るほか、農業担い手研修センター等を活用し、農業研修や住居の確保による新

規就農者等の受入体制の強化を図ります。 

１－４ 森林認証の取得に基づく森林資源の有効活用に向け、新技術等の導入を検討し、

一般住宅建築材等の地材地消の促進、持続可能な循環型社会の形成を図ります。 

１－５ 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。 

１－６ 既存観光ルートを地域資源の多様性や持続性の観点から再検証した上で、景観

スポットやサイクリングルート等も踏まえながら新たな観光ルートや形態を検

討し、必要となる環境の整備に努めます。 

１－７ 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。 

 

 

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」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の提供に努めます。 

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

宅の確保を図ります。 

 

 

 

 

 

  

基本施策１ 産業振興 

基本施策２ 移住・定住 
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③分野別施策２ ともに支えあうまちづくり 

 

 

１－１ 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。 

１－２ 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。 

１－３ 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。 

１－４ 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。 

 

 

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。 

 

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 地域の中核を成す学校施設の長寿命化が図られるよう、適切な改修工事と維持

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１ 教育 

基本施策２ 保健・医療 
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⑤分野別施策４ 安全・安心なまちづくり 

 

１－１ 観光等を目的とした開発の適切な規制や誘導を図るとともに、無秩序な土地利

用を抑制するため、必要に応じて特定用途制限地域等の指定を検討します。 

１－２ 市街地を囲む農地については、本町の産業を支えるとともに、優れた農村景観

を形成する区域として位置づけ、農業振興地域整備計画に基づき、農用地区域

及び農業振興地域の適切な指定・管理を行います。 

１－３ 継続的なパトロールや所有者の意向調査等によって遊休農地の発生を防止し、

引き続き良好な農地を保全します。 

１－４ 保安林や防風林等については、森林の持つ広域的機能の維持・増進に努め、定

められた指定作業要件を遵守し、適切な管理により豊かな自然環境として保全

を図ります。 

１－５ 町民や事業者等が行う開発行為が景観形成基準に適合し、自然景観と調和のと

れた開発となるよう適切な土地利用の誘導を図ります。 

１－６ 美瑛川、置杵牛川等の河川については、各種開発事業等との調整を図りつつ、

総合的な治水対策を促進するとともに、自然環境と融合する水辺空間の整備に

努めます。 

１－７ 土砂災害特別警戒区域に指定されている美瑛下宇莫別及び今後指定が検討され

ている大村地区等については、減災対策を行う等の災害防止に努めます。 

 

  

基本施策１ 土地利用 
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２－１ 郊外地の各集落におけるスクールバスの運行を維持し、各種移動手段の検討を

行う等、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ま

す。 

２－２ 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。 

２－３ 集落間を結ぶ幹線道路の二次改築や路肩拡幅等により、安全安心な都市内交通

網の整備を推進します。 

２－４ 美馬牛市街地は、丘の景観を重視した集落の拠点地として、道路等の都市基盤

施設の整備に努めます。 

２－５ 国道 452 号や道道芦別美瑛線等の整備を促進し、都市間や空港等との広域的な

交流・連携を支える高速交通ネットワークの形成を図ります。 

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 観光の安全性と利便性の向上を図るため、サインの多言語化や自転車通行路の

ゾーニング化を推進します。 

２－８ 基幹産業である農林業と観光の健全な調和を図るため、路肩拡幅や駐車施設の

整備等の安全対策を強化します。 

２－９ 公園施設長寿命化計画に基づき、施設の長寿命化対策、公園緑地の適正な管理

と環境整備に努めます。 

２－10 充実した生活環境整備のため、上水道の計画的な整備と更新、効率的な維持管

理、並びに合併処理浄化槽の設置推進を図ります。 

２－11 情報通信基盤が未整備の場所に住宅等が建設される場合は、希望に応じて光ケ

ーブルを新設する等、情報基盤の整備に努めます。 

２－12 環境負荷の少ない循環型社会の実現や環境美化を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。 

 

  

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 地域防災計画に基づき、美沢地区を中心とした避難道路の整備を推進します。 

３－５ 緊急輸送道路については、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 河川周辺の農地等への冠水被害を防止するため、関係機関が連携して置杵牛川

等の河川改修を検討するほか、河道掘削や河道内樹木の伐採等、治水対策に取

り組みます。 

 

 

 

 

  

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 「丘のまちびえい」の景観を守り育て、いかし、魅力ある美瑛町を創造するこ

とを目的として、景観条例や景観計画等による規制・誘導により、農村景観と

調和のとれた住み良いまちづくりを推進します。 

１－２ 町民の声を農村地域の景観づくりに反映するとともに、農業と観光業等の連携

による美瑛町らしい丘陵景観をいかしたまちづくりを推進します。 

 

 

 

２－１ 景観重要建造物・樹木の保護、町民自らが行う修景活動等を通じ、自分たちが

住むまちの美しい風景を誇りに思い、郷土に対する理解を深めることで、かけ

がえのない地域資源の保護を図ります。 

２－２ 景観修景や環境美化活動等の美しい景観を守り育てる町民の取り組みや、ＮＰ

Ｏ法人「日本で最も美しい村」連合のＰＲ活動等を通じ、丘陵地帯で営まれる

農業が生みだす「びえいの丘」を保護します。 

 

 

 

３－１ 景観条例や景観計画に基づく土地の区画形質の変更や急傾斜地での土地の造成

等の行為に対する届出等により、農業景観の保全と乱開発の防止を誘導しま

す。 

３－２ 丘巡りによる営農上の課題を踏まえ、農業者等関係者の相互理解の下、観光マ

スタープランに沿ったルールの普及、農業振興との調和に配慮した土地利用や

農業施設等の整備について検討し、周辺景観を保全します。 

３－３ 農地が広がる区域では、できる限り屋外広告物を設置せず、やむを得ず設置す

る際にも、周辺環境や景観に十分配慮した取り組みを検討します。 

３－４ 景勝地周辺やそれらを結ぶルートについて、無電柱化や電線類の片側集約等を

検討し、周辺環境と調和した良好な空間づくりに努めます。 

 

 

 

 

 

  

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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【図６-３-②：十勝岳防災シェルター】 

【図６-３-①：青い池】 

 

６－３ 山岳地域 

①地域の概要と課題 

山岳地域は、「大雪山国立公園」や「森林エリ

ア」の一部により構成された地域です。十勝岳

を始め 2,000ｍ級の山々が連なる北海道有数の

雄大な山岳景観や白金温泉等の国内外に誇る地

域資源を有しています。 

これまで、森林環境保全整備事業に基づいた

森林管理、環境省との連携による登山道や十勝

岳防災シェルターの設置、「青い池」周辺の白金

エリアにおける事業等によって環境が整備され、

地域が形成されてきました。 

今後においても森林資源の活用促進、白金

エリアの魅力向上、国際化に対応した観光地

域づくり、防災性の向上等の様々な課題に対

応していく必要があります。 

美瑛町のみならず周辺市町の山岳産業を支

える場として、「大雪山国立公園」や白金エリ

アを核としながらそれらを資源とする観光振

興及び地域活性化、並びに防災性向上を目指

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 生物多様性の保全等に資する森林整備を推進することにより、森林の有する多

