
第５次美瑛町まちづくり総合計画施策評価シート

分野別施策の方向 分野 No. 枝 基本施策 課・室名等 係・班等 取組の実績 評価 評価の理由・根拠
今後の

方向性

足腰の強い産業づ

くり
農業 1 ブランド米の生産支援 農林課 農業振興係

美瑛米の販売に関して、美瑛選果におけるEC販売やふるさ

と納税の返礼品を中心に拡大し、JAによる米のブランディン

グが促進された。

町としては、米生産安定支援対策事業等を活用し、主食用米

の生産者に対して助成を行うことで、美瑛米の生産を安定さ

せ、ブランド力の維持に寄与するとともに、美瑛町の厳選さ

れた特産品を集めたプレミアムブランド「ビエイティフル」

の認定商品に位置付け、ブランド化を後押ししている。

4．80%程度出来た

「ななつぼし」や「ゆめぴりか」を主力品種とし、美瑛選果

のEC販売やふるさと納税の返礼品としての出荷が好調であ

り、マーケットインでの販売促進によるブランディングが図

られている。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 2 畑作の推進 農林課 農業振興係

JAびえい、上川農業改良普及センター大雪支所による営農指

導や定期的な土壌診断の実施により、理想的な輪作体系が形

成され地力を維持しており、安定した収量を得ることができ

た。また、中山間農業振興事業により、緑肥の作付や堆肥の

施用に係る運搬に対して助成を行うとともに、国の補助事業

を活用し、機械等の導入による経営規模の拡大等に取り組む

生産者を支援した。

4．80%程度出来た

大雨や干ばつ等の気候変動による影響を受けて収量が減少す

る年はあるものの、生産部会単位で研修会等を開催し、安定

的な収量が得られる技術改良に取り組んでいる。新たな生産

技術の導入に伴い農業機械の購入が必要になるが、補助事業

等を活用することで、生産者の初期投資に係る負担軽減を図

ることができている。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 3 産地化の推進 農林課 農業振興係

トマトについて、加温機・ボイラーの導入に係る助成事業を

進めるとともに、トマト栽培を中心にした新規就農の受入を

図ることで産地化を推進した。

アスパラにおいては、ガバメントクラウドファンディングに

よる支援を受けながら、幻のアスパラと呼ばれるラスノーブ

ルの振興に取り組み、ブランド化に向けた足固めを進めた。

4．80%程度出来た

既存のトマト農家において、高齢化による規模縮小や離農が

進む中で、新規就農者の確保によりトマトの作付面積はほぼ

横ばいで推移している。

また、ラスノーブル生産の継続を望む生産者は一定数以上で

あり、クローン技術を活用した培養苗の安定供給に係る技術

は確立されたことから、今後は試験栽培による生育・収量調

査を進めるとともに、生産者への供給や消費者への販売に係

る体制づくりが求められており、令和5年度以降に生産者へ

の供給を見込んでいる。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 4 畜産の経営体質の強化 農林課 畜産係

ＪＡ・普及センターと協力し、優良後継牛を生産し優秀な母

系牛群の形成や優良種豚を活用して、経営基盤の強化を図っ

た。また育成預託に係る経費の支援を行った。

4．80%程度出来た

雌雄選別精液の受胎率が低いため、発情期を逃がした場合の

対策が必要となる。雌雄選別精液利用の助成をすることによ

り生産した自家生産育成牛を、白金牧場に預託することで後

継牛を確保し預託頭数の増頭を図っていく。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 5 飼料自給率、作業効率の向上 農林課 畜産係

畜産担い手育成総合整備事業を活用し、草地整備行い良質な

粗飼料の増収を目指し自給飼料率の向上を図った。白金牧場

では育成牛を預託し、労働力を縮小を進め作業効率の向上を

図った。

4．80%程度出来た

未整備の草地もあることから、今後も畜産農家の聴き取りを

行い、計画的に草地の整備改良に取り組んでいく。白金牧場

では自家飼育により預託頭数の伸び悩みもある。より多くの

育成牛を預託することにより、労働力の縮小を進めていく。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 6 計画的な産地銘柄の確立 農林課 農業振興係

JAびえいの第10次中期５ヵ年地域農業振興計画に基づき、

重点品目の振興と美瑛選果等のマーケットの活用により、消

費者に信頼される美瑛ブランドが確立されてきており、それ

ら作物の生産面において中山間農業振興事業や機械購入助成

等により、安定的な生産について支援しているところであ

る。

また、小麦のブランド化推進に関しては、美瑛小麦キャンプ

の開催を経て、生産者・製粉業者・実需者等が連携する美瑛

小麦推進協議会を立ち上げ、美瑛町内で生産される小麦の統

一名称を「美瑛小麦」に定め、GI（地理的表示）登録を目指

した取組を推進してきた。

4．80%程度出来た

近年のコロナ禍においては、美瑛選果に訪問した上で購入す

ることが難しくなっているが、SNSを活用したプロモーショ

ンやECによる販売は好調であり、需要は維持されている状

況にある。一方で、安定した生産により需要に応じた供給も

実現できており、今後、コロナの影響が緩和された以降の売

り上げの増加が期待される。

また、美瑛小麦のGI登録に向けて、その名称から産地を特定

できる必要があるため、名称の統一と併せてロゴを作成し、

美瑛小麦を100%使用した商品を取り扱う事業者を認証した

スタンプラリー等の実施を通して、美瑛小麦の名称・食味の

普及を図ることができている。

継続

評価

0．評価なし 1．40％未満しか出来なかった 2．40～50％程度できた 3．60％程度出来た 4．80%程度出来た 5．100%出来た
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足腰の強い産業づ

くり
農業 7 コスト競争力の向上 農林課 農業振興係

収穫期等において利用組合による農業機械の共同利用や作業

委託を促進することで、各生産者における費用コストの軽減

と生産性の向上を図った。

国・道の補助事業を活用した支援により、生産者の農業機械

やJAびえいの集出荷施設等を整備し、効率的な適期作業の実

施、人件費等のコスト削減のほか、産品の安定供給や品質・

価格の向上につながった。

4．80%程度出来た

１経営体あたりの経営面積の拡大に伴い、作業効率の向上が

求められているが、補助事業等を活用した機械の導入によ

り、安定した営農をすることができている。また、最新の集

出荷施設等の整備により、人件費等の費用コスト軽減が図ら

れ、作物の価格向上、生産者の所得向上につながっている。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 8 農畜産物の流通対策の推進 農林課 農業振興係

中山間農業振興事業によりJAびえいのマーケティング事業を

支援し、データ等を活用したJA系統における販売促進が進め

られたほか、美瑛選果のEC販売やふるさと納税等、独自の

販路を拡大することができた。

4．80%程度出来た

JA系統のSNS活用によるプロモーションのほか、美瑛選果の

オンラインショップ、メール会員制度、新千歳空港へのアン

テナショップ出店により新規顧客の確保ができているほか、

ふるさと納税の返礼品として農産物からその加工品まで広く

PRが図られるとともに新たな販路となっている。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 9 認証制度の構築 農林課 農業振興係

エコファーマー制度やYES!clean制度を普及し、安心安全な

農作物販売やブランディングを促進することができた。
4．80%程度出来た

生産者に対して認証制度の活用を促進しながら取組の拡大を

図るとともに、消費者に対しては認証を受けていることをわ

かりやすく表示・説明することで、安心安全な美瑛産農作物

をアピールすることができた。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 10 農畜産加工の振興 農林課 農業振興係

置杵牛農産物加工交流施設や農業技術研修センター（みの

り）の活用により、地場農産物の加工を振興した。また、国

の補助事業を活用し、小麦や乳製品の6次産業化に取り組む

町内事業者を支援したほか、大規模な処理加工施設の整備に

より、加工品向け農産物の生産向上を促進することができ

た。

4．80%程度出来た

農畜産物の加工施設が整備されることで、６次産業化の取組

が活発化し、生産者の所得向上につながるほか、農商観の連

携により美瑛町産の農畜産物加工品のブランド化が図られる

事例がいくつも生まれている。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 11 農業ビジネスの支援 農林課 農業振興係

担い手の減少により1経営体あたりの経営規模が拡大する中

で、制度上の優遇措置が受けられる法人化に向けて、農業振

興機構を中心に法人設立に向けた支援を行った。

3．60％程度出来た

平成28年以降に農業振興機構の法人設立支援を受けて法人化

した経営体は0件であった。法人化支援についてのPRが不足

していたとともに、支援が必要な生産者のニーズを把握でき

ていなかったことから低い評価となった。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 12 各種作物の栽培試験 農林課 農業振興係

上川農業改良普及センター大雪支所や農業技術研修センター

（みのり）において試験栽培等のデータを蓄積し、生産者に

対する生産指導や新たな品種・技術の導入支援を実施した。

4．80%程度出来た

関係機関の連携により新品種の栽培や新技術の普及に向けた

情報共有が図られており、将来的に生産者の収益向上や省力

化・低コスト化に向けた取組の実践に結び付くことが期待さ

れる。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 13 畑地かんがい用水の有効利用 農林課 土地改良係

土地改良区と連携して、畑地かんがい用水利用拡大に努め増

産増収を図った。農業用用排水施設に経年劣化があるが、営

農に影響がでないよう管理行った。

4．80%程度出来た

北海道土地改良連合会から土地改良事業に関する技術的な指

導等を受けている。また、各施設の老朽化による大規模修繕

が必要となった場合、国や道との調整が必要となる。今後も

各土地改良区と連携し、営農や災害に強い施設の管理運営を

図っていく。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 14 農業金融対策の推進 農林課 農業振興係

認定農業者が行う経営改善等に対して日本政策金融公庫が融

資する農業経営基盤強化資金（スーパーL資金）の借入者に

利子補給を実施した。また、次世代を担う農業後継者等の投

資意欲の向上を図るための資金（JA農業後継者応援資金、JA

中核農業者応援資金）、返済負担軽減のための既往負債の借

換に必要な資金（JA担い手経営対策資金）を貸付するJAびえ

いに対して利子補給額を助成した。

5．100%出来た それぞれの制度に応じて適正に事務処理された。 継続
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足腰の強い産業づ

くり
農業 15 農業経営体の育成 農林課 農業振興係

担い手の減少により1経営体当たりの経営面積が拡大する中

で、国の補助事業等を活用しながら持続的な農業経営に取り

組む生産者を支援した。また、国の補助事業の活用が難しい

中小規模の生産者を対象に、5～10年先の将来を見据えた取

組に対する支援として、令和3年度から「未来につなぐ農業

支援事業」を創設し、7件に対して助成を行った。

4．80%程度出来た

国の補助事業に関しては、取組内容、目標値に応じて採択の

優先順位が付けられるため、年度により採択件数に差が出る

ものの、毎年度継続して国からの支援を受けられている。

「未来につなぐ農業支援事業」に関しては、創設当初の令和

3年度は21件からの申請を受け付け、7件を採択し、各生産

者においてスマート農業技術の導入などに活用されている。

町単独事業の予算に対して応募件数が過多であったことか

ら、公募要件・方法等について見直すととともに、多様な国

の補助事業を効果的に活用できるよう調整を図っていく必要

がある。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 16 酪農ヘルパー制度の推進 農林課 畜産係

酪農家が安心して休暇の確保ができるよう、年間４名のヘル

パー人員が必要であるが、人員の確保には至らなかった。
3．60％程度出来た

応募方法を見直し、積極的にヘルパー人員の確保と最低限人

数確保に努める。また、酪農ヘルパーで経験を積み、将来的

に町内で就農してもらえる仕組みづくりの構築を図ってい

く。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 17 農業ヘルパー制度の推進 農林課 農業振興係

JAびえいが実施する農業労務確保対策に対して支援した。JA

では振興作物を中心に、町外から農作業労働力を確保するた

め、求人サイトへの広告掲載、ヘルパー用の住宅環境の整

備、住居・送迎費用等の助成を行っている。また、令和3年

度からは、1日単位で労働力を確保できるマッチングアプリ

（1日農業バイト）を利用し、労働力の確保に努めている。

4．80%程度出来た

全国的に農業従事者の高齢化、担い手不足が深刻化している

中で、本町においても同様の課題を抱えており、生産者から

は労働力不足の声が上がっている。JAの農業労務確保対策に

より毎年継続して農業ヘルパーとして従事いただいている方

はいるものの、地域全体において必要な人員を確保できてい

るわけではなく、新たに活用を開始したアプリの活用を進め

るなど、引き続き人材の確保を進めていく必要がある。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 18

優良農地の流動化と効率の良い土地利

用
農林課 農業振興係

効率的な農地の流動化を進めるため、町内22地区の農用地利

用改善事業実施組合の取組を支援するとともに、人・農地プ

ランに基づいて地域の中心的な担い手に農地集積が進むよ

う、関係機関において連携を図った。

4．80%程度出来た

地区において農地の出し手が生じた際には、農用地利用改善

事業実施組合を中心に受け手に結びつけ、円滑な農地流動化

が図られている。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 19 農地の適正な保全 農業委員会 庶務係

現在のところ遊休農地の発生防止出来ている。引き続き発生

防止のため、地区担当委員によるパトロールや状況調査を実

施していく。また。農業委員及び事務局にて日頃より農地パ

トロールを実施し、違反転用を未然に防いでいる。

4．80%程度出来た

農地の利用権設定については、毎年流動化は進んでいるが、

土地条件等で相手が決まらないケースもある。経営面積に余

裕はあるが、近い将来に飽和状態になることが予想される

為、新規就農者や法人化を推進していく。また、耕作放棄地

になりやすい農地所有者の意識調査が不十分であり、今後の

利活用の意志を確認の上、利用権の設定又は売買等のあっせ

んを図る。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 20 美しい村づくりの推進と都市との交流 まちづくり推進課 政策調整係

農業体験ツアーやふるさと会交流事業、大学との連携事業等

により、美しい村加盟町としての地域資源を活かしながら、

都市との交流事業を実施した。

4．80%程度出来た

新型コロナの影響により、首都圏との往来による各種事業の

延期・中止を余儀なくされた。今後は、関係人口の創出・拡

大を目的に、都市で活躍する企業や大学、団体等との連携事

業により、農村地域ならではの地域特性を活かした交流事業

を展開する。

拡大

足腰の強い産業づ

くり
農業 21 中山間地域対策の推進 農林課 農業振興係

中山間農業振興事業として、町内22地区の協定をもとに本町

の農業振興や課題の解消に向けた共同取組活動を実施してい

る。本町においては、対象農用地に対する交付金を1/2、中

山間農業振興事業（共同取組活動）に係る事業費を1/2の割

合で配分し、取組を進めてきた。

4．80%程度出来た

第5期対策（計画期間：令和2年度～令和6年度）において

は、集落機能強化、生産性向上の加算措置を受けて、新規就

農者の育成、スマート農業の推進に取り組む計画を推進して

おり、本町の持続的な農業振興を図るために欠かせない事業

となっている。

継続

3／28
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足腰の強い産業づ

くり
農業 22 多面的機能支払交付金の活用 農林課 土地改良係

美瑛町広域環境保全協議会で、各地区組織において、農地、

水路、農道等の農村環境の保全、維持管理等に資する活動の

支援を行った。

4．80%程度出来た

各地区組織の活動実施状況の確認や地域住民等が参画する取

り組みについて、活動記録などの管理業務がシステム化され

ることにより、交付金事業の推進が図られる。農地や農業用

水等を、地域一体で保全活動の活動支援を進めていく。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 23 農村環境の整備 農林課 農業振興係