面的機能の維持・増進を図るとともに、森林資源の有効活用を目指した取り組

みを進めます。 

１－２ 十勝岳や青い池等の様々な地域資源を有機的に結びつけ、四季折々の恵まれた

自然環境をいかした体験プログラムが可能となる施設の整備を推進します。 

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 温泉街や青い池を含む白金エリアについては、関係機関との連携によりサイク

リングやトレッキング等のアクティビティが可能となる施設整備を促進し、観

光客の滞在時間延長による活性化を図ります。 

 

 

③分野別施策４ 安全・安心なまちづくり 

 

１－１ 農業振興地域整備計画に基づき、農業振興地域及び農用地区域の適切な指定・

管理を行うとともに、森林や樹林地については、適切な管理により豊かな自然

環境として保全を図ります。 

１－２ 山岳地域における自然環境の保護や森林の保全を図るとともに、状況に応じた

景観育成区域の指定により、景観に配慮した土地利用の誘導を図ります。 

 

 

 

２－１ 市街地と白金地区を結ぶ道北バス路線の確保を図り、白金ビルケ周辺や白金温

泉街等への移動円滑化と利用促進を図ります。 

２－２ 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。 

２－３ 白金ビルケエリアについては、道道十勝岳温泉美瑛線等の交通量を把握し、関

係機関が連携の上、渋滞等が発生しないよう道路施設等の整備を検討します。 

２－４ 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。 

基本施策１ 産業振興 

基本施策１ 土地利用 

基本施策２ 社会基盤整備 
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３－１ Wi-Fiによる防災情報の発信や避難情報の周知徹底のため、防災設備等の適正な

維持管理に努めます。 

３－２ 関係機関と連携を強化し、ハードとソフトの両面から十勝岳避難施設、観測監

視装置の充実に努めます。 

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 道道十勝岳温泉美瑛線については、混雑時等の緊急車両の通行を想定し、路肩

拡幅等によって災害に強い道路づくりを推進します。 

３－５ 緊急輸送道路については、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 美瑛川等の砂防事業については、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、自然環境に配慮しつつ防災と親水を目的とした水辺空間

の整備に努めます。 

 

 

④分野別施策５ みんなで歩むまちづくり 

 

１－１ ジオパーク活動の推進により、生態系保全や歴史・文化の学習、防災教育等を

通じ、官民学連携による継続的な活動を推進します。 

 

 

 

２－１ 観光マナーを含めたＰＲ方法や募金等の活用による維持管理方法の検討を進

め、「青い池」を中心とした周辺環境を保護します。 

 

 

 

３－１ 大雪山国立公園の指定区域や国有林野地域等、開発規制が行われている地域に

おける自然環境の保全と、白金温泉街やビルケの森周辺等の既に開発が行われ

ている地域の景観形成を図ります。 

  

基本施策３ 防災 

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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③計画の⾒直し 

本計画は、美瑛町の長期的な都市像を見据えておおむね 20 年度を目標に置いたものですが、

今後、社会経済情勢や住民意識の変化が起きた際には、適切に対応する柔軟さを持っておく必要

があります。 

 計画期間の中間年（おおむね 10 年後）の経過を目途として、前述したＰＤＣＡサイクルに鑑

み、必要に応じて計画の見直しを検討します。 

 また、「美瑛町まちづくり総合計画」や北海道が定める「美瑛都市計画区域の整備、開発及び

保全の方針（区域マス）」等の上位計画の変更、都市計画法や関連法令の改正等が行われた場合

は、必要に応じて本計画の見直しを図ることとします。 



 
 

 

まちづくり委員会資料 

令和元年１１月７日 

 

美瑛町都市計画マスタープランについて（第５回） 

 

 

１）これまでの経過について 

①第２次計画の基本方針等の検討について 

▽Ｈ30 年度に抽出した主要課題に対して、今後 20 年間に実施・検討が必要な施策等を庁内

委員会等にて検討し、「第５章 全体構想」及び「第６章 地域別構想の設定」に記載す

る「基本方針案」及び「基本施策案」について、対比表にまとめた。 

▽上記の基本方針案等について、まちづくり委員会及び都市計画審議会の諮問を経て、概

ね案のとおり決定した。 

□第１回まちづくり委員会 （ 9/30開催） 

□第１回都市計画審議会  （10/ 2開催） 

②第２次計画原案の検討について 

▽決定された基本方針等に基づき、庁内検討委員会等にて計画原案の検討を進め、別冊資

料のとおり「第２次計画原案 ver３」を作成した。 

□第２回庁内検討委員会  （10/ 4開催） 

□第３回企画委員会    （10/23開催） 

 

２）第２次計画原案について（※別冊資料） 

▽計画原案に記載している文章等については、まちづくり総合計画やその他関連計画、北海

道都市計画区域マスタープラン（整開保）等との整合性を図っている。原案の記載事項等

について協議する。 

（計画の構成） 

□第１章  計画の概要 

 計画の目的や位置づけ、目標年次等の基本的な事項について記載。 

□第２章  現況分析 

 本町の現況や社会基盤の整備状況、第１次計画の検証等について記載。 

□第３章  アンケート調査 

 平成 30年度に実施した町民アンケート調査結果を要約して記載。 

□第４章  主要課題の整理 

 第２次計画で検討が必要な事項について、抽出した主要課題として記載。 

□第５章  全体構想 

 本町が目指すべき姿として、まちづくりのテーマや都市の将来像、基本方針等を記載。 

 

（裏面へ続く） 

議題№ １ 



 
 

□第６章  地域別構想の設定 

 ３つの地域特性ごとに、取り組み事項としての基本施策を記載。 

□第７章  実現に向けた考え方 

 計画を推進していく上での基本的な考え方について記載。 

□巻末資料 用語解説、別冊資料等 

 専門用語の解説、計画策定の経過、アンケート調査の詳細、統計資料等を収録。 

 

３）その他 

（当面の予定） 

令和元年１１月 ７日         第２回まちづくり委員会  

１１月１３日         第２回都市計画審議会 

    １１月中旬～         計画原案 ver３の修正 

    １１月２５日～１２月２５日  パブリックコメント（予定） 

令和２年 １月上旬～         計画案（最終案）の作成 

 ２月上旬          第３回まちづくり委員会 

 ２月中旬          第３回都市計画審議会 

 

以上 



第２回まちづくり委員会議題（政策調整課） 

 

１ 第２期 美瑛町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について 

（１）これまでの経過 

 ■第１回企画委員会（７月２９日） 

  ・第１期総合戦略の実績調査・成果検証の確認 

  ・第２期総合戦略の策定に向けた、数値目標及び具体的施策の KPI 見直し作業 

  

■第１回まちづくり委員会（９月３０日） 

  ・第１期総合戦略の実績調査・成果検証の確認 

 

 ■議員研究会（１０月２１日） 

  ・美瑛町まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要について 

  ・第１期総合戦略の実績調査・成果検証の確認 

 

 ■第２回企画委員会（１０月２３日） 

  ・素案の作成 

 

 ■第１回町民ワークショップ（１０月３０日） 

  ・具体的施策の優先順位付け 

  ・第２期総合戦略に向けた新たな具体的施策等の検討 

 

（２）今回の議題 

  ・素案の確認 

 

（３）今後のスケジュール 

 ■第２回町民ワークショップ（１１月２２日予定） 

  ・第２期総合戦略に向けた具体的施策等の検討 

  

 ■第３回企画委員会 

  ・原案の作成 

  

 ■第３回まちづくり委員会 

  ・原案の確認 

資料２－１ 



第２期 美瑛町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定におけるポイント 

 

（１）KPI設定方法の見直し 

PDCA（P：計画、D：実施、C：評価、A：改善）サイクルを確立していくには KPI の設

定が有効で、目標を達成するための取組の進捗状況を定量的に測定するための指標でなけ

ればならず、数値で表され、毎年度において客観的に達成したか否かが判定可能であること

が重要である。 

そこで、第２期戦略の策定に当たり、下記３事項について見直しを行うこととする。 

 

①KPI を数値で表していない項目の見直し 

（例）○○支援を実施する 

②毎年度の実積数値の把握が困難な項目の見直し 

（例）国勢調査の数値を採用（５年に１回の公表） 

③戦略目標と KPI 施策事業の因果関係が明確でない項目の見直し 

（例）戦略は「雇用の場創出」、施策は「大学連携」 

 

（２）国の新たな視点を盛り込む 

 国の第２期総合戦略では、４つの基本目標に向けた取組を実施するに当たり、「新たな視

点」に重点を置いて施策を進めることとされており、美瑛町総合戦略においても、国の「新

たな視点」に関連する施策を積極的に登載することとする。 

 

①地方へのひと・資金の流れの強化（関係人口の創出・拡大、地方への寄附制度） 

②新しい時代の流れを力にする（Society5.0 の実現、SDGs 関連） 

③人材を育て活かす（人材の掘り起こしや育成に係る支援） 

④民間と協働する（民間企業や地域づくりを担う組織との連携促進） 

⑤誰もが活躍できる地域社会をつくる（多世代交流の場づくり、多文化共生支援） 

⑥地域経営の視点で取り組む（新技術を活用したまちづくりのモデル事業） 

 

（３）その他の見直し 

①KPI 施策の戦略間移行や算出方法の変更など軽微な見直し 

②数値目標、基本的方向、具体的な施策の文言の見直し 

③「美瑛町公用文に関する要綱」に基づく文言の見直し 

資料２－２ 



第2期　美瑛町まち・ひと・しごと創生総合戦略　重要事業評価指標（KPI）具体的施策一覧表 資料２－３

【各戦略における数値目標】

戦略 目標項目 R1（基準値） 目標値（R6） 担当部署

戦略1　安心できる子育て環境の整備 総人口に占める20歳未満人口の割合[%] 14 14 住民生活課

戦略2　地域産業活性化による雇用の創出 就業者数［人］ 3,980 4,000 政策調整課

戦略3　新たな人のながれの創出 年間転入者数［人］ ※住民基本台帳 349 366 住民生活課

戦略3　新たな人のながれの創出 年間転出者数［人］ ※住民基本台帳 376 357 住民生活課

戦略4　安全安心な暮らしづくりと美瑛の魅力発信 町民提案事業提案数[延件数] 0 10 政策調整課

【戦略１　将来にわたって安心して子育てができる環境を整える　】

具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） R1（基準値） 目標値（R6） 担当部署

年間出生数［人］ 51 56 住民生活課

一時預かり（幼稚園・保育所）［延人数］ 4,555 4,605 保健福祉課

多世代交流施設利用者数［延人数］ 145,300 160,000 経済文化振興課

子ども支援センター利用者率［%］ 77 92 保健福祉課

土曜学習の実施［延参加人数］ 110 130 教育委員会管理課

学習ルームの実施［延参加人数］ 185 245 教育委員会管理課

小学生が将来に夢や目標を持てるキャリア教育の推進
[将来の夢や目標を持っている割合%]

73 80 教育委員会管理課

中学生が将来に夢や目標を持てるキャリア教育の推進
[将来の夢や目標を持っている割合%]