中山間農業振興事業として、町内22地区の協定をもとに本町

の農業振興や課題の解消に向けた共同取組活動を実施してい

る。本町においては、対象農用地に対する交付金を1/2、中

山間農業振興事業（共同取組活動）に係る事業費を1/2の割

合で配分し、取組を進めてきた。

4．80%程度出来た

第5期対策（計画期間：令和2年度～令和6年度）において

は、集落機能強化、生産性向上の加算措置を受けて、新規就

農者の育成、スマート農業の推進に取り組む計画を推進して

おり、本町の持続的な農業振興を図るために欠かせない事業

となっている。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 24 1 食育と地産地消の推進 まちづくり推進課 政策調整係

美瑛高校と地元の一流レストランとの協働によるテーブルマ

ナー教室や、プロのパン職人の指導を受けられるパン作り教

室などを実施した。また、ふるさと市場や民間事業者が実施

する地元産食材の直売事業が行われた。

4．80%程度出来た

地元企業との連携により、地元産食材を活かした様々な取組

が実施されるとともに、農業者と飲食店とのつながりによ

り、地元食材を使った様々な商品が開発されるなど、食育の

推進につながる活動が生まれている。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 24 2 食育と地産地消の推進 農林課 農業振興係

北瑛小麦の丘体験交流施設において、町民を対象にした料理

教室を開催したほか、美瑛高校のキャリア教育の一環として

テーブルマナー教室を開催するなど、地場産食材を活用した

料理の普及、魅力発信に努めた。

4．80%程度出来た

北瑛小麦の丘体験交流施設は、農業、食及び観光の連携を通

じて、都市と農村の交流、食文化の振興を図ることを目的に

設置されているが、地場産品の魅力を地域住民が知ることが

食文化を振興する上で重要であり、本取組を通してその目的

の一部を達成することができている。地域に一流の料理人が

いる強みを生かして、引き続き取組を継続する体制を維持し

ていく。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 25 女性や高齢者の力を生かす農村づくり 農林課 農業振興係

農産物直売交流施設（ふるさと市場）や農業技術研修セン

ター（みのり）を管理運営するとともに、イベントの開催や

新たな加工メニューの創設などにより利用促進を図った。

また、女性農業者の交流グループ「ネットワークすずらん」

の取組を支援するとともに、女性の農業経営への参画を後押

しするため、令和3年度から免許取得に係る費用の助成を

行った。

4．80%程度出来た

農産物直売交流施設は、出店者・消費者の相互交流を通した

女性農業者や経営の第一線を退いた農業者の生きがいづくり

の場として機能しており、近年の来客者数はコロナ禍により

減少しているものの、年間15,000人程度を確保している。

農業技術研修センターにおいては、かねてからの継続利用者

がおり、新たに加工商品を開発する取組も見られ、有効に活

用されている状況にある。

ネットワークすずらんの活動は、独自の研修会のほか、近隣

の東川町、東神楽町との交流も図っている。丘のまちびえい

宮様国際スキーマラソンの交歓会における当団体の地場産品

を活用した料理の提供は恒例となっている。

女性農業者の免許取得費用助成については関心も高く、令和

3年度は9人の方が大型特殊免許等の取得に活用している。

継続

4／28
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足腰の強い産業づ

くり
農業 26

農業後継者の育成及び新規就農対策の

推進
農林課 農業振興係

中山間農業振興事業を活用し、美瑛町農業振興機構が主とな

り担い手育成事業を推進しており、関係機関が連携して新規

就農者の支援を行っている。

平成31年には、農業担い手研修センターを開設し、新規就農

希望者の研修期間中の宿泊室を整備したほか、隣接する実践

圃場では新規就農アドバイザーの指導等により、トマト生産

を主にした研修機会を提供するなど、新規就農に向けて準備

が進められる環境を整えている。

また、農業後継者に対しては、経営移譲を受ける予定の者

が、農業経営者育成機関に修学するための費用助成を行っ

た。

4．80%程度出来た

平成28年から令和3年までの6年間における新規参入者は23

人（内トマト農家14人）、新規学卒、Uターン、新規参入者

の配偶者等を含めた新規就農者数は96人となっている。ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略で定めた目標値（令和6年

度）も現状では達成できる見込みであり、新規就農者の確

保・育成に対して効果的な取組を推進できたものと評価でき

る。

一方で、世界情勢の変化により農業資材が高騰する傾向にあ

り、これまで比較的安定した経営が見込まれていたトマト生

産においてコスト面で課題が生じているとともに、新規就農

者の就農後の農業経営や地域との関わりに課題が生じる事例

もあるため、新規就農の受入体制について関係機関と協議の

うえ検討を進めていく必要がある。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 27 地域リーダーの育成 農林課 農業振興係 - 1．40％未満しか出来なかった

各種団体や協議会において、目的を定めた上で視察研修や講

習会等に参加しており、その全てを把握することは困難。
統合

足腰の強い産業づ

くり
農業 28 環境保全型農業の推進 農林課 農業振興係

北海道クリーン農業推進協議会が推進する「YES!clean」の

認証基準の取得について、平成16年2月16日にトマト生産部

会、平成21年12月15日に稲作生産部会が生産団体に登録さ

れ、地球環境に配慮した生産を実施してきた。また、国の環

境保全型直接支払交付金制度の活用により、有機農業等に取

り組む生産者を支援している。

4．80%程度出来た

「YES!clean」の生産団体に登録されて以来、認証基準を満

たした農産物を継続して生産している。また、環境保全型直

接支払交付金について、年間10件程度の生産者が本制度を活

用して有機農業に取り組んでおり、近年の取組面積は17ha

超で推移している。

国は「みどりの食料システム戦略」を打ち出しており、化学

肥料や化学農薬の低減に向けた取組が今後より一層推進され

ていく見込みであることから、さらなる取組の推進に向けた

検討が求められている。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 29 環境保全と資源リサイクルの推進 農林課 農業振興係

本町においても年間300t以上の農業由来の廃プラスチックが

排出されていることから、生産者の負担軽減を図ることで、

産業廃棄物として適正に処理されるよう、中山間農業振興事

業として、運搬費用に対して助成を行った。

3．60％程度出来た

農業由来の廃プラスチックについて、中国での産業廃棄物の

輸入禁止がなされたことを受けて、生産者の負担は増してお

り、町内の処理業者も受け入れしなくなったことから、適正

な処理体制に関して課題がある。

現状は、他の道内処理業者に運搬して処理しているものの、

生産者負担は大きいままであり、今後、不適正な処理（野焼

き、不法投棄等）による環境問題も懸念されることから、恒

久的な処理体制の整備の検討が求められている。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 30 農薬の安全使用と適正な管理 農林課 農業振興係

環境保全型農業直接支払交付金の申請においてGAPの取組が

要件化されており、農薬の安全使用をはじめ、適正な農場管

理を目指した取組が推進された。

4．80%程度出来た

行政で把握できているGAPの取組は、そのほとんどが当該交

付金の申請者の取組に限られており、町全体の普及啓発とし

てどの程度浸透しているかまでは把握できていない。一方

で、GAPの取組を普及するため、職員が指導者育成研修を受

講しているとともに、取得に係る支援事業等について関係機

関との情報共有を図るなど、普及に向けた一定の体制づくり

は進めることができている。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 31 農業生産工程管理の電子化 農林課 農業振興係

中山間農業振興事業により、JAびえいが営農情報を一元的に

管理できるシステムの運用に助成している。これにより、生

産者単位での栽培履歴を電子的に管理し、生産工程の振り返

り等が行える環境が整備された。

4．80%程度出来た

化学肥料や化学農薬の使用量低減が求められる今日におい

て、生産者個人が施用量・回数等を見直すことができ、持続

的な農業経営を推進するための土台が出来上がっている。

継続

足腰の強い産業づ

くり
農業 32 家畜飼養衛生基準の順守 農林課 畜産係

自衛防疫のための情報収集・広報活動や施設消毒の協力・衛

生・防疫資材の共同購入を行った。
4．80%程度出来た

自衛防疫のための情報収集・広報活動や防疫資材の共同購入

など、家畜防疫及び公衆衛生の観点からも積極的に取り組み

の継続を図っていく。

継続

5／28



第５次美瑛町まちづくり総合計画施策評価シート

分野別施策の方向 分野 No. 枝 基本施策 課・室名等 係・班等 取組の実績 評価 評価の理由・根拠
今後の

方向性

評価

0．評価なし 1．40％未満しか出来なかった 2．40～50％程度できた 3．60％程度出来た 4．80%程度出来た 5．100%出来た

足腰の強い産業づ

くり
林業 33 造林の推進と森林資源の循環利用 農林課 林務係

人工林伐採跡地や無立木地における造林、天然林の針広混交

林など公営的機能の発揮を目的とした「未来につなぐ森づく

り推進事業」により、令和２年度においては179.24haの造

林を支援することで、森林資源の循環利用と森林の有する多

面的機能、保持に努めた。

4．80%程度出来た

造林・植付け助成が目的であり、助成要望件数が多いため、

引続き令和３年度より始まった「豊かな森づくり推進事業」

により、森林資源の循環利用と森林の有する多面的機能を継

続していく必要がある。

継続

足腰の強い産業づ

くり
林業 34 保育・除間伐の推進 農林課 林務係

「森林経営計画」に基づき、山林地主の負担を軽減しなが

ら、森林環境整備のため、保育・除間伐を進めており、令和

２年度においては12.36ｈaの保育間伐を行った。

4．80%程度出来た

令和３年度より始まった「美瑛町私有林等整備事業」の補助

金交付により施業費用の一部を負担することで、森林環境の

整備促進を図り、森林のもつ多様性機能の発揮や森林資源の

循環利用の支援を拡大していく。

№33の造林の推進と森林資源の循環利用と統合し森林整備を

管理していく。

統合

足腰の強い産業づ

くり
林業 35 複層林・針広混交林整備の推進 農林課 林務係

森林の有する多面的機能を将来にわたって持続的に発揮させ

ていくため、複層林・針広混交林の推進を図った。ゼロカー

ボン対策推奨により、効率的な施業となるスマート林業のた

め、森林整備場所によっては、単層林整備を行った。

4．80%程度出来た

ゼロカーボン対策推奨により、効率的な施業となるスマート

林業のため、森林整備場所によっては、単層林整備を行っ

た。

№43の森林の多機能性の保全と計画的な森林管理と統合し森

林整備を管理していく。

統合

足腰の強い産業づ

くり
林業 36 保安林の保全 農林課 林務係

保安林の保全に向け、定期的な更新を行うとともに、治山に

ついては、上川総合振興局林務課治山係と連携を図り緊急性

の高い箇所から優先的に改修を実施した。

4．80%程度出来た

森林・林業の知識や経験豊富な町職員がいないため、地域林

政アドバイザーにより、町職員への助言、森林の巡視、町有

林の管理及び町単独事業の検査業務等の林政行政を支援する

ことにより、森林整備に向けた強化を引き続き行う必要があ

る。

№33の造林の推進と森林資源の循環利用と統合し森林整備を

管理していく。

統合

足腰の強い産業づ

くり
林業 37 有害鳥獣の駆除 農林課 林務係

「美瑛町鳥獣被害防止計画」に基づき、エゾ鹿の駆除につい

て猟友会と協力し有害鳥獣の駆除を行ったが、農作物等の被

害は依然確認される。また、近年、ヒグマの出没・目撃情報

が増加しており、農作物等の被害や人畜への被害を低減させ

るため、熊看板の設置や猟友会によるパトロールによる追い

払い等の被害対策を行った。

4．80%程度出来た

農作物等の被害は依然確認されるため、引続きエゾ鹿・ヒグ

マ等の野生鳥獣による農業の被害への対策として、猟友会と

の連携のもと若手駆除団員の加入促進や育成に努め、担い手

確保を図ることによる継続的な捕獲活動を行って行く。

継続

足腰の強い産業づ

くり
林業 38 林道の整備 農林課 林務係

植林・地拵え等の作業による雇用の維持・創出、生産林道及

び路網の定期的な整備を行った。

令和２年度はコロナ禍における林業・木材産業において、国

内外での木材需要の減少やこれに伴う在庫の増加、減産等が

あったため、美瑛町民有林環境保全基金を活用し路網整備を

行った。

4．80%程度出来た

令和３年度より始まった「美瑛町私有林等整備事業」等での

森林環境の整備促進を図り、森林のもつ多様性機能の発揮や

森林資源の循環利用の支援を拡大していくため、継続的に定

期的な生産林道及び路網整備を行う。

継続

足腰の強い産業づ

くり
林業 39 林業の担い手の育成・確保 農林課 林務係

森林作業員の担い手確保を目的に、「森林整備担い手対策事

業」等を活用し、令和２年度においては規定日数就労した１

５名の作業員に奨励金を支給し、就労の意欲向上と⾧期・安

定化を促進し、林業労働者の確保に努めた。

4．80%程度出来た

引続き、森林作業員の担い手確保を目的に「森林整備担い手

対策事業」等を活用していく必要がる。

また、森林環境譲与税を活用した林業機械等の補助を行い、

担い手確保に努めていく。

№38の林道の整備と統合し森林整備を管理していく。

統合

足腰の強い産業づ

くり
林業 40 施業の推進 農林課 林務係

森林経営計画に基づく適時適切な施業の推進に向け、森林整

備地域活動の支援交付金事業の実施や、森林整備が行われて

いない山林所有者へ施業推進及び普及を図るため、令和２年

度より森林環境譲与税を活用し、森林所有者意向調査を行っ

ている。

3．60％程度出来た

令和２年度より森林整備意向調査行っているが、依然として

未達であったり、未回答の山林所有者については、継続して

意向調査を行って行く。令和５年度以降は、経営管理の意向

のあった山林所有者については、美瑛町森林組合等と連携を

図りながら森林整備、経営管理及び普及を図って行く。

№38の林道の整備と統合し森林整備を管理していく。

統合
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第５次美瑛町まちづくり総合計画施策評価シート
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0．評価なし 1．40％未満しか出来なかった 2．40～50％程度できた 3．60％程度出来た 4．80%程度出来た 5．100%出来た