55 60 教育委員会管理課

働き方改革による定時帰宅[時間] 420 0 教育委員会管理課

ジオパークを取り入れたカリキュラム[回] 10 15 文化スポーツ推進室

【戦略２　地域産業の活性化により雇用の場を生み出す　】

具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） R1（基準値） 目標値（R6） 担当部署

①白金エリア構想の策定・実現 白金地区の観光入込数［人］ 1,003,000 1,053,000 経済文化振興課

②美瑛ブランディング事業 地域ブランド商品の認定数［件］ 18 20 活性化協会

新規就農者数［人］ 7 8 農林課

スマート農業技術の活用[事業] 3 4 農林課

高齢者事業団会員登録者数[人] 149 164 保健福祉課

障がい者の新規就労者［人］ 0 3 保健福祉課

町内商工業者への経営補助等の実施［件］ 60 70 経済文化振興課

町内事業所数［件］ 430 450 経済文化振興課

⑥地域外人材の活用による地域活性化 地域おこし協力隊の人数［人］ 3 4 総務課

①社会全体で子育てを支援する仕組みの整備

②子ども同士や多世代が交流できる場の充実

③教育環境の充実

④高齢者・障がい者の雇用促進

⑤町内企業の経営安定と新規企業の支援

③安定した農業収入の確保と新規就農者・後継者の育成



第2期　美瑛町まち・ひと・しごと創生総合戦略　重要事業評価指標（KPI）具体的施策一覧表 資料２－３

【戦略３　「丘のまちびえい」に新たな人の流れをつくる　】

具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） R1（基準値） 目標値（R6） 担当部署

観光入込数［人］ 2,375,000 2,400,000 経済文化振興課

宿泊者延べ数［人］ 285,390 300,000 経済文化振興課

外国人観光客の宿泊延べ数［人］ 40,000 42,000 経済文化振興課

特産品アンテナショップの年間売上率
［基準年の数値に対する%］

100 130 経済文化振興課

冬季の観光客入込客数［人］ 768,000 806,000 経済文化振興課

冬季の美瑛町での宿泊者延べ数［人］ 91,780 96,000 経済文化振興課

移住相談件数［件］ 50 100 経済文化振興課

セカンドホームびえい利用率［%］ 70 80 経済文化振興課

移住・起業・就業マッチング事業実施件数[延件数] 0 6 政策調整課

ふるさと納税額［円］ 105,000,000 120,000,000 総務課

空き家登録件数［件］ 4 10 経済文化振興課

空き地登録件数［件］ 5 10 経済文化振興課

【戦略４　地域と地域の連携により住民の暮らしを守り、美瑛の魅力を発信する　】

具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） R1（基準値） 目標値（R6） 担当部署

美しい村づくり事業参加人数［人］ 506 510 政策調整課

美しい村サポーター企業数[社] 78 80 政策調整課

ジオガイド［人］ 3 5 文化スポーツ推進室

拠点施設［か所］ 7 7 文化スポーツ推進室

ジオサインの整備［か所］ 11 11 文化スポーツ推進室

自主防災組織の設置数[組織] 3 8 総務課

防災士資格取得者数[人] 28 43 総務課

防災教育関連イベントの開催［回］ 2 2 総務課

高齢者・障がい者のサロン設置数［か所］ 7 8 保健福祉課

障がい者グループホームの設置数［棟］ 0 1 保健福祉課

⑤美瑛の魅力を発見・発信する機会の充実 ふるさと会会員数 560 600 経済文化振興課

町立病院常勤医師の確保［人］ 4 5 病院事務局

医療体制の充実[整形外科・眼科の週当たり診察日数］ 3 7 病院事務局

⑦広域的な取り組みの推進 定住自立圏連携事業数［件］ 9 11 政策調整課

大学連携による事業数［事業］ 3 3 政策調整課

景観セミナー参加者数[人] 54 60 政策調整課

⑨スポーツ・健康まちづくりの推進 新しいスポーツ種目の導入[競技] 11 15 文化スポーツ推進室

①地域資源を活用した観光戦略の構築・情報発信力強化
による交流人口の増加

②冬期の観光振興による新たな交流人口の獲得

③移住希望者への支援・ふるさとを愛する心の育成

②十勝岳ジオパーク（美瑛・上富良野エリア）構想

④「生涯活躍のまち美瑛」の構築

④空き家・空き地対策事業の実施

①「日本で最も美しい村」づくり活動の展開

⑧大学との連携による地域活性化

⑥安心した暮らしを守る取組みの実施

③災害に強い地域づくりに向けた防災体制の充実



第1期　美瑛町まち・ひと・しごと創生総合戦略　重要事業評価指標（KPI）実績調査票

【各戦略における数値目標】

戦略 目標項目 H26（基準値） H27 H28 H29 H30 R1（見込み） 目標値（R1） 担当部署

戦略1　安心できる子育て環境の整備 合計特殊出生率［%］ 1.28 - - - - - 1.51 住民生活課

戦略2　地域産業活性化による雇用の創出 就業者数［人］ 3,952 - 3,504 - - - 4,000 政策調整課

戦略3　新たな人のながれの創出 年間転入者数［人］ ※住民基本台帳 340 337 352 346 371 352 350 住民生活課

戦略3　新たな人のながれの創出 年間転出者数［人］ ※住民基本台帳 367 384 374 338 415 378 345 住民生活課

戦略4　安全安心な暮らしづくりと美瑛の魅力発信 ふるさと納税額の増加［円］ 8,901,760 72,584,429 83,722,572 84,756,456 128,302,000 100,000,000 100,000,000 総務課

【戦略１　将来にわたって安心して子育てができる環境を整える　】

具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） H26（基準値） H27 H28 H29 H30 R1（見込み） 目標値（R1） 担当部署

年間出生数［人］ 55 55 68 41 38 51 70 住民生活課

学童保育時間の延長（平日）［時間］ 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 教育委員会管理課

学童保育時間の延長（土曜休日）［時間］ 8.5 8.5 8.5 10.0 10.0 10.0 11.0 教育委員会管理課

一時預かり（幼稚園・保育所）［延人数］ 2,141 0 3,483 4,782 4,606 4,555 4,000 保健福祉課

学校給食費の負担軽減 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料継続 教育委員会管理課

すくすくサポート事業の拡充
出生時、小中

学校入学時
出生時、小中

学校入学時
出生時、小中

学校入学時
出生時、小中

学校入学時
出生時、小中

学校入学時
出生時、小中

学校入学時
対象の拡充 総務課・政策調整課

多世代交流施設利用者数［延人数］ 0 58,467 107,187 126,499 137,076 145,300 6,000 経済文化振興課

子ども支援センター利用者数［延人数］ 5,601 4,397 4,684 3,997 3,426 4,000 5,800 保健福祉課

③安心して妊娠・出産できる環境づくり 不妊治療費の助成 未実施 未実施 434,991 1,064,294 1,041,710 1,000,000 実施 保健福祉課

スクールバスの運行［路線数］ 10 10 10 10 10 11 10 教育委員会管理課

土曜学習の実施［年間事業数］ 0 5 5 5 5 5 10 教育委員会管理課

ジオパークを取り入れたカリキュラム 未実施 0 1 1 3 3 実施 文化スポーツ推進室

【戦略２　地域産業の活性化により雇用の場を生み出す　】

具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） H26（基準値） H27 H28 H29 H30 R1（見込み） 目標値（R1） 担当部署

①白金エリア構想の策定・実現 白金地区の観光入込数［人］ 444,651 455,271 461,719 461,179 937,364 1,587,000 578,000 経済文化振興課

②美瑛ブランディング事業【先行型】 地域ブランド商品の認定数［件］ 0 5 13 16 18 19 20 活性化協会

③安定した農業収入の確保と新規就農者・後継者
の育成【住民ワークショップ】

新規就農者数［人］ 8 11 6 8 8 14 8 農林課

④地域材利用による地場産用の振興 地域材累積利用料［㎡］ 133.42 223.54 223.54 244.82 245.51 270.51 200.00 農林課

高齢者事業団受託事業収入
［基準年の数値に対する%］

100.0 100.4 102.7 103.1 87.9 90.0 101.5 保健福祉課

障がい者の新規就労者［人］ 0 2 2 4 2 3 5 保健福祉課

町内商工業者への経営補助等の実施［件］ 34 38 49 57 57 60 50 経済文化振興課

町内事業所数［件］ 575 422 423 427 430 430 600 経済文化振興課

大学連携に基づく起業・就職［人］ 0 1 1 0 0 0 2 政策調整課

大学連携による新規事業数［延事業数］ 1 0 0 0 0 0 3 政策調整課

地域おこし協力隊の人数［人］ 0 1 4 3 5 4 3 総務課

地域おこし企業人の人数［人］ 0 0 1 1 1 1 1 政策調整課

⑨町外企業との連携推進 新規参入企業数［件］ 0 0 1 1 1 1 2 政策調整課

資料2-5

⑧地域外人材の活用による地域活性化

①社会全体で子育てを支援する仕組みの整備

⑥町内企業の経営安定と新規企業の支援

⑦大学との連携による地域活性化

⑤高齢者・障がい者の雇用促進

②子ども同士や多世代が交流できる場の充実【住
民ワークショップ】

④教育環境の充実
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【戦略３　「丘のまちびえい」に新たな人の流れをつくる　】

具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） H26（基準値） H27 H28 H29 H30 R1（見込み） 目標値（R1） 担当部署

観光入込数［人］ 1,791,000 1,698,400 1,659,600 1,679,400 2,261,700 2,375,000 2,000,000 経済文化振興課

宿泊者延べ数［人］ 269,200 273,500 286,200 271,800 269,000 285,390 350,000 経済文化振興課

外国人観光客の宿泊延べ数［人］ 19,453 22,316 39,789 39,816 36,917 40,000 40,000 経済文化振興課

特産品アンテナショップの年間売上率
［基準年の数値に対する%］

100 99.3 110.6 125.2 135.0 140 130 経済文化振興課

冬季の観光客入込客数［人］ 512,000 437,200 548,400 546,500 731,490 768,000 614,000 経済文化振興課

冬季の美瑛町での宿泊者延べ数［人］ 90,000 87,900 108,900 93,400 87,410 91,780 108,000 経済文化振興課

移住相談件数［件］ 50 29 47 24 60 50 100 経済文化振興課

セカンドホームびえい利用率［%］ 69.4 66.7 57.0 59.1 75.0 70.0 75.0 経済文化振興課

【戦略４　地域と地域の連携により住民の暮らしを守り、美瑛の魅力を発信する　】

具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） H26（基準値） H27 H28 H29 H30 R1（見込み） 目標値（R1） 担当部署

①「日本で最も美しい村」づくり活動の展開 美しい村づくり事業参加人数［人］ 127 241 306 288 86 250 180 政策調整課

ジオガイド［人］ 0 0 0 5 7 15 50 文化スポーツ推進室

拠点施設［か所］ 0 0 2 2 3 3 20 文化スポーツ推進室

ジオサインの整備［か所］ 0 0 7 7 7 7 100 文化スポーツ推進室

北海道地域防災マスターの認定者数［人］ 0 0 0 0 0 1 10 総務課

防災教育関連イベントの開催［単位］ 1 2 3 3 3 2 2 総務課

高齢者向け住まいの整備［棟］ 2 2 2 2 2 2 4 保健福祉課

高齢者・障がい者のサロン設置数［か所］ 0 0 6 7 7 7 7 保健福祉課

障がい者グループホームの設置数［棟］ 1 1 1 1 1 0 2 保健福祉課

ふるさと会会員数 550 550 550 555 555 560 600 経済文化振興課

美瑛高校に通う生徒の町内就職者数［延人数］ 1 4 3 5 4 4 5 政策調整課

空き家登録件数［件］ 0 0 2 15 4 5 10 経済文化振興課

空き地登録件数［件］ 0 0 0 4 5 10 10 経済文化振興課

⑦安心した暮らしを守る取組みの実施 町立病院常勤医師の確保［人］ 4 4 4 4 4 4 5 病院事務局

⑧広域的な取り組みの推進 広域事業連携数［事業数］ 4 5 5 5 5 5 5 政策調整課

⑥空き家・空き地対策事業の実施【住民ワーク
ショップ】

②冬期の観光振興による新たな交流人口の獲得
【先行型】

③移住希望者への支援・ふるさとを愛する心の育
成

②十勝岳ジオパーク（美瑛・上富良野エリア）構想

③災害に強い地域づくりに向けた防災体制の構築

①地域資源を活用した観光戦略の構築・情報発信
力強化による交流人口の増加【先行型】

④「生涯活躍のまち美瑛」の構築

⑤美瑛の魅力を発見・発信する機会の充実
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【各戦略における数値目標】

戦略 目標項目
達成
状況

現状（事業実施状況・背景） ＫＰＩ達成状況に対しての要因 今後の課題 備考 担当部署

戦略1　安心できる子育て環
境の整備

合計特殊出生率［%］ 住民生活課

戦略2　地域産業活性化によ
る雇用の創出

就業者数［人］ 政策調整課

戦略3　新たな人のながれの
創出

年間転入者数［人］ ※住民
基本台帳

○ 目標値を達成

観光戦略の構築・情報発信力強化による交流人
口の増加や、移住対策事業を継続的に実施し、移
住・定住等による新たな人のながれの創出に向け
た事業を実施した。

戦略に紐づいている「具体的な施策」の継続実施
と事業内容の見直し。

住民生活課

戦略3　新たな人のながれの
創出

年間転出者数［人］ ※住民
基本台帳

× 目標値未達成
地方での諸問題として若年層の転出、就業先の不
足等によりKPIに対する転出者数が大きくなってい
る。

戦略に紐づいている「具体的な施策」の継続実施
と事業内容の見直し。

住民生活課

戦略4　安全安心な暮らしづ
くりと美瑛の魅力発信

ふるさと納税額の増加［円］ ○ 目標額を達成

納税者に喜んでいただけるよう、美瑛らしい返礼
品を適宜追加した。また、事業者さん通信の送付
など、美瑛のふるさと納税をPRする取り組みを合
わせて実施した。

左記の取り組みを継続すること。 総務課
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【戦略１　将来にわたって安心して子育てができる環境を整える　】

具体的な施策 目標項目
達成
状況

現状（事業実施状況・背景） ＫＰＩ達成状況に対しての要因 今後の課題 備考 担当部署

年間出生数［人］ × 住民生活課

学童保育時間の延長（平日）
［時間］

×
美瑛東小の児童を対象に、子育て支援のため学
童事業を実施。
（12：30～18：00（5.5ｈ））

KPIは未達成であるが、なかよし児童館に時間を
合わせ実施している。保護者からのニーズは特に
聞かれないことから、現状維持としている。

今後の時間延長については、なかよし児童館との
整合性を取る必要がある。

教育委員会管
理課

学童保育時間の延長（土曜
休日）［時間］

×
美瑛東小の児童を対象に、子育て支援のため学
童事業を実施。
（8：00～18：00（10ｈ））

KPIは未達成であるが、なかよし児童館に時間を
合わせ実施している。保護者からのニーズは特に
聞かれないことから、現状維持としている。

今後の時間延長については、なかよし児童館との
整合性を取る必要がある。

教育委員会管
理課

一時預かり（幼稚園・保育
所）［延人数］

○
子ども子育て新制度から、一時預かり利用者は着
実に増加し、H29以降4700人程で横ばいとなって
いる。

子どもの数は減少傾向にあるものの、共働き世帯
等の増加により、目標値を上回っている。今後も
4700人程で推移すると思われる。

その時々の子育て世帯のニーズに応えるべく環境
整備を行うにあたり、働く人員の確保が課題とな
る。

保健福祉課

学校給食費の負担軽減 ○
子育て支援のため、H25から学校給食無償化事業
を実施

子育て支援に係る重要事項と認識しているため
給食費負担を年間45,000千円軽減
（現在の給食無償化交付金の額）

教育委員会管
理課

すくすくサポート事業の拡充 ×

すくすくサポート事業としては基準時点の対象範
囲を継続した状況にあるが、平成29年度より美瑛
町健やか未来応援事業において、子どもの成長を
促進する品を贈呈（生後2～3か月時）しており、町
全体の取組としては拡充された結果となっている。

他の子育て支援策が充実化する中で、祝品の贈
呈については「ばらまき事業」となるため、拡充に
ついては対応を見送った。

既に各ステージにおいて祝品が贈呈されており、
今後の対象範囲の拡充については慎重に検討す
る必要がある。

総務課・政策
調整課

多世代交流施設利用者数
［延人数］

○
平成27年8月のオープン以来、右肩上がりで利用
者が増えている。

町民の憩いの場として利用が図られたこと及び観
光客の拠点施設としても利用されたことにより利
用者数が大きく伸びたものと思われる。

施設全体として利用者は増えているが、高齢層の
利用は伸び悩んでいる。

経済文化振興
課

子ども支援センター利用者
数［延人数］

×

乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行
う場所を開設し子育てについての相談、情報の提
供、助言を行うことにより地域の子育て支援機能
の充実を図る。
【延べ人数】H30年度1582組3426名

少子化と就園年齢の低下によって、利用人数は減
少しているが、継続的に利用する親子は増加傾
向。未就園の親子にとっての交流の場となってお
り、子育て家庭の孤立化を防いでいる。

・広報、HP、防災無線に加え、母子手帳アプリ、
フェイスブック等での周知を行い利用を勧める。
・子育て訪問や個別相談等を行い、きめ細かく支
援し、安心して子育てができるよう努める。

保健福祉課

③安心して妊娠・出産できる
環境づくり

不妊治療費の助成 ○

少子化対策の一つとして、子どもを望む夫婦の経
済的負担の軽減のために実施。　北海道が実施
する事業への上乗せと、実施していない一般不妊
治療についても助成。
【助成件数】　H28年 7件、H29年　13件、H30年
13件