足腰の強い産業づ

くり
林業 41 適正な山林保育 農林課 林務係

美瑛町と美瑛町森林組合が共同で策定する美瑛町森林経営計

画に基づき、適正な山林保育に向けた体制強化を行った。
4．80%程度出来た

森林所有者意向調査で経営管理の意向のあった山林所有者に

ついては、令和５年度以降に、未整備森林の森林整備のた

め、「森林現況の把握」「森林施業方針の検討」「森林経営

の集積・集約化」を図る必要がある。

№38の林道の整備と統合し森林整備を管理していく。

統合

足腰の強い産業づ

くり
林業 42 高齢級の⾧期育成循環施業 農林課 林務係

適正な人工資源の循環利用を維持するため、森林・林業に関

しての知識や経験を有する「地域林政アドバイザー」を令和

２年度より配置、令和３年度からは２名体制で高齢級間伐等

も取り入れた⾧伐期施業の計画に取り組み、資源の標準化を

行った。

4．80%程度出来た

森林・林業の知識や経験豊富な町職員がいないため、地域林

政アドバイザーにより、町職員への助言、森林の巡視、町有

林の管理及び町単独事業の検査業務等の林政行政を支援する

ことにより、森林整備に向けた強化を引き続き行う必要があ

る。

№43の森林の多機能性の保全と計画的な森林管理と統合し森

林整備を管理していく。

統合

足腰の強い産業づ

くり
林業 43

森林の多機能性の保全と計画的な森林

管理
農林課 林務係

令和２年度より森林・林業に関しての知識や経験を有する

「地域林政アドバイザー」を配置することにより、森林の公

益的機能の発揮及び資源の保全、町民の生命を守る森林の維

持に向け、計画的な森林管理を行った。

4．80%程度出来た

森林・林業の知識や経験豊富な町職員がいないため、地域林

政アドバイザーにより、町職員への助言、森林の巡視、町有

林の管理及び町単独事業の検査業務等の林政行政を支援する

ことにより、森林整備に向けた強化を引き続き行う必要があ

る。

継続

足腰の強い産業づ

くり
林業 44 森林資源のエネルギー利用 農林課 林務係

木質バイオマスのエネルギー利用を促進・活用するため、平

成３０年に「丘のまちわいわいプール」に木質バイオマスボ

イラーを導入し、町内事業者から木質チップを購入し木材産

業の活性化と地域における木材循環の促進を行った。

4．80%程度出来た

平成２６年に「活性化交流施設丘のまち交流館bi.yell（ビ・

エール）」にも木質質バイオマスボイラーを導入しており、

今後においても再生可能エネルギーの循環利用により地域内

経済の循環や地域における新たな雇用の創出を促すととも

に、二酸化炭素の排出削減、地球温暖化防止を図る必要があ

る。

継続

足腰の強い産業づ

くり
林業 45 地材地消に向けた取り組み 農林課 林務係

美瑛町地域材利用推進方針に基づき、公共建築物の整備にあ

たっては、丘のまち郷土学館「美宙」や各小中学校等におい

て、本町で生産されるカラマツ材などの製材を積極的に取り

入れ、地域材の利用促進と供給体制の整備を行った。

4．80%程度出来た

各公共施設において、本町で生産されるカラマツ材などの製

材を積極的に取り入れており、地域材の利用促進と供給体制

の整備を図り、今後は公共施設以外にも普及できるよう、継

続して地域住民へ周知する必要がある。

№44の森林の森林資源のエネルギー利用と統合し森林整備を

管理していく。

統合

足腰の強い産業づ

くり
商工業 46 商品の研究開発の促進 商工観光交流課 商工・労働係

美瑛豚を用いた加工商品や美瑛産小麦を使った菓子、パンの

端材を原料にしたクラフトビール等、民間事業者において本

町の特産品を活かした商品の研究開発が行われている。

2．40～50％程度できた

商品の研究開発に当たって、従来の「中小企業者等振興補

助」や令和４年度から実施している「SDGｓ推進事業」の活

用が可能であるが、多様な商品開発を推進するために商品の

研究開発に特化した事業を検討していく。

継続

足腰の強い産業づ

くり
商工業 47 ６次産業の推進 農林課 農業振興係

国の補助事業を活用しながら、6次産業化に取り組む生産者

に対して支援した。

また、美瑛町農業技術研修センターにおいては町民による加

工研修事業、置杵牛農産物加工交流施設においては民間企業

に対する指定管理委託により地場農産物の加工事業を展開し

ている。

4．80%程度出来た

国の補助事業を活用した生産者2件において、コロナ禍の影

響を受けて入込数が減少しているものの、加工品の販売は順

調に進んでおり、ふるさと納税の返礼品等にも選定されるな

ど本町の特産品の一つに位置付けられている。

農業技術研修センターでは農業者が自家生産した農産物の加

工品の試作、商品開発を進める取組が展開されており、施設

の有効活用による6次産業化の推進が図られている。

継続

足腰の強い産業づ

くり
商工業 48

美瑛ブランド商品の情報発信及び販路

拡大
商工観光交流課 商工・労働係

活性化協会のブランディング事業において、令和３年度まで

に２３の商品についてビエイティフルに認定し、ホームペー

ジで公表している。また、道の駅で販売するとともに、ふる

さと納税の返礼品として設定するなど、美瑛ブランドの周

知・拡大を図っている。

3．60％程度出来た

令和３年度は新たに１件「びえいのラスク」をビエイティフ

ル商品として認定した。ビエイティフルのホームページや各

種ＳＮＳ・雑誌媒体等で情報発信するとともに、道の駅での

販売や、ふるさと納税返礼品などで認定商品の販売に努めた

が、新たな販路の拡大にまでは至ってないことから、評価と

しては６０％程度達成が適当と判断する。

継続
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第５次美瑛町まちづくり総合計画施策評価シート

分野別施策の方向 分野 No. 枝 基本施策 課・室名等 係・班等 取組の実績 評価 評価の理由・根拠
今後の

方向性

評価

0．評価なし 1．40％未満しか出来なかった 2．40～50％程度できた 3．60％程度出来た 4．80%程度出来た 5．100%出来た

足腰の強い産業づ

くり
商工業 49 地域内経済循環型事業の推進 商工観光交流課 商工・労働係

令和３年度から地域通貨「Beコイン」の運用を開始。現

在、町内の200店舗以上で使用できる状況となっている。
4．80%程度出来た

令和３年度において約365,000千円の使用実績があった。個

人のチャージ額は約49,000千円となっており、今後はチャー

ジを促す施策の検討が重要である。運用開始から間もないこ

ともあり、今後の期待も込めて、評価としては60％程度達成

が適当と判断する。

継続

足腰の強い産業づ

くり
商工業 50 中心市街地の活性化 商工観光交流課 商工・労働係

ビ・エールには、ギャラリーでの催しや子どもコーナーの開

放などで多くの人が訪れている。また、ラヴニール（道の駅

丘のくら）についても、多くの観光客が訪れている状況。ま

た、空き店舗対策である「商店街活性化事業（事業実施主

体：商工会）」を実施し、これまでに９店舗が新規に開店し

た。

3．60％程度出来た

ラヴニールについて、来客は多いもののリピーターが何度も

訪れるような経営の改善を要する。また、空き店舗対策につ

いては、事業内容の更なる拡充を検討する。

継続

足腰の強い産業づ

くり
商工業 51 経営者・従業員の資質向上 商工観光交流課 商工・労働係

中小企業大学校旭川校での研修受講に対し、受講料の一部を

補助している。
0．評価なし

研修受講の実績が無い。事業としては継続するが、総合計画

への記載は廃止を検討したい。なお、経営相談については商

工会又は北海道中小企業総合センターで随時可能である。

継続

足腰の強い産業づ

くり
商工業 52 持続的経営の支援 商工観光交流課 商工・労働係

地域の需要に応じた持続的経営のために積極的に取り組む事

業者を支援する「中小企業者等振興補助（事業実施主体：商

工会）」を実施し、85店舗が活用した。

4．80%程度出来た

当該事業を活用したほとんどが現在も経営を継続している。

令和４年度からは「SDGｓ推進事業」として、新たな要素を

加味して持続的な経営を目指す事業者を支援していく。

継続

足腰の強い産業づ

くり
商工業 53 労働環境の充実 商工観光交流課 商工・労働係

勤労者共済会を運営し、中小企業の福利厚生の一端を担って

いる。
3．60％程度出来た

現状、勤労者共済会事業のみの対応となっている。冬場の雇

用対策として、農業アルバイターなどに対する職業紹介を強

化していく必要がある。

継続

足腰の強い産業づ

くり
商工業 54 起業の促進 商工観光交流課 商工・労働係

「商店街活性化事業」の他、令和３年度から「起業支援事

業」を実施しており、これまでに５店舗が新規に開店した。
3．60％程度出来た

補助内容が現状の社会情勢に見合っているか他町村との比較

も必要。更なる起業を促すために事業の拡充を検討する。
継続

足腰の強い産業づ

くり
商工業 55 安定的な雇用の創出 商工観光交流課 商工・労働係

求人情報を町HPにおいて随時公表している。また、ハロー

ワークの求人情報を役場町民コーナーで公開している。
1．40％未満しか出来なかった

町として無料職業紹介所を設置しているものの、求人の問い

合わせはほぼ無い。無料職業紹介所として町民へのPRが不

足していると思われる。現在HPの見直しを図っており、同

時に新規に求人情報を提供していただけるよう、事業者に対

する案内も検討しているところ。移住者に対する情報提供

は、まちづくり推進課と連携して行っていく。

継続

足腰の強い産業づ

くり
観光業 56 新観光圏としての振興 商工観光交流課 観光振興係

美瑛から占冠までの１市４町１村で構成する「富良野美瑛広

域観光圏」に加え、上川中部１市８町で広域連携中枢都市圏

での連携について協議が進められている。

4．80%程度出来た

富良野美瑛広域観光圏については、従前から観光協会を含め

た一体的な連携を進めてきた。広域連携中枢都市圏について

は、今後の具体策を検討している段階にある。

継続

足腰の強い産業づ

くり
観光業 57 広域観光ルートの振興 商工観光交流課 観光振興係

「アジアの宝 悠久の自然美への道 ひがし北海道」や「富

良野美瑛広域観光ルート」など、外国人誘客に向けた観光

ルートの提案を行ってきた。

4．80%程度出来た

新型コロナウイルス感染症による渡航制限等の影響からイン

バウンドは大幅に減少している状況にあるが、今後の観光客

回復に向けて、引き続き周遊ルートのＰＲ対策を行う。

統合

足腰の強い産業づ

くり
観光業 58 観光サインの整備 商工観光交流課 観光振興係

町内主要観光路線と市街地に日本語と英語の観光誘導標識を

設置している。
4．80%程度出来た

観光サインの新設や誘導先の見直しなど、更なる利便性の向

上にむけた改善検討を行うとともに、経年劣化による破損に

ついては、計画的な修繕を行う。

継続

足腰の強い産業づ

くり
観光業 59 清掃活動の実践 商工観光交流課 観光振興係

缶トリー作戦や青い池、国道沿植樹桝の清掃等、関係機関や

町民と一体となった清掃活動を行い、来訪者満足度の向上を

図ってきた。

4．80%程度出来た

清掃活動によって景観美化を図るようにしているが、町内の

観光路線は広大であり、全ての路線を網羅することができて

いないため、今後の実施方法について検討する。

継続

足腰の強い産業づ

くり
観光業 60 観光マナーの啓発 商工観光交流課 観光振興係

観光アドバイザーによるパトロールや啓発のほか、写真映像

協会による撮影マナーの周知、DMOの観光マナー１１０番

などが行われている。

4．80%程度出来た

新型コロナによる観光客数減少に伴い、コロナ前と比較して

マナー違反の件数も減少しているが、マナー啓発は継続した

取り組みが必要となる。

継続
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足腰の強い産業づ

くり
観光業 61 観光情報の発信 商工観光交流課 観光振興係

日本語以外の言語にも対応するよう、観光協会ウェブサイト

の改修などを行い情報発信を行ってきた。また、観光マナー

に関する情報の他、イベントや観光スポットの紹介をSNSで

行うなど、様々なツールで対応を進めた。

3．60％程度出来た

多言語化については、全てのサイトで対応できていないほ

か、情報掲載について一元化するなど、見やすさを重視した

対応が必要となっている。

継続

足腰の強い産業づ

くり
観光業 62 インバウンド戦略の推進 商工観光交流課 観光振興係

外国人観光客に向けた情報発信は、富良野美瑛広域観光圏と

して取り組みを進めてきた。また、観光協会において外国語

での観光案内やマップの配布を行ってきた。

0．評価なし

情報発信は継続して行っているが、外国人観光客が減少して

いることもあり、受け入れ態勢の整備は進んでいない。アフ

ターコロナに向けて、必要な取り組みを進めていく必要があ

る。

統合

足腰の強い産業づ

くり
観光業 63 冬季観光の充実 商工観光交流課 観光振興係

青い池、白ひげの滝のライトアップの他、イルミネーション

を市街地で行ってきた。
4．80%程度出来た

札幌発着の循環バスが青い池ライトアップをコースに組み込

むなど、冬期観光地としての認知度は向上している。実施内

容の検討に加え、新たな冬期の観光コンテンツ造成を検討す

る。

継続

足腰の強い産業づ

くり
観光業 64 体験型修学旅行の振興 商工観光交流課 観光振興係

観光協会において、各種体験活動を組み入れたコースを設定

し、受け入れを行っている。
4．80%程度出来た

新型コロナウイルス感染症の影響から修学旅行が中止される

など、受け入れ数の減少につながった。また、旅行時期が農

業景観の良い季節にならないケースもあった。

統合

足腰の強い産業づ

くり
観光業 65 農業観光の推進 商工観光交流課 観光振興係

地元食材を使用した菓子店や動物と触れ合うことが可能な飲

食店の開業、ご当地メニューの開発など、民間事業者による

新たな投資と取り組みが進んでいる。

4．80%程度出来た

美瑛の豊かな自然、食を伝えるガストロノミーツーリズムは

観光の柱として必要であり、ブランディングに向けた取組を

継続的に支援していく。

継続

足腰の強い産業づ

くり
観光業 66 自転車観光の推進 商工観光交流課 観光振興係

富良野美瑛広域観光圏において広域サイクリングコースを設

定し、ロードペイントを行ったほか、サイクリングマップの

配布を行ってる。

3．60％程度出来た

SDGｓやゼロカーボンといった概念からも、自転車の活用は

必要となっている。美瑛町における自転車の活用を進めるた

め、自転車活用推進計画を令和４年度内に策定するよう検討

を進めている。

継続

足腰の強い産業づ

くり
観光業 67 体験型観光の推進 商工観光交流課 観光振興係

丘のまちびえいDMOにおいて、季節に対応した体験型メ

ニューを用意し、観光客に提供している。
4．80%程度出来た

年間を通じて２２メニューを提供できる体制を整え、活性化

協会ウェブサイトや道の駅びえい白金ビルケガイドデスクで

で取り扱っている。今後に向けて、美瑛ならではの自然を体

験できるメニュー開発を進めていく必要がある。

統合

足腰の強い産業づ

くり
観光業 68 花をテーマとした観光の振興 商工観光交流課 観光振興係

東川町、上富良野町、中富良野町と連携した「花人街道連携

協議会」で、札幌市において花をテーマとしたＰＲ活動を

行った。

4．80%程度出来た

各町のイメージ色を組み合わせたノベルティグッズの配布や

特産品を活用したＰＲとともに、アンケートを実施して観光

ニーズの把握に努めた。今後は地域観光事業者の連携も含め

たＰＲ対策を検討している。

継続

足腰の強い産業づ

くり
観光業 69

地域が一体となった観光振興体制の構

築
商工観光交流課 観光振興係

これまで、丘のまちびえい活性化協会、観光協会、物産公社

がそれぞれ観光振興に向けた取り組みを進めてきたが、効率