初年度から広報、HP等で町民への周知と関係医
療機関への個別周知をすることにより、申請者は
増加傾向にある。（特に一般不妊治療が増加）

・不育治療の助成の検討
・治療を経て出産に至った人が、継続して美瑛町
に定住してもらえるような子育て支援の充実

保健福祉課

スクールバスの運行［路線
数］

○
11路線（Ｒ元年度より美沢線増）を運行して、児童
生徒の交通手段としてスクールバスを運行してい
る。

教育環境の充実を図るため実施
引き続き地域・学校からの運行要望に応え増加傾
向の臨時運行に柔軟に対応出来るよう調整をとる

教育委員会管
理課

土曜学習の実施［年間事業
数］

×
土曜日における充実した学習機会を提供し、休日
の過ごし方・生活習慣の改善を図っている

目標KPIの10回は実務的に困難であるが、事業内
容を精査しながら学習の質の向上を目指し、事業
を継続していく。

引き続き参加したくなるような事業内容を構成して
いく

教育委員会管
理課

ジオパークを取り入れたカリ
キュラム

○
町内の小学５年生を対象にした ふるさと学習とし
て、美瑛の大地のなりたちに関する授業を実施し
ている。（年間１単元２校時×３校）

各学校からの依頼にて、今後も継続して実施する
ことができる予定となっている。小学校だけではな
く、美瑛高校での講師依頼もあり、活動の広がり
が期待される。

今後も学校との良好な関係性を築き、積極的にジ
オパークを活用してもらうため、様々な学習素材を
用意したい。

文化スポーツ
推進室

①社会全体で子育てを支援
する仕組みの整備

②子ども同士や多世代が交
流できる場の充実【住民ワー
クショップ】

④教育環境の充実
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【戦略２　地域産業の活性化により雇用の場を生み出す　】

具体的な施策 目標項目
達成
状況

現状（事業実施状況・背景） ＫＰＩ達成状況に対しての要因 今後の課題 備考 担当部署

①白金エリア構想の策定・実
現

白金地区の観光入込数［人］ ○
白金地区は、青い池や白ひげの滝などの観光ス
ポットが広く認知され、通年で国内外から観光客
が訪れている。

SNSなどで青い池等の魅力が拡散される中、駐車
場や道の駅の整備により白金地区の周遊が進ん
だ。

白金温泉を含む一体的なエリア管理を行い、混雑
時の安全管理等にも配慮する。

経済文化振興
課

②美瑛ブランディング事業
【先行型】

地域ブランド商品の認定数
［件］

×
毎年認定数を増やし、H30までに18の商品を認定
している。

町内におけるブランドの認知度が上がり、自発的
な申込みが増えたため

認定後の販売支援策の拡充。また、ハンドクラフト
系が主なため、技術の後継者発掘、育成が課題と
なる。

活性化協会

③安定した農業収入の確保
と新規就農者・後継者の育
成【住民ワークショップ】

新規就農者数［人］ ○
農業者の高齢化や後継者不足等により農業者数
が減少しており、地域農業の将来を担う後継者
や、新規就農者の育成・確保が必要である。

高収益かつ比較的少ない設備投資で就農をス
タートできるハウストマトを町の振興作物として推
奨する中、営農の柱をトマトとした就農が新規学卒
者、Uターン、新規参入等で増えていることから、
目標値を達成している。

農業研修等の他産地との差別化により、引き合い
の多い農外からの新規就農者を受け入れる体制
づくりが課題となる。

農林課

④地域材利用による地場産
用の振興

地域材累積利用料［㎡］ ○

美瑛町地域材利用推進方針を策定し、地域材の
利用に取り組みやすい体制を整えた。今後、森林
認証の取得等により地域材における付加価値の
向上を図る。

公共建築物の木造化や内装木質化に積極的に取
り組んだ結果、目標値を達成している。

建設及び維持管理コストの低減、強度や耐火性に
優れる等の性能品質の高い木質部材の技術開発
が課題である。

農林課

高齢者事業団受託事業収入
［基準年の数値に対する%］

×
高齢者が地域社会の活動と密接なつながりを保ち
ながら、その経験、能力を活かして働く機会を確保
し、生活の充実と福祉の増進を図る。

幅広い業務内容の需要の高まりにより、H29年度
までは微増となり達成していたが、高齢化による
会員の減少に伴い、請負い可能な事業数が減少
し、H30年度は減少に転じた。

高齢化に伴う会員の減少が課題である。管理業務
については人員は確保できるが、農作業や庭木の
剪定業務等ある程度技術の必要な作業について
は人員が減少し、依頼があっても対応が困難な状
況となっている。

保健福祉課

障がい者の新規就労者［人］ ×
障がいの有無に関わらず、希望するすべての町民
がその能力を活かして働く機会を得られる事が求
められている。

H30年４月より障害者雇用促進法が施行された事
も1つの要因であった事と、障がい者の相談支援
事業所が美瑛町に設置された事により、個人に
あった就労支援機関との連携をはかる事ができた
事が要因としてあげられる。

H30年度は、町外の企業等の就職が主であった。
今後は町内の企業等への就職が課題である。

保健福祉課

町内商工業者への経営補助
等の実施［件］

○
H28年度より中小企業等振興補助金、H29年度よ
り市街地活性化事業補助金を新設したことから全
体件数が伸びている。

左記補助金の活用が図られ、特に中小企業等振
興については多くの事業者が補助金を利用しイン
バウンド対策のための設備改修等、経営力強化
の一助となっている。

現在実施している補助金の継続及び見直しにつ
いての検討。

経済文化振興
課

町内事業所数［件］ ×

経営者の高齢化や後継者不足による閉店等、厳
しい状況が続いているが、市街地空き店舗の活用
に対する補助金等により新たに起業する事業者も
増えてきている。

増減要因のいずれからもここ数年は横ばい状態
が続いている。
※H26の基準値（575）データ元が不明のため、こ
ちらと比較すると大幅な減となるが、商工会資料
であれば基準値が426であるため、横ばい状態と
なる。

事業者を取り巻く厳しい状況については今後も続く
ものと思われるが、商工会を中心に新規開業等の
サポート体制の充実や既存の事業者に対する経
営指導の強化を進めていく。

経済文化振興
課

大学連携に基づく起業・就職
［人］

×
北海道大学観光学高等研究センターとの連携事
業を契機に、平成27年からの2年間、関係者が美
瑛町に就職した実績がある。

現状の大学との連携事業は、調査研究に係る委
託事業が主であり、新規起業や関係者の就職に
結びつくような内容ではない。

連携事業の成果として明らかになった本町の課題
に対応する中で、起業や雇用の創出は生まれるも
のと考えられるが、大学連携により直接的に効果
を求めるのであれば、別の方法により連携事業を
展開する必要がある。

政策調整課

大学連携による新規事業数
［延事業数］

×
大学との連携事業においては、各種計画の策定
が主であり、直接的には新たな事業は創出されて
いない。

新たな事業が創出されるような連携方針とはなら
なかったことが要因として考えられる。

上記同様、調査研究とは別のアプローチで事業を
検討する必要がある。また、新規事業の創出を目
的とする場合、大学との連携による効果について
再検討する必要がある。

政策調整課

地域おこし協力隊の人数
［人］

○ 目標人数を達成
東京での募集活動や、ＨＰやＳＮＳを活用したＰＲ
活動に積極的に取り組んだ成果

任期満了前に退職するケースがあり、業務内容を
中心とした採用条件の周知と、フォローアップが課
題。

総務課

地域おこし企業人の人数
［人］

○
平成28年度よりヤフー株式会社から職員1名の派
遣を受け、観光DMO事業を中心とした地域活性化
に係る取組みを推進している。

情報戦略を推進するために専門的な人材も求め
ていた中で、企業との連携における人材支援の枠
組みで職員派遣についての合意が図られた。

本年度で現在派遣されている職員の派遣期間が
満了するため、この期間に取組みが開始した事業
の継続、それを推進する人材の確保が課題とな
る。

政策調整課

⑦大学との連携による地域
活性化

⑤高齢者・障がい者の雇用
促進

⑥町内企業の経営安定と新規企業の支援

⑧地域外人材の活用による
地域活性化
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⑨町外企業との連携推進 新規参入企業数［件］ ×
平成29年に株式会社ラ・テールが美瑛産小麦を活
用した洋菓子や食事を提供する施設を町内にオー
プンした。

町としては空き店舗対策と併せた起業促進に対す
る支援を拡充する傾向が強く、個人経営による飲
食店やペンションは近年増加傾向にある。反対
に、多くの雇用を生むような企業の参入に対して
は積極的な働きかけを行っておらず、1件のみの
参入となった。

企業の進出については様々な意見があることか
ら、町民意見を聴く機会を設けて慎重な判断を行う
必要がある一方、企業活動にはスピード感のある
意思決定が求められる側面もあるため、将来を見
通した企業連携について、事前に構想等を検討し
ておくことが課題となる。

政策調整課



第1期　美瑛町まち・ひと・しごと創生総合戦略　施策についての成果検証シート（ＫＰＩ別） 資料2-6

【戦略３　「丘のまちびえい」に新たな人の流れをつくる　】

具体的な施策 目標項目
達成
状況

現状（事業実施状況・背景） ＫＰＩ達成状況に対しての要因 今後の課題 備考 担当部署

観光入込数［人］ ○

丘と山岳エリアが広く知られ国内外から多くの観
光客が訪れている。冬期間に青い池と白ひげの滝
でライトアップを実施しており、通年で観光客が増
加している。

被写体となる美しい景観を求めて国内外から多く
の観光客が訪れており、SNSの拡散で知名度が向
上している。

通過型観光から滞在型観光への転換し、観光によ
る経済効果を高めることが課題。また、増加する
観光客のマナーやルールの普及も重要。

経済文化振興
課

宿泊者延べ数［人］ ×
平成２４年度から増加傾向にあるが、近年は災害
等で減少している。

観光入込数は増加しているものの、通過型の傾向
が強い。

冬期間も含めた滞在型観光の促進と、魅力的な宿
泊サービスの向上。食やアクティビティの充実と
PR。

経済文化振興
課

外国人観光客の宿泊延べ数
［人］

× ほぼ目標値を達成。
アジア圏に加え欧米諸国からの観光客も微増。人
気の夏観光に加え、冬の観光も増加傾向にあり、
SNSによる情報拡散効果が大きいと思われる。

食やアクティビティなど海外客の滞在ニーズを把
握し、魅力を発信すること。

経済文化振興
課

特産品アンテナショップの年
間売上率
［基準年の数値に対する%］

○ ここ数年で右肩上がりに伸びている。
立地の良さや町単独でのアンテナショップとしても
注目されたほか、イートインスペースを設けたこと
等から入込客数及び売上増に繋がった。

H28年度より収益に係る部分については美瑛選果
にて計上しており、恒常的経費との棲み分けをし
ているため今後の取扱いについて検討が必要。

経済文化振興
課

冬季の観光客入込客数［人］ ○ 目標値を達成。
丘やシンボルツリーのほか、青い池及び白ひげの
滝での冬季ライトアップがSNS等で広く知られ観光
入込の増加に繋がった。

冬の人気スポット付近の路駐や地権者への迷惑
行為を減らすこと。

経済文化振興
課

冬季の美瑛町での宿泊者延
べ数［人］

×
平成２８年度に目標値を達成したが、その後は災
害等で微減となっている。

冬季の観光客入込客数は増加しているものの、宿
泊数は微減となった。魅力的な宿泊メニューや滞
在につながるアクティビティの充実とその情報発信
を積極的に行う必要がある。

アクティビティやライトアップ、写真スポットなど冬
の魅力を発信し、滞在につなげること。

経済文化振興
課

移住相談件数［件］ ×

平成３０年度移住相談件数６０件
定住促進住宅、二地域居住体験住宅、空き家情
報バンクなどを活用し、住環境の提供と受け入れ
体制を構築した。

移住定住対策として、住む場所の確保、働き方の
支援、環境整備を取り組みの柱として、情報収集
や情報発信を活発に行い、施策を推進している。

地方創生の柱である移住・定住対策、人口問題解
決のために、住む場所の確保をストックし、ＵＪＩ
ターンや二地域居住の取組みとして受け入れ体制
のさらなる拡充と地域をつなげる役割を強固とす
べく、各種制度の活発な活用を促し関係人口の創
出と地域活性化を図る。

経済文化振興
課

セカンドホームびえい利用率
［%］

×

平成３０年度利用率７５．０％
二地域居住のモデルハウスとして整備し運営して
きたが、近年、お試し暮らしへの傾向の変化に対
応している。

移住定住施策と連動した取り組みとして、全ての
世代が移住のきっかけとなるよう、丁寧な対応と、
各種情報発信を積極的に行う必要がある。

移住コンシェルジュの役割を確立し、本町へ移住
または二地域居住を決意させるきっかけを提供
し、将来への関係人口の創出を目指す。

経済文化振興
課

①地域資源を活用した観光
戦略の構築・情報発信力強
化による交流人口の増加
【先行型】

②冬期の観光振興による新
たな交流人口の獲得【先行
型】

③移住希望者への支援・ふ
るさとを愛する心の育成
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【戦略４　地域と地域の連携により住民の暮らしを守り、美瑛の魅力を発信する　】

具体的な施策 目標項目
達成
状況

現状（事業実施状況・背景） ＫＰＩ達成状況に対しての要因 今後の課題 備考 担当部署

①「日本で最も美しい村」づく
り活動の展開

美しい村づくり事業参加人数
［人］

○

町民参画事業として、加盟団体の構成員の他、広
報や防災無線による呼びかけを行い、「修景活動」
「植樹・植栽活動」「清掃美化活動」等を実施してい
る。

広く町民が参加できる事業を実施したことにより、
平成27年度以降の事業数に大きな変化はない
が、参加人数は増加した状態で推移している。

日本で最も美しい村づくりの活動理念が浸透され
ることで、町民の主体的な取組みに結び付いてい
くことが理想であるが、現状では町主催の企画で
ある認識が強いため、実施方法について検討が
必要。