的、効果的な取り組みを進めるため、組織、機能の見直しを

検討している。

4．80%程度出来た
組織体制と人員配置の見直しを進めており、効率的な観光振

興を目指すこととしている。
継続

足腰の強い産業づ

くり
観光業 70 満足度の高いイベントの創出 文化スポーツ課 スポ―ツ交流係

丘のまち美瑛を十分に満喫できるスポーツイベントの開催に

努め、参加者相互の交流の活性化及び町外からの参加者の増

加を図った。

4．80%程度出来た
大会の中止や制限があったものの、通常どおり開催したイベ

ントでは例年以上の参加者があった。
継続

足腰の強い産業づ

くり
観光業 71 国内外への情報発信の強化 文化スポーツ課 スポーツ交流係

大会の通じて、国内外へHP等を通じ参加者募集を含めた情

報発振を行った。
4．80%程度出来た

大会の中止を含め、大会概要等と一緒に、観光協会とリンク

し、宿泊場所や観光地の情報の発信に努めた。
継続

足腰の強い産業づ

くり
観光業 72 人材確保と運営体制の確立 文化スポーツ課 スポーツ交流係

大会運営に携わることにより、各担当への連絡・連携を確認

するなど、運営継続のための体制づくりを行った。
3．60％程度出来た

大会の中止があり、例年とおりとはいかなかったが、開催さ

れた大会は通常どおり行われた。
継続

足腰の強い産業づ

くり
観光業 73 セカンドホームツーリズムの推進 移住定住推進室 移住定住係

令和２年度に室が創設されて以来、様々な発信を行うこと

で、冬期を含めた利用が着実に伸びてきている。
4．80%程度出来た

二地域居住体験住宅条例に基づく家屋（全9棟）は、申請理

由の精査等を徹底することで、二地域居住及び顕在的な移住

検討者に利用されています。また冬の生活体験が降雪地帯に

は必要である周知が理解され、冬季利用の促進が図られ、全

体の利用可能月数の内、利用月数割合が高くなっています。

継続
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足腰の強い産業づ

くり
観光業 74

空き家・空き地の活用に向けた取り組

み
移住定住推進室 移住定住係

令和元年までの「空き家情報バンク」は更新等がなされてい

なく令和２年度に刷新。しかし、物件登録に対する問い合せ

が少ない

2．40～50％程度できた

２年度に一新するも、登録不動産件数及び成約件数が少ない

ことから、情報発信が足りないと考えられる。そのため空き

家を求める移住者や既存住民のニーズの高さを周知しなが

ら、流動化を進める必要があります。

継続

足腰の強い産業づ

くり
観光業 75 定住促進住宅の取り組み 移住定住推進室 移住定住係

当該住宅の退去後には8割を超える世帯が美瑛町二定住して

いる。
4．80%程度出来た

全15棟の定住促進住宅は移住定住推進室が創設された後、常

に８割以上の入居率があり、退去後の住まいにおける確認

（新築建設やアパート入居等）を調査することで、町内への

定着率を把握してます。

継続

足腰の強い産業づ

くり
白金エリア構想 76 十勝岳連峰を望む温泉地としての振興 商工観光交流課 観光振興係

白金温泉の魅力発信のため、ウェブサイトや旅行雑誌への情

報提供などを行った。また、国立公園パークボランティアと

連携した清掃活動など、白金温泉の魅力向上に努めている。

3．60％程度出来た

温泉地としての知名度向上とイメージの確立には至っておら

ず、継続的な取組が必要となっている。温泉事業者による各

種対策に対する支援などを検討する。

継続

足腰の強い産業づ

くり
白金エリア構想 77

白金インフォメーションセンターにお

ける情報発信基地としての機能充実
商工観光交流課 観光振興係

白金インフォメーションセンターを改修し、道の駅びえい白

金ビルケとしてオープン。観光情報発信やＤＭＯ事業の受付

機能を持たせているほか、オートキャンプ場やパークゴルフ

場も隣接し、白金エリアの魅力を発信する場としている。

4．80%程度出来た

道の駅管理を活性化協会の指定管理で行っているが、物販部

門は物産公社が行うなど、業務の効率的な運営になっていな

い部分もあり、組織体制の見直しなどと合わせて課題解決が

必要。

継続

足腰の強い産業づ

くり
白金エリア構想 78

温泉と組み合わせた各種体験プログラ

ムの構築
商工観光交流課 観光振興係

ＤＭＯが行う写真撮影や自然観察といった体験メニューの一

部で、温泉事業者と連携して宿泊とセットとなるメニューを

展開してきた。

3．60％程度出来た

温泉や自然を身近に体験できる環境を活用したメニュー開発

について、開発段階から宿泊事業者と連携するなど、更なる

一体化に向けた取り組みが必要。

継続

足腰の強い産業づ

くり
白金泉源対策 79 配湯量の安定化 水道整備室 水道施設係

揚湯量の減少により今後の安定した温泉供給が危惧される状

況となり、平成２０年度から安定供給事業調査の実施により

各泉源施設の現況把握を行い、１８号井浚渫工事での機能回

復を図った。各施設への温泉供給については、職員による施

設管理を適切に行い安定供給に努めた。

4．80%程度出来た

安定供給事業調査の実施時の想定より１８号井戸内部の劣化

が進行しており機能回復に至らなかったことから、施設の見

直しによる改修を推進し施設管理に努めた。

湯量減少対策としては新規掘削による湯量増強が必要であ

る。

継続

足腰の強い産業づ

くり
白金泉源対策 80 創造的活用の検討 商工観光交流課 観光振興係

泉源を活用した多様なニーズへの対応として、温泉事業者に

おける足湯施設の検討が行われた経過もあるが、現段階では

配当料などの課題から取組が困難となっている。

3．60％程度出来た

温泉井の老朽化や閉塞に伴い揚湯量確保が課題となっている

状況にあり、新たな施設整備への配湯が困難なことから、今

後の配湯量の状況を踏まえて検討する。

継続

ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 81 地域福祉ネットワークの形成と実践 保健福祉課 社会係

地域福祉のネットワークを強化するために、地域福祉を推進

する団体等に補助金等の支援をおこなっている
3．60％程度出来た

福祉団体等に補助金等の金銭的支援を行っているが、人口減

少、高齢化、コロナ禍のため団体の活動が縮小し、地域福祉

のネットワークを形成している団体等が、休止や解散をして

いる現状があるので、金銭面だけではない対策が必要であ

る。

継続

ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 82 地域福祉の担い手の育成 保健福祉課 社会係

行政、町内会、社会福祉協議会、民生委員・児童委員等が連

携し、人材育成に取り組んでいる。
3．60％程度出来た

各団体で、人材育成には概ね取組めているが、近年、人口減

少・高齢化の影響等より、担い手の育成が難しい状況となっ

ているので、人材育成についての対策が必要である。

継続

ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 83 保健・医療・福祉の連携 保健福祉課 社会係

「健康と福祉のまちづくり会議」を通じ、保健・医療・福祉

の連携を行っている。
4．80%程度出来た

定期的に「健康と福祉のまちづくり会議」を開催し、概ね福

祉イベントの開催、地域福祉についての協議・情報交換、福

祉計画の策定等の協議を行うことができている。

継続

ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 84 保育の充実 保健福祉課

子ども・福祉相談

係

認可保育所及び認定こども園は、計画数172人を確保してし

ている。
5．100%出来た

少子化しているが、ひとり親や共働き世帯の増加等により低

年齢児の保育ニーズが高くなっている。子ども支援センター

と保育施設の連携により、児童の特性に配慮した保育に取組

んでいる。保育士の確保が課題だが、保育の継続を図るた

め、計画的な採用を進める必要がある。

継続
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ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 85 総合的な子育て相談体制の構築 保健福祉課

子ども・福祉相談

係

令和２年度から子ども・子育て支援室を設置し、職員体制の

充実を図ってきた。
4．80%程度出来た

子どもに関係する機関からの相談は増えているが、保護者か

らの直接的な相談は少ない状況。関係機関の保護者面談に同

席するなど多様な形で関りが持てるよう工夫を要する。

継続

ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 86 子育て世帯への経済的負担の軽減 保健福祉課

子ども・福祉相談

係

乳幼児等の医療費助成、保育所・こども園の利用の他、一時

預かり、家事支援サービス等の費用負担軽減を実施。
5．100%出来た

各種子育て支援事業の経済的な負担軽減を継続しており、利

用しやすい環境となっている。
継続

ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 87 一貫した子育てサポートの実施 保健福祉課

子ども・福祉相談

係

産前からの母子保健に始まり、義務教育を終えるまでの一貫

した子育てサポートが行えている。
4．80%程度出来た

中学校卒業まで、一貫した子育てサポートを行っているが、

卒業後の支援強化も必要。
継続

ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 88 児童虐待防止対策の推進 保健福祉課

子ども・福祉相談

係

要保護児童対策地域協議会を中心とした虐待に対する指導、

支援は勿論のこと、保健・児童福祉・教育等の機関が虐待の

恐れがある家庭と関わりを持ち、虐待予防に勤めているた

め、虐待による痛ましい事故が起きていない。

4．80%程度出来た

関係機関の連携による虐待予防により大事に至る案件がない

ため、80％程度できたと評価したが、予防ケースは１８世帯

程度あり、警察への避難や児童相談所への相談案件もあるこ

とから、虐待に関する啓蒙を継続し、見守りを強化する必要

がある。

継続

ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 89

障がい児や発達が緩やかな子どもと保

護者への支援
保健福祉課 子育て支援係

乳幼児健診後や幼稚園・保育園等からの紹介や相談件数が増

え、対応している。
4．80%程度出来た

療育に関して認知度やニーズが高まり、相談件数は増え、

ニーズに応じた支援を行っている。

地域支援(所属園訪問等)をさらに拡充し、対応している。

継続

ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 90 地域子ども・子育て支援事業の推進 保健福祉課

子ども・福祉相談

係
各事業は、計画に基づき推進している 5．100%出来た ニーズに対応した支援が図られている。 継続

ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 91 地域包括ケアシステムの確立 保健福祉課 地域支援係

関係機関の連携と地域の助けあいを深めるため、生活支援

コーディネーターを第1層（町内全域）及び第2層（日常生活

圏域4か所）に配置した。

4．80%程度出来た
生活支援コーディネーターと地域との協議を十分に深められ

ていない。
継続

ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 92

高齢者の社会参加、生きがいづくり活

動の支援
保健福祉課 地域支援係

福祉ハイヤー借上げ事業による高齢者、障がい者の社会参加

の促進や地域サロン事業による通いの場づくりを行った。
4．80%程度出来た

高齢者の生きがいづくりという点で、ボランティア活動など

自分の役割を持った生きがいづくりの醸成が不十分である。
継続

ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 93 介護予防の推進 保健福祉課 地域支援係

Ｈ29年度から総合事業による介護予防事業（生きがいデイ

サービス、あるくらぶ輪、地域リハビリテーション活動支援

事業）を実施した。

4．80%程度出来た

高齢者人口からみた介護認定率は、65歳から84歳までは減

少傾向にあるが、国や道と比較すると高い状況にある。

（R3年度23.4％ 道22.1％、国20.3％）

継続

ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 94 高齢者の福祉・介護相談体制の充実 保健福祉課 地域支援係

地域包括支援センター業務として、個別の相談に適宜応じる

と共に、介護支援専門員や介護事業所等との連携も、日頃の

業務や会議を通して行うことができた。

4．80%程度出来た

相談いただいた場合には、アウトリーチを含めて対応してい

るが、声を出せない閉じこもりの方などへ、いかに支援をつ

なげていくかが課題である。

継続

ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 95 認知症の予防と支援 保健福祉課 地域支援係

認知症サポーター養成講座の実施はしているが、年々希望者

が減少している。地域見守り活動協定により地域での見守り

体制づくりに取り組んだ。

4．80%程度出来た 認知症に関する広報周知を進めていく必要がある。 継続

ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 96 高齢者虐待防止対策の充実 保健福祉課 地域支援係

高齢者虐待の個別相談対応は行っているが、市民後見人養成

者は平成30年度から養成希望者がいない状況である。
3．60％程度出来た

市民後見人養成数は平成29年度までに7人であるが、それ以

降増えていない。
継続

ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 97 在宅福祉サービスの充実 保健福祉課 地域支援係

移送、配食、除排雪、くらしの援助サービス等の在宅福祉

サービスを実施した。
4．80%程度出来た

介護保険サービスと合わせて必要なサービスをご利用いただ

くことで、在宅生活を継続できる。
継続

ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 98 高齢者が安心して住める住環境の整備 保健福祉課 地域支援係

町の住宅改修助成や介護保険サービスの住宅改修、高齢者福

祉住宅の利用により、安心安全な住環境を提供している。
4．80%程度出来た

手すりや段差解消等住環境の整備により在宅生活をより安全

に継続できる方がいるので、見過ごすことなく対応できるよ

う、介護支援専門員をはじめ民生委員等地域の方々への周知

も重要である。

継続

ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 99 障がい者に対する理解の促進 保健福祉課 福祉係 取組の実績なし 1．40％未満しか出来なかった 町民を対象とした研修会や講演会については未実施である。 継続

ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 100 障がい者の自立支援 保健福祉課 福祉係

障がい者の就労支援、自立支援給付や療育施設訓練所等への

交通費の助成などの支援を実施した。
4．80%程度出来た ニーズに応じた支援を行うことができた。 継続
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ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 101 1 障がい者の社会参加の促進 保健福祉課 福祉係

障がい者週間にスポーツ交流会を開催し、地域交流及び社会

参加を促進した。
3．60％程度出来た

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、レクリエー

ション活動等の自粛を余儀なくされた。感染状況等に応じて

様々な活動ができるよう、今後も感染予防をしながら、障が

い者の社会参加の機会を伺う。

継続

ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 101 2 障がい者の社会参加の促進 農林課 農業振興係

障がい者等の社会参画を促進し、農業分野における担い手不

足の課題を解消することを目的に、令和3年度から農福連携

事業を実施した。

モデル事業として、農業担い手研修センターの実践圃場を活

用した障がい者の農作業実習を行うとともに、障がい者を雇

用する生産者に対する支援も行っている。

4．80%程度出来た

就労継続支援B型事業所と連携し、主に3人の障がい者の農

作業実習を行ってきたが、研修会等を通して生産者に作業の

様子を実際に見てもらったところ、その内容を高く評価さ

れ、生産現場での実習にも結び付いており、将来的な雇用等

に結び付くことが期待される。

今後は、高齢者や働きづらさを感じている方も参加できる環

境を整えるとともに、生産者に対してさらなる周知を図り、

実績を積み上げていく必要がある。

継続

ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 102

障がい者が安心して暮らせる地域づく

り
保健福祉課 福祉係

地域自立支援協議会を中心に、地域福祉ネットワークの構築

や安全対策の充実を行うことにより、障がい者が安心して暮

らせる地域づくりを行った。

4．80%程度出来た 潜在的なニーズに対応しきれていない状況と考える。 継続

ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 103 障がい福祉サービスの充実 保健福祉課 福祉係

重度障がい者等のハイヤー利用料、特定疾患・人工透析患者

の通院費助成を実施した。
4．80%程度出来た

重度障がい者等や人工透析患者数の把握はできているが、町

内の特定疾患患者数の把握はできていないため。
継続

ともに支え合うま

ちづくり
地域福祉 104 地域生活支援拠点の整備 保健福祉課 福祉係 未実施であり、令和５年度内に整備予定 4．80%程度出来た 地域生活支援拠点が未整備であるため。 継続