政策調整課

ジオガイド［人］ ×

ジオサポーター養成講座、ジオガイド養成講座を
実施し、基準に満たした方を登録ガイドとして認定
している。継続して参加してくださる方も増えてい
る。

認定基準として、講座を数回受講する必要がある
が、現状では単発で参加される方も多く、認定者
数が伸びない。

継続参加してもらう仕組みづくり、周知方法の検討
が必要。

文化スポーツ
推進室

拠点施設［か所］ × まずは数か所を重点的に整備している。
ジオパークの展示など整備できる公共施設が限ら
れており、整備施設数の拡大が進まない。

少スペースでも展示などジオパークを周知できる
素材を作成し、拠点施設数の拡大を検討する。

文化スポーツ
推進室

ジオサインの整備［か所］ ×
冬期間も撤去する必要のない、頑丈な看板を設置
してきた。町内の主要なジオサイトには設置を完
了している。

看板設置に多額の予算を必要とし、容易に数を増
やすことができていない。

簡易的な看板、かつ設置箇所もジオサイトに限ら
ず、ジオパークとして何か解説できる場所を探し、
積極的に設置することでジオパーク周知に努めた
い。

文化スポーツ
推進室

北海道地域防災マスターの
認定者数［人］

×

・地域における自主防災組織の設置を推進し、現
在３地域で設置された。
・毎年職員が防災士の資格を取得。これまでに27
人が資格を取得した。

共助の活動を推進するため、自主防災組織の設
置に重点を置いている状況。

行政区長、及び町内会長に理解を得るよう、共助
の活動の必要性について都度周知していく。ま
た、行政区等で防災教室の要望があれば積極的
に防災士を派遣する。

総務課

防災教育関連イベントの開
催［単位］

○
防災教室、十勝岳噴火総合防災訓練を実施して
いる。

十勝岳噴火総合防災訓練は平成７年から実施し
ており定着している。防災教室については、近年
町で発生している災害を意識した内容で実施する
ことにより、参加者の関心を得るようにしている。

毎回同じ内容で実施するのではなく、新しい内容
を取り入れるなど、参加者の知識向上につながる
取り組みを検討することが必要。

総務課

高齢者向け住まいの整備
［棟］

×
援護を必要とする高齢者に住み慣れた町で、健や
かに安心して住み続けられる住居として高齢者福
祉住宅を整備している。

H19年に南町、H24年に西町を設置し、2棟合わせ
て35名の定員規模としている。共同生活を基本と
する福祉住宅の需要は当初目的よりも低く、常時
数個の空きがある状況となっており、当面2棟での
運用としている。

南町住宅は、小規模多機能施設「燈」と併設して
いることから需要が高く、西町は自立生活者のみ
ということから空きが出ている。今後、高齢者の生
活実態に合わせた住環境整備を検討する必要が
ある。

保健福祉課

高齢者・障がい者のサロン
設置数［か所］

○
H29年度より地域サロン活動事業を実施。H30年
度は、実施主体7か所延2,342人が参加している
が、開催場所は延14か所で行っている。

実施主体が社協や介護事業所、障がい福祉事業
所であり、元々地域で事業展開してきた中の一環
でサロン活動に取り組んだたことで、目標を達成で
きた。

今後さらに身近な場所でサロンが開催されるよう、
地域と協議をしていく必要がある。

保健福祉課

障がい者グループホームの
設置数［棟］

×
対象事業所の廃止により、Ｒ1年度は０棟となっ
た。

現在町内にグループホームが1棟もない状況だ
が、Ｒ2年度に1棟建設予定となっている。

保健福祉課

ふるさと会会員数 ×
郷土美瑛を応援する組織として、会員相互の交流
と、町外からの美瑛町ブランドを強く発信してい
る。

北海道びえい会１８５名、東京美瑛会３７０名
正会員の高齢化に伴う会員減少が懸念されるが、
準会員の確保により例年会員の変動なし。

道内全域のほか、札幌市・東京都の都市部におけ
る、本町の農畜産物の市場拡大を図り、さらには
会員が保有されている各企業への太いパイプを持
ち、ブランド力のさらなる向上を目指す。

経済文化振興
課

美瑛高校に通う生徒の町内
就職者数
［延人数］

×
生徒募集や就学支援の他に、特色ある教育支援
補助として、体験学習やキャリア教育に係る費用
の支援を行っている。

地域での様々なボランティア活動を継続して実施
している他、地域企業と連携した特徴ある教育活
動を実践しており、美瑛高校に対する注目度は高
まっていると考えられ、平成27年以降、毎年3名以
上の町内就業者を輩出している。

町外者からの通学者が多くを占める状況におい
て、学校生活を通して美瑛町への魅力や愛着を感
じられるようになるためには、高校が地域と連携し
た取組みを推進する必要があり、その体制づくり
が課題となっている。

政策調整課

空き家登録件数［件］ ×

平成３０年度空き家登録件数４件
平成２８年度より運用開始している美瑛町空き家
情報バンクにおいて、平成３０年度末の登録件数
９件

登録が増えず宅建業者に働き掛けたがKPIを達成
できなかった。平成２９年度に空き家等対策計画を
策定し、空き家・空き地の有効活用と、新たに住宅
を取得した方への定住住宅取得助成を行い利活
用しやすい環境を整備している。

移住・定住施策と連帯した取り組みとして、空き家
の住環境を点検し利活用に向けた対策を講じるこ
とが急務であり、定期的な点検と、各種制度を積
極的に情報発信し、住環境・住生活・地域のコミュ
ニティーや活性化につなげる体制を構築する。

経済文化振興
課

空き地登録件数［件］ ○

平成３０年度空き家登録件数５件
平成２８年度より運用開始している美瑛町空き家
情報バンクにおいて、平成３０年度末の登録件数
１０件

平成２９年度に空き家等対策計画を策定し、空き
家・空き地の有効活用と、新たに住宅を取得した
方への定住住宅取得助成を行い利活用しやすい
環境を整備している。

移住・定住施策と連帯した取り組みとして、空き家
の住環境を点検し利活用に向けた対策を講じるこ
とが急務であり、定期的な点検と、各種制度を積
極的に情報発信し、住環境・住生活・地域のコミュ
ニティーや活性化につなげる体制を構築する。

経済文化振興
課

⑦安心した暮らしを守る取組
みの実施

町立病院常勤医師の確保
［人］

×
常勤医師確保のため、北海道や旭川医科大学等
に医師派遣要請を行っているが、常勤医師の派遣
には至っていない。

常勤医師派遣に至っていないことから、医師数は
変わっていない。

今後も継続して医師派遣要請を行うが、全国的な
医師不足と都市部偏在があり、難しい面がある。

病院事務局

⑧広域的な取り組みの推進 広域事業連携数［事業数］ ○

効果的な事業運営や費用負担の軽減を目的とし
た広域連携が図られているほか、共通の理念や
資源を有する地域との連携も進められている。平
成27年度以降は、上富良野町と十勝岳ジオパーク
構想を推進することにより、広域連携事業数は5事
業となった。

広域連携によるメリットが活かされた事業展開が
なされているため、既存の連携事業については引
き続き連携する必要性がある。

効果的な事業推進のために広域的な連携が必要
であれば積極的に推進する必要がある。既存の
定住自律圏構想等の枠組みを活用するのであれ
ば、庁内の情報共有が課題となってくる。

政策調整課

④「生涯活躍のまち美瑛」の
構築

⑤美瑛の魅力を発見・発信
する機会の充実

⑥空き家・空き地対策事業
の実施【住民ワークショップ】

②十勝岳ジオパーク（美瑛・
上富良野エリア）構想

③災害に強い地域づくりに向
けた防災体制の構築
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