ともに支え合うま

ちづくり
保健・医療 105 各種健診の受診促進 保健福祉課 健康づくり係

家庭訪問や電話による健診受診勧奨に加え、継続的に健診を

受診できる仕組みとして開始した自動申込制度や通院データ

を健診に置き換えるデータ受領の定着化により特定健診の受

診率は計画策定当初より増加した。（H29 45％→R3受診

率（暫定）51.4％）

4．80%程度出来た

健診受診率は増加傾向だが、データヘルス計画の最終目標値

(R5)である60％には到達していない。継続受診者は定着化し

てきてたが健診を受けたことがない、しばらく受けていない

という未受診者への働きかけが重要である。

継続

ともに支え合うま

ちづくり
保健・医療 106 効果的な保健指導と普及啓発 保健福祉課 健康づくり係

あらゆるライフステージに応じた生活習慣病予防のため、各

種健診や教室、個別支援を実施した。医療費や健診結果の分

析、介護・死亡原因の分析等、実態把握やデータ分析を行い

効果的な方法を検証しながら保健指導や普及啓発を行った。

4．80%程度出来た

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、事業の自粛や

地区担当保健師が地域に出向く家庭訪問等の活動については

縮小等を余儀なくされた。感染状況等に応じて個人の健康づ

くり活動が停滞することがないよう、今後も効果的な方法を

検証しながら、保健指導や普及啓発を継続していく。

継続

ともに支え合うま

ちづくり
保健・医療 107 生活習慣病の予防と重症化の防止 保健福祉課 健康づくり係

生活習慣病の発症予防と重症化予防を目的に、家庭訪問や栄

養・運動相談など個別支援を中心に保健事業を実施した。優

先すべき対象を把握するため、重症化予防対象者の台帳を整

理し、治療中者については医療連携を強化し、通院データを

活用した保健指導を実施した。

4．80%程度出来た

動脈硬化に起因する脳血管疾患、虚血性心疾患、腎不全の新

規患者数（人口千人当たり）は、計画策定当初より維持もし

くは減少につながった。その一方で健診結果では、これらの

疾病につながるメタボリックシンドローム該当者が増加して

おり、メタボリックシンドローム該当者・予備群の減少に向

けた取り組みが課題である。

継続

ともに支え合うま

ちづくり
保健・医療 108 がん検診の受診促進 保健福祉課 健康づくり係

節目年齢の方を対象とした個別勧奨や乳がん・子宮頚がん検

診の無料クーポン券の交付による受診勧奨を行った。過去受

診者に対し、継続して受診できるよう自動申込案内を実施し

た。（Ｒ3がん検診受診率 胃：10.9 肺：15.7％ 大腸：

15.9％ 乳：7.7％ 子宮：5.3％）早期発見・早期治療を目

的に、再検査が必要となった方への受診勧奨を強化した。

4．80%程度出来た

休日健診や健診会場での託児など、受診しやすい体制づくり

に努めたが受診率向上にはつながらず、特に胃がん検診と女

性特有がんの検診受診率向上が課題である。自動申込の継続

に加え、ホームページ等の活用により情報提供・普及啓発を

強化していく必要がある。

継続

ともに支え合うま

ちづくり
保健・医療 109 主体的な健康増進活動の支援 保健福祉課 健康づくり係

令和3年度KU宣言事業参加者は109名。うち新規参加者が58

名であった。昨年度に比べ減少した。
4．80%程度出来た

参加者における新規参加者の占める割合が53.2％、昨年の

66.4％から減少した。新型コロナウイルス感染拡大により積

極的な勧奨が難しい状況があった。

継続
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ともに支え合うま

ちづくり
保健・医療 110

こころの健康（メンタルヘルス）を維

持するための支援
保健福祉課 健康づくり係

精神保健相談会 １１回開催（計画年12回） 相談延件数

21件
4．80%程度出来た

新型コロナウイルス感染拡大のため、相談・講演会をオンラ

インでの開催とし、心の健康づくり活動が停滞することがな

いよう、環境整備を行い実施した。

継続

ともに支え合うま

ちづくり
保健・医療 111 医療体制の充実 町立病院事務局 総務係

外来体制の維持を図るため、旭川医科大学に要請し、医師を

派遣いただいた。
4．80%程度出来た

各機関の派遣等を受け、通常の外来診療体制及び24時間の救

急診療体制を維持することができた。
継続

ともに支え合うま

ちづくり
保健・医療 112 町立病院の経営の健全化 町立病院事務局 総務係

人員削減等を実施し経費削減による収支の改善を図った。実

質の繰入金が計画前と比べ約4千万円減らした年度があっ

た。

2．40～50％程度できた

経費削減による収支の改善を図ったが、新型コロナウイルス

の発生により、外来患者の通院控えや入院患者の減少により

収入が大幅に減少し、収支改善に至らなかった。

継続

ともに支え合うま

ちづくり
保健・医療 113 医療・保険・福祉の連携強化 保健福祉課 地域支援係

地域包括支援センターでは、病院や護施設等と連携し、退院

後の生活支援、リハビリテーションの継続について調整し

た。

4．80%程度出来た
病院連携相談室から地域包括支援センター連絡いただき調整

している。
継続

ともに支え合うま

ちづくり
保健・医療 114 医療費給付公費負担制度の維持・継続 保健福祉課 福祉係

重度心身障がい者、ひとり親家庭、乳幼児、未熟児養育医療

の給付を実施した。
5．100%出来た

乳幼児等医療給付においては、対象年齢の拡大（中学３年生

から高校３年生まで）を行い、誰もが安心して適切な医療が

受けられる体制とした。

継続

ともに支え合うま

ちづくり
保健・医療 115

疾病の予防と適正な受診に向けた普及

啓発
保健福祉課 健康づくり係

大雪地区広域連合が策定したデータヘルス計画及び特定健診

等実施計画に基づく生活習慣病予防を推進し、被保険者自ら

健康の保持管理を行える環境づくりを進めた。

4．80%程度出来た

国保加入者のひとりあたり医療費は増加しており、（H28

23,227円→R3 27,277円）総医療費の内訳をみると入院費

用にかかる割合が増加しており、今後も医療費適正化に向け

た効果的な予防活動を推進していく必要がある。

継続

ともに支え合うま

ちづくり
保健・医療 116 収納率の向上 保健福祉課 地域支援係

現年度分及び滞納分を含んだ令和３年度の収納率は93.41％

となり、令和２年度に比べ0.29％増となっている。

また、収納対策の一つとして、令和３年度からは収納対策と

してコンビニ納付に対応している。

4．80%程度出来た

窓口納付者に対して、納付書送付の際に口座振替に関する通

知を入れいるなど、納付漏れの無いよう努めているととも

に、令和３年度からコンビニでも使用できる納付書を採用し

ている。

一方で、毎年一定数の現年度分の未納が発生していることか

ら、評価を８０％ととし今後も引き続き収納率の向上に努め

る必要がある。

継続

ともに支え合うま

ちづくり
保健・医療 117

疾病の予防と適正な受診に向けた普及

啓発
保健福祉課 健康づくり係

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施により、75歳以

上を対象とした特定健診の受診勧奨や受診後の保健指導や、

老人会等に出向いての疾病予防に関する健康講座を実施し

た。

4．80%程度出来た

令和３年度の健診受診率は11.3％であり、北海道の計画目標

値である15.0％には達していない。また、コロナ禍により、

集いの場の縮小や行動制限による高齢者の活動の低下など健

康への影響があった。

継続

ともに支え合うま

ちづくり
保健・医療 118 収納率の向上 保健福祉課 地域支援係

後期高齢者医療制度の現年度分及び滞納分を含んだ令和３年

度の収納率は99.03％となり、令和２年度に比べ0.07％減と

なっている。

介護保険においては、令和３年度の収納率は99.33％とな

り、令和２年度に比べ0.07％増となっている。

また、令和３年度からは収納対策としてコンビニ納付に対応

している。

4．80%程度出来た

窓口納付者に対して、納付書送付の際に口座振替に関する通

知を入れいるなど、納付漏れの無いよう努めているととも

に、令和３年度からコンビニでも使用できる納付書を採用し

ている。

一方で、毎年一定数の現年度分の未納が発生していることか

ら、評価を８０％ととし今後も引き続き収納率の向上に努め

る必要がある。

継続

ともに支え合うま

ちづくり
保健・医療 119 適用対象者の把握及び無年金者の解消 住民生活課 0．評価なし 事業が廃止となっており、未評価。

まちを動かす人づ

くり
学校教育 120 確かな学力を生む教育の推進 教育委員会 学務係

通常学級に在籍する配慮が必要な児童生徒への指導、多人数

学級におけるグループに分かれたきめ細かな少人数指導に対

する支援を行うため、教育指導助手を配置し、ＴＴ方式によ

る授業を行った。

5．100%出来た

目標としている教育助手の人数が配置できており、学習面に

おけるきめ細かな指導や、質の高い学級運営を実践したこと

により、児童生徒たちの学習面、行動面での成⾧を促すこと

につながっている。

継続

まちを動かす人づ

くり
学校教育 121 特別支援教育の充実 教育委員会 学務係

特別支援学級に在籍する児童について、個々の状態に適し

た支援を行うことで、一人一人のニーズにあった授業を行

うことができた。 医療の専門的な見地による診断をもと

に、総合的な観点から支援を行うことができた。

5．100%出来た

義務教育修了後の子どもたちの将来を見据え、予防教育の観

点から全ての子どもたちに必要な支援を行うことで、自立で

きる力が養われ、二次的な障害や不適応の予防にもつながっ

ている。また、保護者との面談を丁寧に行うことで、お互い

の信頼関係を築くことができている。

継続

13／28
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まちを動かす人づ

くり
学校教育 122

豊かな心を育む教育やいじめ問題等へ

の取組みの充実
教育委員会 学務係

校等における未然防止、早期発見・早期対応の取組を進める

ため、毎年いじめの問題に係る調査を実施し、いじめの把握

や各学校の対応状況等について確認を行っている。

5．100%出来た

児童生徒へのいじめの把握のためのアンケート調査は毎年2

回実施しており、いじめを受けていると認知された場合は、

保護者と面談を行うなど、適切な対応を行い、その後の経過

等についても学校及び教育委員会間で情報共有を行うことが

できている。

継続

まちを動かす人づ

くり
学校教育 123 ICTを活用した教育の推進 教育委員会 学務係

情報化社会に対応できるよう、校内で必要となるICT機器等

の整備や情報教育を進めることができた。
4．80%程度出来た

デジタル教科書及びプロジェクター等のICT機器を活用した

授業を展開することにより、児童の意欲や学力が向上し、

主体的で深い学びに繋げることができている。

継続

まちを動かす人づ

くり
学校教育 124 読書活動の推進 教育委員会 図書館

学校図書室へ職員の派遣を行う他、図書館の蔵書を定期的に

学校へ貸出している。また、⾧期休業前には冊数を増やして

貸出を行い、読書活動を推進した。

5．100%出来た

学校毎に司書が訪問して打合せをし、リクエストや児童生徒

の読書傾向を参考に選書して貸出した。

学校団体貸出 年間累計4,130冊

夏季休業前  貸出1,170冊/持出1,740冊

冬季休業前  貸出1,123冊/持出1,811冊

継続

まちを動かす人づ

くり
学校教育 125 キャリア教育の推進 教育委員会 学務係

講師を招き、中学校1年生は農業観教育、2年生は生命観教

育、3年生は職業観教育に関する授業を実施し、将来なりた

い自分を想像し、努力する人材の育成につなげることがで

きた。

4．80%程度出来た

キャリア教育の実践により、生徒が自分の将来を見据え、

自ら判断し行動する力の育成につながり、令和2年度におけ

る中学生の「将来の夢や目標を持っている割合」は72%まで

増加している。

継続

まちを動かす人づ

くり
学校教育 126 特色ある学校運営の推進 教育委員会 総務係

特色ある学校運営を進めるよう、地域住民や保護者が一定の

権限と責任をもって学校運営に参画するコミュニティース

クールを各校取り進めてきた。また、サポーター登録により

地域住民が教育活動に参加し、地域とともにある学校づくり

を目指すことができた。

4．80%程度出来た

新型コロナウイルス感染症の影響により、中止、あるいは

制限された活動等もあり、学校教育の現場と地域が交流しあ

える機会が減少してしまった。今後も安全を確保した中で、

地域、学校が連携し開かれた教育課程の実現を目指してい

く。

継続

まちを動かす人づ

くり
学校教育 127 食育の推進 教育委員会 学務係

児童生徒が実際に種まきから収穫等の生産活動を行うな

ど、体験的な学習に取り組むことにより、自ら生産したも

のを食べる喜びや、自然の恵みへの感謝の心を育むことが

できた。また、共同作業を行うことにより、協調性やお互

いを信頼し、尊重する心を養うことができた。

5．100%出来た

新型コロナウイルス感染症の影響により、中止、あるいは

制限された事業等もあったが、食に関する正しい知識と望

ましい食習慣を身に付けることができるよう、給食の時間

をはじめとする食育を推進してきたことで、児童生徒の

「朝食を毎日食べている割合」も少しずつではあるが増加

につながっている。

継続

まちを動かす人づ

くり
学校教育 128 健やかな体を育む教育の推進 教育委員会 学務係

子どもたち一人ひとりの安全と健康、体力向上を目指した指

導を進めることで、心身の健やかな成⾧と健康の増進を図る

ことができた。

5．100%出来た
学校や関係機関とも連携し、指導計画および指導体制の充実

に努めることができている。
継続

まちを動かす人づ

くり
学校教育 129 学校間連携の促進 教育委員会 学務係

幼稚園、保育所、小中学校、教育委員会や関係機関が連携

し、幼保・小・中と一貫して継続的に支援を行えるよう取り

組みを進めることができた。

5．100%出来た

幼保コーディネーター会議や生徒指導連絡協議会等により、

関係機関同士の連携を行っているところであり、学校におい

ては、小中連携に関する年間計画を作成するなど、指導体制

の整備を行うことができている。

継続

まちを動かす人づ

くり
学校教育 130 郷土愛を育むふるさと教育の実施 教育委員会 学務係

自分たちの住む美瑛の歴史や社会資源を学ぶため、「ふるさ

と学習」等の実施により、ふるさと美瑛への学びと関心を深

めることができた。

4．80%程度出来た

子どもたちの発達の段階にふさわしいふるさと学習やキャリ

ア教育を実施することで、人生観や職業観、ふるさと美瑛に

対する関心を高めることができた。

また、令和3年度における小学生の「将来の夢や目標を持っ

ている割合」は77.9%となっている。

継続

まちを動かす人づ

くり
学校教育 131 教育課程の編成 教育委員会 学務係 教育課程編成届の作成を行っている。 5．100%出来た

学校ごとの地域性を生かしながら、子どもたち一人ひとりの

個性を生かした創意ある教育を推進していくため、必要とな

る教育課程を作成・編成することができている。

継続

まちを動かす人づ

くり
学校教育 132 小規模校特有の教育環境の整備 教育委員会 学務係

学校で必要となる教材用品の配備や、各種行事、部活動等で

必要となるものについて、整備を行うことができた。
4．80%程度出来た

学校からの要望全てに対応出来ているわけではないが、限ら

れた予算の中で優先順位を検討しながら整備を行っている。
継続

14／28
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まちを動かす人づ

くり
学校教育 133 交流の促進 教育委員会 学務係

町内小規模校合同による宿泊学習、修学旅行、集合学習等の

実施により、学校間の交流を図り、仲間の輪を広げることが

できた。

5．100%出来た

新型コロナウイルス感染症の影響により、中止、あるいは

制限された事業等もあったが、交流学習の実施により、社会

性・協調性を養うことができている。

継続

まちを動かす人づ

くり
学校教育 134 体験教育の推進 教育委員会 学務係

「ふるさと学習」により、美瑛町の自然の恵みや十勝岳の成

り立ち、地域資源等についての学習活動を行っており、各学

校においても、地域性や児童の実態に応じ、興味や関心、主

体的で創意工夫に満ちた教育活動を行うことができた。

4．80%程度出来た
美瑛町として、地域の教育資源を生かした体験教育の機会が

設けられている。
継続

まちを動かす人づ

くり
学校教育 135 学校校舎の改修及び補修 教育委員会 総務係

子どもたちの学校生活の安全を確保するため、各学校の建物

等の状況にあわせ、計画的に改修等を行ってきた。
3．60％程度出来た

改修及び補修等により生徒の学習環境の整備、教育財産の老

朽化の未然防止を図ることができたが、各校いずれも建築か

ら30年以上経過していることから、老朽化が著しく全てを改

修するには費用が莫大となるため、必要最低限の取組みと

なった。

継続

まちを動かす人づ

くり
学校教育 136 通学環境の確保 教育委員会 バスセンター

スクールバスを定期運行することで、児童生徒の安定的な通

学環境と、町民の交通手段を確保することができた。
5．100%出来た

郊外に居住する児童生徒の安定した通学環境が確保されてお

り、学びの保障につながっている。あわせて一般町民の交通

の利便性が保たれている。

継続

まちを動かす人づ

くり
学校教育 137 教職員の資質向上 教育委員会 総務係

教育行政の高度化、児童生徒・保護者ニーズの多様化が進む

なか、これまで以上に教職員一人ひとりの資質の向上が求め

られるため、効率的かつ効果的な研修機会を提供し、教職員

の資質向上を図った。

4．80%程度出来た

教職員研修を実施し資質の向上を図ることによって、児童・

生徒へ高度な教育の提供及び保護者とのより良い関係づくり

を生み出すことができたが、コロナ禍により実施回数が予定

の50％程度となった、今後も実施方法を工夫し、有益な研修

となるよう検討していく。

継続

まちを動かす人づ

くり
学校教育 138 教員住宅の整備 教育委員会 総務係

教職員の人事異動は年度末となるため異動先の住宅確保が難

しくなる。町内居住をスムーズに進めるため、教員住宅を適

正に維持管理し、入居促進に努めた。また、老朽化に伴う補

修等も迅速に対応し、居住環境の向上に努めた。

5．100%出来た

教員住宅の居住環境の向上を図ることにより、教職員が教育

に専念することができた。しかし、建築年数30年以上経過し

た住宅が増えており、民間賃貸住宅の入居が増えている現状

がある。今後は教職員のニーズを確認し、教員住宅の処分も

視野に検討を進めていく。

継続

まちを動かす人づ

くり
学校教育 139 子どもの安全管理 教育委員会 学務係

美瑛町通学路交通安全プログラムに基づき、通学路上の危険

箇所について関係機関と協議を進めるなど、子どもたちが安

全に通学できる環境確保に努めることができた。

4．80%程度出来た

改善が必要とされている通学路については、引き続き関係機

関との協議を進め、対応していく必要がある。通学路におい

ては、先生や保護者による見守り活動等も行われており、子

どもたちが安心・安全に通学することができている。

継続

まちを動かす人づ

くり
学校教育 140 美瑛高等学校への教育支援 まちづくり推進課 政策調整係

美瑛高校の維持存続を前提に、入学準備補助、通学補助、見

学旅行補助、各種受験料の補助等経済的支援と合わせて、

キャリア教育やインターンシップの取組など、地域と連携し

た魅力ある高校づくりのための支援を行った。

4．80%程度出来た

平成16年度から継続した支援を実施してきたが、令和2年度

に入学者数が40人を下回り1学年で1学級となった。その後

も、地域巡検やインターンシップなど特色のある取組を実施

しているが学生数は減少し続けている。

継続

まちを動かす人づ

くり
幼児教育 141 学校との連携促進 保健福祉課

子ども・福祉相談

係

教育委員会を通じた学校との連携が増えており、家庭課題に

対するケース会議等を実施している。
4．80%程度出来た

要支援家庭に対する情報共有等を行う機会が増えており、関

係機関の役割と連携が図られている。
継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 142 学習拠点の整備 文化スポーツ課 文化振興係

町民センターなど、サークル活動や学習拠点となる場の整備

と適正な運営に努めた。また、地域人材育成研修交流セン

ターや郷土学館など新たな施設においても、町民の新たな学

習拠点となるよう努めた。

4．80%程度出来た
老朽化した施設などの改修を計画的に進めた。休館や利用制

限があったが通常時の利用者数に変わりはなかった。
継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 143 学習機会の充実 文化スポーツ課 文化振興係

青少年期、中年期、高齢期など、生涯各期の特性に応じ、そ

の時代とニーズに合った学習プログラムの開発や講座を開催

し、充実した学習機会の提供を行った。

4．80%程度出来た
チャレンジクラブやスマホ講座等各年齢層のニーズに合わせ

た講座や学習プログラムを開催でき、好評をいただいた。
継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 144 団体・サークルの支援 文化スポーツ課 文化振興係

講師派遣の協力や相談など、学習に取り組む団体やサークル

活動を支援した。
5．100%出来た

講師派遣の要望や団体、既存サークルへの補助支援及び、新

たなサークル設立の支援ができた。
継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 145 特色ある学習メニューの創出 文化スポーツ課 業務係

自然、風土、歴史など、美瑛町の特性を生かした学習機会の

提供を行った。
5．100%出来た

郷土学館に於いて、ジオパークや天文を含む美瑛学の学習機

会の提供を行った。
継続

15／28
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まちを動かす人づ

くり
生涯学習 146 家庭教育の充実 文化スポーツ課 文化振興係

親子で参加できる新たな体験プログラムの開発・提供を行

い、家庭教育の充実を支援した。
5．100%出来た

親子クッキングなど親と子が一緒に楽しめる事業の提供を

行った。
継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 147 地域コミュニティの活性化支援 文化スポーツ課 文化振興係

公民館分館の自主的な事業運営を支援することにより、地域

の活性化及び地域コミュニティの維持を促した。
5．100%出来た 夏祭りや敬老会など地域コミュニティの維持を支援した。 継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 148 スポーツ施設の有効活用と整備 文化スポーツ課 スポ―ツ振興係

スポーツセンターを始めとする社会体育施設の有効利用を推

進するとともに、町民が楽しめる施設整備を進めた。
3．60％程度出来た

各施設に於いてサークル活動などで多くの利用をいただいて

いる。
継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 149

スポーツイベント等を通じた運動機会

の創出
文化スポーツ課 スポ―ツ振興係

スポーツイベントや講座、教室を通じ、初心者から上級者ま

でが気軽に参加できる機会の創出を行った。
5．100%出来た

初心者から楽しめるスポーツ教室や上級者が競い合う大会を

企画した。
継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 150 人材・団体・指導者の育成 文化スポーツ課 スポ―ツ振興係

スポーツをする人や団体の活動を支援するとともに指導者を

育成しスポーツの普及発展を図った。
5．100%出来た

スポーツ推進委員やスポーツ教室運営委員会を中心に団体活

動を支援し、スポーツの普及を行った。
継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 151 地域リーダーの育成 文化スポーツ課 文化振興係

各種研修、少年団の育成や活動支援、発表機会の提供などを

行い、本庁のまちづくりを担う地域リーダーの育成を担っ

た。

4．80%程度出来た 各種研修会などを開催し地区のリーダー養成を行った。 継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 152 多種多様な交流機会の提供と実践 文化スポーツ課 文化振興係

団体・世代・地域などの多くの交流を通じて、個人の自己実

現と次世代のリーダーとしての人材育成が行われるよう機会

の提供に努めた。

4．80%程度出来た
出会いふれあい祭りやいきいきフェスタで様々な年代、団

体、地域の交流を深めた。
継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 153 研修施設の有効活用 文化スポーツ課 文化振興係

地域人材育成研修交流センターを利用し、世代を問わず交流

できるような施設の活用を行った。
5．100%出来た

地域や世代を問わず様々な団体が利用し、新たな発想が生ま

れるきっかけが出来ている。
継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 154 芸術文化団体の支援 文化スポーツ課 文化振興係 芸術文化団体の自立支援と活動支援を行った。 5．100%出来た 事業から団体誘導及び講師や指導者の紹介を行った。 継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 155 芸術文化施設の充実 文化スポーツ課 文化振興係

町民センターをはじめ、芸術文化活動の拠点となる場の整備

と適正な維持管理に努め、町民のニーズと実情に応じて施設

のさらなる充実を図るとともに、その他の公共施設とも連携

し、芸術文化活動の推進を図った。

5．100%出来た
老朽化した施設などの改修を計画的に進め、充実した芸術文

化活動を行っている。
継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 156 芸術文化による交流の促進 文化スポーツ課 文化振興係 芸術文化を通じた地域交流、国際交流を行った。 3．60％程度出来た クリスマスレクチュアなど地域の交流を行っている。 継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 157 利用者と共に成⾧する図書館 教育委員会 図書館

新型コロナウイルス感染症の影響により、季節毎のイベント

は中止または事業内容を変更しての実施とした。また、館内

の定期的な換気やトイレの消毒等の感染対策を行い、乳幼児

から大人までが安心して気軽に図書館へ立ち寄り、本に親し

める環境づくりに努めた。

貸出冊数83,700冊、利用人数16,858人

5．100%出来た

新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言を受け５月

１８日から６月２０日まで休館とした他、８月２７日から９

月３０日まで貸出・返却のみの開館、まん延防止措置を受け

令和４年１月２７日から３月２１日まで利用を町民に限定す

る等の対策を行った。

こまめな換気や定期的な消毒、座席の間隔を空ける等により

安心して利用出来るよう施設運営を行っている。

継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 158 資料（情報）の充実及び管理 教育委員会 図書館

住民が多くの書物に触れる機会をつくるため、図書資料の充

実を図り、住民ニーズに応えた選書を行った他、リクエスト

にも積極的に応えている。

購入実績 一般書1,421冊、児童書921冊 視聴覚8本、雑誌

726冊

4．80%程度出来た

当館で利用の多い文学、絵本・紙芝居、工学・家政学を中心

に図書資料の整備に努めた。

今後も住民ニーズに合わせつつ、幅広い図書資料の充実を

図っていく。

継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 159 レファレンスの普及と充実 教育委員会 図書館

利用者の求めに応じ、図書や資料の提供を行った。

オンライン研修の受講等、職員の育成に努めた。
4．80%程度出来た

求めに応じ、適切な資料や書籍を提供した他、所蔵がない図

書については相互貸借を利用するなどサービス向上に努め

た。利用者が求める情報をより正確に提供できるようレファ

レンス能力向上に努める。

継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 160 施設の整備と維持 教育委員会 図書館

図書館システム保守点検、外構樹木管理、電気工作物保安管

理、自動ドア保守点検、機械警備、消防設備点検、清掃業務

について外部委託し、施設の整備と保全に努めた。

5．100%出来た

利用開始から10年を迎えることから、経年劣化を含めて日々

施設の状況を確認している。補修が必要な個所については計

画的に修繕を行う。

継続

16／28
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まちを動かす人づ

くり
生涯学習 161 読書活動の普及 教育委員会 図書館

町内在住中学生以下を対象として、読書通帳（216冊）が1

冊終了する毎に本を1冊贈呈している。贈呈する本は、図書

館で選書した中から対象者に選んでもらう。

令和3年度は94名に贈呈した。

4．80%程度出来た

事業開始から4年が経過し、幼少期から冊数を重ねるお子様

が増えたために小学生の2冊目以降の発行数が増えている。

読書通帳利用が増加により、読書習慣の定着と家読活動の促

進につながっている。

継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 162 子どもの読書活動の推進 教育委員会 図書館

児童書及び絵本の充実や読み聞かせボランティア団体の活動

支援、学校図書室・児童館への貸出等を行い図書に触れる機

会を増やすことに努めた。また、コロナウィルス感染症の影

響により一部中止したが、毎月のおはなし会で読み聞かせを

実施している。

おはなし会 開催数16回、参加者数191名

4．80%程度出来た

学校図書室や児童館、学童保育への貸出は、リクエストを参

考に選書し定期的に入替えを行っており、様々な図書に触れ

る機会としている。おはなし会は一部中止としたが、感染対

策をした上で再開し、幼児を中心に図書に触れるきっかけ作

りを行った。

継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 163 ブックスタート 教育委員会 図書館

全7回開催（5～6月、9月、2～3月中止）

参加者数30名、不参加による本の贈呈5名
4．80%程度出来た

実施回数は減ったが、対象者のほぼ全員に絵本を手渡すこと

ができた。絵本の読み聞かせや反応を実際に見て体験する事

は、絵本をとおして親子の触れ合いの時間を持つきっかけづ

くりをする上で重要だと考える。

継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 164 親しみやすい施設運営の実施 文化スポーツ課 業務係

誰もが気軽に郷土についてふれ、学ぶことができるような施

設の管理運営を行った。
5．100%出来た

臨時休館や利用制限があったものの、誰もが気軽に郷土につ

いてふれ、学ぶことができる施設運営を行った。
継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 165 多様な学習機会の提供 文化スポーツ課 業務係

郷土学館が備える機能を十分に発揮し、美瑛学の推進や取組

みやすい学習プログラムの開発を行った。
4．80%程度出来た

美瑛学プログラムの開発、実践を通じて多様な学習機会を提

供することができた。プログラム開発、実践については引き

続き行っていく必要がある。

継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 166 特色ある展示の実施 文化スポーツ課 業務係

来館者が興味関心を持てるような、美瑛町の歴史を生かした

展示を行った。
4．80%程度出来た

美瑛町の歴史を生かした展示の外、様々なテーマを設定し展

示を行った。
継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 167 資料の収集と保存 文化スポーツ課 業務係 次世代に伝える郷土資料の収集と保存を行った。 5．100%出来た 既存資料の適切な保存に加え、新たな資料の収集を行った。 継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 168 情報の提供 文化スポーツ課 業務係

学習者の多様なニーズに応えられるよう、様々な学習テーマ

についての情報提供を行った。
4．80%程度出来た

学習者の多様なニーズにこたえられるよう、図書館と連携し

た展示等を行っているが、より連携を意識して情報提供に努

めていく必要がある。

継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 169 郷土学館の活用 文化スポーツ課 業務係

美瑛町の歴史、芸術、民族、産業及び自然に関する資料の収

集・保管・展示の場として郷土学館を活用し、先人たちの歩

みを次世代につなぐ学習機会の提供を行った。

4．80%程度出来た
美瑛町の歴史、文化、自然についての発信拠点として、多世

代に対する学習機会の提供を行った。
継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 170

文化財保護に対する普及啓発活動の推

進
教育委員会 総務係

本町にとって重要な文化財を保存及び活用し、町民の文化の

向上に努めるため、現存の保護基準を見直し、暮らしに根付

く生活文化や歴史遺産の掘り起こしに取り組んだ。

3．60％程度出来た

文化財審議会での活動実施が行えず、地域との情報交換も実

施できなかった。今後は、町の文化財の重要性等を住民へ周

知し、保護活動の普及に取り組んでいく。

継続

まちを動かす人づ

くり
生涯学習 171

記念物・史跡及び歴史的文書などの保

護・保存
文化スポーツ課 業務係 記念物・史跡及び歴史的文書などの保護・保存を行った。 5．100%出来た

郷土学館においては、町文化財である高橋北修氏の開拓歴史

画6点を保存しており、定期的に入れ替えを行いながら常時2

点の展示を行っています。

継続

安全・安心なまち

づくり
都市計画 172 歩道のバリアフリー化の推進 建設水道課 都市施設係

平成26年から平成30年にかけて、中心市街地の骨格となる

丸山通り線の無電柱化及び歩道拡幅・バリアフリー化を行っ

た。

4．80%程度出来た

メインルートである丸山通り線については、バリアフリー化

を実施した。過去の整備と合わせて、公共施設を結ぶ歩道に

ついては整備を進めている。

しかし、その他の歩道については、整備が進んでいない状

況。引き続き生活道路の歩道も含めて整備を進めていく必要

がある。

統合

安全・安心なまち

づくり
都市計画 173 快適な歩行空間の整備 建設水道課 都市施設係

平成26年から平成28年にかけて、中心市街地に２か所（本

通り・丸山通り）のポケットスペースを整備した。
5．100%出来た

沿道に商店街を形成している路線について、休息や語らいの

場となるポケットスペースを新たに整備し、すでに整備を終

えている施設と合わせて、充実した歩行空間の整備を進め

た。

統合

17／28
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安全・安心なまち

づくり
都市計画 174 良質な街並み空間の形成・維持 建設水道課 管理係

・統一したまち並み全体をデザインするべく本通地区建築協

定を推進。

・平成26年に着手した丸山通り線は、平成30年度に完了。

美瑛駅から十勝岳を望むメインストリートについて、道路改

良、歩道の拡幅及び電線の地中化を行うとともに、駅前広場

の景勝においてフラワータワーの設置や美瑛軟石を活用した

修景施設を整備し、良好な街並み空間の創出を行った。

・良好な市街地景観を創出するべく街路樹の維持管理に努め

ている。

4．80%程度出来た

市街地における主要道路については、道路改良が進み良好な

街並み空間を創出している。一方で歩道のインターロッキン

グの劣化、段差解消など修繕が必要な箇所があり、道道部分

については北海道へ要望し進めている。

継続

安全・安心なまち

づくり
都市計画 175 まち歩きが楽しくなる街路の創造 建設水道課 都市施設係

「まちなか観光」を推進するため、平成26年から平成30年

にかけて中心市街地の骨格となる丸山通り線の整備を進め

た。景観に配慮した街路空間を整備するため、無電柱化、イ

ンターロッキング舗装や緑化設備などに加えて、無電柱化に

伴い必要となる地上機器設備にも、美瑛産カラマツ材を活用

して、美装化を行い整備を進めた。

5．100%出来た
丸山通り線の整備完了及び歩行者の交通量調査結果（H24：

524人/日→H30：597人/日）より、目標を達成している。
廃止

安全・安心なまち

づくり
都市計画 176

町営住宅の木造化、木質化、低炭素社

会に向けた住宅の整備
住民生活課 町営住宅係

平成28年度 北町団地2-1号棟建設 木造2階建て

平成29年度 町営俵真布一般住宅建設 木造2階建 98.82㎡
5．100%出来た 町産材、道産材を可能な限り使用し建設した 継続

安全・安心なまち

づくり
都市計画 177 多様な世帯が生活できる住環境の形成 住民生活課 町営住宅係 なし 1．40％未満しか出来なかった 新たな団地の整備を実施していないため 継続

安全・安心なまち

づくり
都市計画 178

安全で安心して居住できる町営住宅の

整備
住民生活課 町営住宅係 なし 1．40％未満しか出来なかった 新たな団地の整備、建替及び全面改修を実施していないため 継続

安全・安心なまち

づくり
都市計画 179

適切な情報提供と既存住宅の再活用の

推進
住民生活課 町営住宅係

空き家に関する情報提供は空き家バンク、既存住宅の活用に

ついては定住促進住宅にて行った。
4．80%程度出来た No74.75のとおり 統合

安全・安心なまち

づくり
都市計画 180 災害に強い交通体系の整備 建設水道課 道路河川係

地域防災計画に基づき、指定避難場所への通行を円滑に行う

ため、美沢地区を中心に十勝岳噴火時の避難路の整備を行っ

た。美沢17線については、令和元年度完了。現在美沢18線

の整備を行っている。

4．80%程度出来た

指定避難場所への通行の確保として美沢17線が完了し、まだ

整備が必要な路線は残っているものの、順次着実に整備を行

うことができた。しかしながら、同時に道路、橋梁等の老朽

化も進行していることから、整備とともに⾧寿命化を図って

いく必要がある。

継続

安全・安心なまち

づくり
都市計画 181 景観に配慮した道路空間の創出 建設水道課 道路河川係

道の駅ビルケと青い池を結ぶ観光路線美望ヶ原ビルケ線の整

備を行った。十勝岳の眺望を阻害しないよう電柱を道路から

離し、景観色塗装を施した。また、コンクリート製品を必要

最低限の使用とし、植生により周辺と調和を図る道路整備を

行った。

5．100%出来た

観光が主の目的の道路としては、美望ヶ原ビルケ線の完了に

より目的が達成できた。観光地周辺や観光地を結ぶ農村地域

の道路としては、景観色による美装を施した構造物での整備

を進めている。182農村地域の安全な交通体系の確立におい

て景観に配慮した整備を進めている。

統合

安全・安心なまち

づくり
都市計画 182 農村地域の安全な交通体系の確立 建設水道課 道路河川係

観光目的の車両が農林作業に大きな影響を与えないよう、

1.75ｍの拡幅路肩での道路整備を行った。拡幅路肩にするこ

とで、通行がスムーズになるだけでなく、見通しが良くなり

安全を確保することができた。また、景観にも配慮した整備

を行っている。

4．80%程度出来た

国からの交付金の関係もあるが、ほぼ建設事業計画通りの事

業を進めている。完了している路線については、営農、観光

ともに安全な交通体系が確立されている。今後も地域の要望

も聞きながら整備を行っていく必要がある。

継続

安全・安心なまち

づくり
都市計画 183

多様化するニーズに対応した交通ネッ

トワークの構築
建設水道課 管理係

コロナ禍以前は国内外から多くの観光客が訪れ、アジア圏観

光客の自転車観光が多い状況であった。観光サイドでもサイ

クルツーリズムを推進しており、道路管理者としては安全な

道路環境の整備の観点から、道路改良工事の際には路側帯を

拡幅し自転車通行路を確保している。

（※警告看板の多言語化については商工観光課対応）

2．40～50％程度できた

郊外の町道については、道路改良工事に合わせ路肩幅員を

1.75mとし歩行者及び自転車通行に配慮している。町道にお

ける自転車専用道の整備は行っていないが、かわまちづくり

事業におけるサイクリングロードの整備、観光サイドでのサ

イクリングルートの設定等行っている。

観光シーズンでは重大な交通事故が発生していることから、

関係機関と連携した安全対策の構築について検討している。

継続

18／28



第５次美瑛町まちづくり総合計画施策評価シート
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0．評価なし 1．40％未満しか出来なかった 2．40～50％程度できた 3．60％程度出来た 4．80%程度出来た 5．100%出来た

安全・安心なまち

づくり
都市計画 184 丘のまち景観区域への車両等への対応 建設水道課

維持係

道路河川係

交通事故の未然防止対策を目的とした交通安全施設整備工事

を適宜実施したと共に、1.75ｍの拡幅路肩での道路整備を行

う事で安全対策を図った。また、観光アドバイザー等による

定期巡回により迷惑車両への対応を行っている。

特に渋滞の多い「青い池」については、新たに駐車場及び町

道の整備をなど渋滞の緩和策を進めた。

5．100%出来た
観光車両のマナー違反は尽きないが、ハード・ソフト両面で

の車両対応はスピード感をもって対応できている。
継続

安全・安心なまち

づくり
都市計画 185

利用者のニーズに対応した再整備の推

進
建設水道課 都市施設係

幼稚園や保育園など関係団体や地元町内会などに、ニーズ調

査を行い、公園の再整備を実施した。
5．100%出来た

公園整備に際して、町内会や関係団体に遊具の規模や対象年

齢などを聞き取り整備を進めた。
統合

安全・安心なまち

づくり
都市計画 186 公園施設の老朽化対策の強化 建設水道課 都市施設係

「美瑛町公園施設⾧寿命化計画」に基づき、老朽化が進んで

いる公園施設について更新及び補修を進めた。
3．60％程度出来た

主に国からの交付金を活用して、遊戯施設を中心として更新

を行った。

しかし、それ以外の施設については、補修及び修繕を進めた

が、更新には至っていない。

継続

安全・安心なまち

づくり
都市計画 187 新しい遊びを創造できる施設の整備 建設水道課 都市施設係

憩ヶ森公園の再整備で起伏のある地形を活かした遊具を整備

した。
3．60％程度出来た

憩ヶ森公園については、遊戯施設の整備を進めたが、その他

の公園については、老朽化による更新以外は取り組めていな

い。

統合

安全・安心なまち

づくり
都市計画 188 多様な役割を担える公園機能の拡充 建設水道課 都市施設係

町民まちづくり提案を受けて、令和３～４年度にかけてこと

ぶき公園に徒渉池の整備を実施している。また、誰もが気軽

に公園に立ち寄れるように機械室に黒板を設置する。

1．40％未満しか出来なかった

まちづくり提案を受けての事業を進め、機能の拡充を進めた

が、健康増進や防災に寄与する整備を進めることはできてい

ない。

統合

安全・安心なまち

づくり
都市計画 189 除雪体制の効率化と連絡体制の拡充 建設水道課 維持係

町道の排雪作業計画時の際、国道・道道管理者と連絡を取り

合い日程等の調整を行う事で、効率的な作業実施に努めた。
4．80%程度出来た

調整を行う事で、排雪運搬車輌の運搬路重複を防ぐと共に、

必要車両数を確保することができた。一方で、急なドカ雪に

対する急な排雪対応（ダンプの確保等）ができなかった。

継続

安全・安心なまち

づくり
都市計画 190 冬の安全な歩車道空間の確保 建設水道課 維持係

除雪計画中で除雪の出動基準を定め実施したとともに、車道

の堆積状況を見ながら随時排雪作業を実施した。
4．80%程度出来た

快適な車道及び歩行空間の確保に努めてはいるが、除排雪に

対する苦情がなくなることは無かった。引き続き、除排雪作

業後のパトロール及び、日々変化する道路状況の確認を行

い、冬の安全な歩車道空間の確保に努める。

継続

安全・安心なまち

づくり
都市計画 191 1 人にやさしい除排雪の実施 建設水道課 維持係

福祉除雪については申出のあった300件以上の世帯に対し間

口除雪を行った。冬期間交通閉鎖路線の雪割りについては、

農業生産活動に支障が出ないよう滞りなく実施した。

4．80%程度出来た

福祉除雪の件数は年々増えており、全体完了までにかかる時

間が⾧くなっている。また、除雪作業ルールの理解度が低

く、利用者とのトラブルも多い。

継続

安全・安心なまち

づくり
都市計画 191 2 人にやさしい除排雪の実施 保健福祉課

社会係

地域支援係

高齢者世帯等住宅前出入り口の除雪（R3.322世帯）、屋根

の除排雪事業（R3.51世帯）を実施した。
4．80%程度出来た 大雪の際には、依頼件数が多く迅速な対応が困難である。 継続

安全・安心なまち

づくり
水道 192 水道施設の適切な管理 水道整備室 水道施設係

水道管路、施設整備について経営戦略計画に基づき、⾧期的

視点で施設全体の老朽化の状況を考慮し、効率的な更新を進

め、災害等のリスクに強い、安全で良質な水の安定供給に取

り組んでいる。

4．80%程度出来た

水道施設について経過年数による計画的更新、道路工事に併

せた効率的な新設・更新を進めてきた。        今

後の更新については、近年の異常気象等による災害を考慮

し、耐震化による強靭な施設更新を進めて行く必要がある。

継続

安全・安心なまち

づくり
水道 193 計画的な事業運営 水道整備室 庶務係

給水人口の減少が続く中で給水戸数は横ばいで推移している

が、新型コロナウイルス感染症の影響による有収水量の減に

伴って、近年、給水収益が減少傾向となっている。

経営状況については、経費節減等に努めたことにより、収支

均衡を保っている。また、上下水道の一体的な検針・料金徴

収事務を行ったことにより事務の合理化に努めた。

4．80%程度出来た

収支均衡により大きな損失とはなっていないが、新型コロナ

ウイルス感染症の影響等を鑑み、近年の有収水量の状況を分

析するとともに、将来の水需要を予測していく必要がある。

引き続き、経費節減による費用縮減を図るとともに、事務の

合理化に努める。

継続

安全・安心なまち

づくり
水道 194 下水道の整備 建設水道課 下水道施設係

下水道施設について、明瞭かつ具体的な施設管理目標及び⾧

期的な改築・更新計画を策定し、計画に基づいた点検・調査

及び修繕・改築を行った。

5．100%出来た
ストックマネジメント計画に基づいた下水道施設の改築・更

新を進め、施設の⾧寿命化を図った。
継続
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安全・安心なまち

づくり
水道 195 計画的な事業運営 水道整備室 庶務係

処理区域内人口の減少が続く中で排水戸数は横ばいで推移し

ているが、新型コロナウイルス感染症の影響による有収水量

の減に伴って、近年、下水道使用料が減少傾向となってい

る。収入財源については、主に下水道使用料及び一般会計繰

入金によって賄われている状況である。

経営状況については、下水道施設の適正管理のほか、上下水

道の一体的な検針・徴収事務を行ったことにより事務の合理

化に努めた。

4．80%程度出来た

これまで下水道使用料等の限られた収入をもって事業経営を

進めてきた。

今後においては、経営・資産状況の「見える化」を推進し、

効率的な経営を図っていく必要がある。

このことから、令和５年度に地方公営企業法を適用し、公営

企業会計として企業性を発揮するため、引き続き法適用化に

向けた準備を進めるとともに、事務の合理化に努める。

継続

安全・安心なまち

づくり
水道 196 下水汚泥の有効活用 建設水道課 下水道施設係

下水汚泥を原料とした良質な汚泥堆肥を生産し、公共施設や

農業利用、一般の家庭菜園等に還元した。
5．100%出来た

下水汚泥を原料として良質な汚泥肥料を生産し、農地や公共

施設、一般の家庭菜園等に還元し、利用の拡大を図り、循環

型社会の形成を推進した。

継続

安全・安心なまち

づくり
衛生 197 環境美化活動の促進 住民生活課 住民生活係

散乱ごみ用の無料のゴミ処理券を町内会交付することで、町

内会の環境美化活動を促進ししている。
4．80%程度出来た

分別されていないためゴミステーションから回収できない資

源ごみ等はあるものの、町内会等の美化活動により環境美化

が保たれている。

継続

安全・安心なまち

づくり
衛生 198 狂犬病対策の推進 住民生活課 住民生活係

狂犬病の発症なし

狂犬病予防注射の接種率は70％程度
4．80%程度出来た

狂犬病の発症はないものの、狂犬病予防注射を行っている犬

は70％に留まっている。
継続

安全・安心なまち

づくり
衛生 199 墓地の管理と環境整備 住民生活課 住民生活係

駐車場等の舗装化（R1～R3）

草刈等の業務委託

墓地使用者の管理

4．80%程度出来た

駐車場等の舗装化を実施した。樹木剪定や草刈等は、状況に

応じて環境整備を行っている。

今後の造成は、検討が必要と思われる。

継続

安全・安心なまち

づくり
衛生 200 公害のない地域づくり 住民生活課 住民生活係

公害に関する届出の徹底。

公共施設のPCBの管理徹底。民間施設は、保有する施設の確

認について周知。

5．100%出来た 公害の発生はない 継続

安全・安心なまち

づくり
衛生 201 適正なごみの収集体制の確立 住民生活課 住民生活係

資源ごみ（ペット・プラ容器）の収集回数を改善するなど、

町民の要望に応えながら収集体制を確立している。
4．80%程度出来た

ゴミステーションのごみがあふれていることがないため、適

正な収集体制であり、排出のマナーもほぼ守られている。
継続

安全・安心なまち

づくり
衛生 202 ごみの減量化の推進 住民生活課 住民生活係

ごみの分別収集による資源化推進やコンポストの使用による

生ごみの堆肥化を推進。
4．80%程度出来た

家庭ごみの一人当たりの一日の排出量が、H29は620ｇだっ

たが、Ｒ３は567ｇに減少している。
継続

安全・安心なまち

づくり
衛生 203 リサイクルの推進 住民生活課 住民生活係

ごみの分別収集により、リサイクルできる容器等の再生を推

進するとともに、資源回収団体への支援を行っている。
4．80%程度出来た

新型コロナウイルスの発生によりライフスタイルが変化して

いるものの、プラ容器の排出量が増加（H29：61ｔ、Ｒ３：

64ｔ）しており、以前よりも洗って資源ごみとして排出して

いる人が増えていると思われる。

継続

安全・安心なまち

づくり
衛生 204 不法投棄の防止対策 住民生活課 住民生活係

公衆衛生指導員による巡回

ポイ捨て禁止看板の設置
4．80%程度出来た

不法投棄パトロール等により、不法投棄件数が減少してい

る。
継続

安全・安心なまち

づくり
衛生 205 収集・処理体制の充実 住民生活課 住民生活係

町内から排出されるすべてのし尿が適正に収集し処理されて

いる。
5．100%出来た し尿収集・処理において、苦情や指導がなかった。 継続

安全・安心なまち

づくり
衛生 206 合併処理浄化槽の普及 建設水道課 建築係

平成29年~令和3年度については、43件の設置者に対して助

成を行った。計画目標値の44件には到達しなかったが、郊外

の合併処理浄化槽の普及は着実に進んでいる。

4．80%程度出来た

平成29年度~令和3年度の目標値である44件に対して、

97.7％の達成率となった。今後も事業継続していくことで、

生活環境の保全と公衆衛生の向上が期待できる。

継続

安全・安心なまち

づくり
衛生 207 し尿汚泥の有効活用 浄化センター 浄化施設係

し尿処理の工程により発生する脱水汚泥を堆肥として有効活

用している。
5．100%出来た

施設内汚泥処理が支障なく稼働していたため。今後は施設廃

止により汚泥の発生がなくなる。
廃止

安全・安心なまち

づくり
防災・消防・救急 208 1 避難訓練の実施 消防署 庶務係

消防法で定める防火対象物で、定められた実施回数を実施時

に届出てもらい状況把握している。また、可能な対象物は職

員が訓練に立ち会わせてもらい、実施している。

4．80%程度出来た

新型コロナウイルスの流行に伴い、防火対象物にあっては立

入検査を実施出来ないことがあり、実施出来ていない所もあ

る。

継続

安全・安心なまち

づくり
防災・消防・救急 208 2 避難訓練の実施 総務課 危機対策係

十勝岳噴火による融雪型泥流を想定した避難訓練を例年２月

に実施している。被害想定区域である白金地区や美沢地区の

住民が避難訓練に参加した。

4．80%程度出来た

融雪型泥流を想定した避難訓練は例年実施している。今後、

十勝岳火山防災業議会と連携したなかで、訓練内容の充実を

検討する。

継続
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第５次美瑛町まちづくり総合計画施策評価シート

分野別施策の方向 分野 No. 枝 基本施策 課・室名等 係・班等 取組の実績 評価 評価の理由・根拠
今後の

方向性

評価

0．評価なし 1．40％未満しか出来なかった 2．40～50％程度できた 3．60％程度出来た 4．80%程度出来た 5．100%出来た

安全・安心なまち

づくり
防災・消防・救急 209 防災設備の充実 総務課 危機対策係

国や北海道により砂防ダムの建設や泥流監視装置の設置が行

われるとともに、噴石から登山者等の安全を確保するため、

平成２８年に十勝岳望岳台防災シェルターを整備しました。

4．80%程度出来た

国による砂防事業については、継続し実施する予定である。

町としても、登山道に緊急シェルターを設置するなど、防災

設備の充実を推進する必要がある。

継続

安全・安心なまち

づくり
防災・消防・救急 210 防災行政無線のデジタル化 総務課 危機対策係 平成２９年度で防災行政無線のデジタル化は完了している 5．100%出来た 平成２９年度で防災行政無線のデジタル化は完了した。 廃止

安全・安心なまち

づくり
防災・消防・救急 211

避難計画及び避難行動要支援者プラン

の策定
総務課 危機対策係

すべての避難促進施設（計４施設）は、避難確保計画を策定

した。
3．60％程度出来た

十勝岳噴火災害を想定した避難確保計画は策定済みである

が、避難行動要支援者に対する個別計画は未策定であるた

め、保健福祉課と連携し、策定に取り進める必要がある。

継続

安全・安心なまち

づくり
防災・消防・救急 212 防災知識の普及 総務課 危機対策係 各小中学校や美瑛高校、各地域に出前講座を実施した。 4．80%程度出来た

浸水想定区域内の各小中学校や美瑛高校には、出前講座を実

施したが、地域への出前講座は一部であるため、今後も出前

講座の普及活動をする必要がある。

継続

安全・安心なまち

づくり
防災・消防・救急 213 河道の流下能力の向上 建設水道課 維持係

行政区要望箇所や緊急性の高い箇所を優先的に河川護岸の修

繕、河道掘削等を実施している。
3．60％程度出来た

限られた予算の中で実施してるため、全ての河川には対応で

きていない。引き続き、計画的に事業実施を進めていく。
継続

安全・安心なまち

づくり
防災・消防・救急 214 1 総合的な治水対策の推進 水道整備室 基幹水利係

近年の大雨による河川の氾濫を防ぐため、国営造成施設であ

るしろがねダム、聖台ダム、新区画ダムの貯水を洪水調整に

使用できるよう、石狩川水系（上流）の河川管理者、ダム管

理者、関係水利者と治水協定を締結

5．100%出来た

治水協定により、大雨を予想したダムの事前放流や時期ごと

の貯水位運用の基準を定め、河川の洪水調整機能強化を図っ

た。

継続

安全・安心なまち

づくり
防災・消防・救急 214 2 総合的な治水対策の推進 農林課 土地改良係

局地的な大雨や⾧雨などの発生により、洪水や土砂災害など

農地等への冠水等の被害が発生していることから、多面的機

能支払交付金等を活用し、土砂流出対策や河川への負担を軽

減させる治水対策を実施した。

1．40％未満しか出来なかった

大雨により農地から土砂流出による道路側溝埋没箇所などの

情報共有を建設水道課と行っているが、町内小規模修繕業者

の減少により予定数の修繕工事を行なえなかった。

継続

安全・安心なまち

づくり
防災・消防・救急 215 1 災害危険地域の把握と治山事業の実施 水道整備室 基幹水利係

近年の大雨による河川の氾濫を防ぐため、国営造成施設であ

るしろがねダム、聖台ダム、新区画ダムの貯水を洪水調整に

使用できるよう、石狩川水系（上流）の河川管理者、ダム管

理者、関係水利者と治水協定を締結

5．100%出来た

治水協定により、大雨を予想したダムの事前放流や時期ごと

の貯水位運用の基準を定め、河川の洪水調整機能強化を図っ

た。

継続

安全・安心なまち

づくり
防災・消防・救急 215 2 災害危険地域の把握と治山事業の実施 農林課 林務

水源かん養機能を持つ保安林の保全に向け、定期的な更新を

行うとともに、治山事業については、上川総合振興局林務課

治山係と連携を図り緊急性の高い箇所から優先的に改修を実

施した。

4．80%程度出来た

森林・林業の知識や経験豊富な町職員がいないため、地域林

政アドバイザーにより、町職員への助言、森林の巡視及び保

安林等の森林管理等の林政行政を支援することにより、土砂

災害の防止に向けた森林整備の強化を引き続き行う必要があ

る。

継続

安全・安心なまち

づくり
防災・消防・救急 216

環境に配慮した水と親しむ河川づくり

の推進
まちづくり推進課 政策調整係

美瑛川と自然豊かな観光資源を活かした「かわまちづくり」

として、美瑛市街地と青い池や白金温泉とを結ぶサイクリン

グコースの整備を行った。北海道開発局と美瑛町との協働に

より実施した本プロジェクトでは、自転車に関連する団体等

の参画によるワーキンググループを設置し、多様なニーズを

取り入れるとともに、様々な視点で課題を洗い出し利用者の

満足度の高いサイクリングコースの整備を行った。

4．80%程度出来た

令和2年度に青い池・美瑛川サイクリングコースが完成した

が、新型コロナの影響により、コースを活用したサイクル

ツーリズムの積極的なPRを行うことができなかった。しか

しながら、コロナ禍で新たに実施したサイクルスタンプラ

リーでは、人流を分散させながら川に親しんでもらうイベン

トとして多くの方に参加していただくことができた。

継続
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第５次美瑛町まちづくり総合計画施策評価シート

分野別施策の方向 分野 No. 枝 基本施策 課・室名等 係・班等 取組の実績 評価 評価の理由・根拠
今後の

方向性

評価

0．評価なし 1．40％未満しか出来なかった 2．40～50％程度できた 3．60％程度出来た 4．80%程度出来た 5．100%出来た

安全・安心なまち

づくり
防災・消防・救急 217 消防体制の整備 消防署 庶務係

 消防署と消防団（6分団）で消防活動及び各災害に対応し

ている。

 消防署では現在職員28名が日勤、当直勤務し、24時間体

制で災害に備えている。

 消防団員は現在124名が入団し、普段は自身の仕事に就い

ているが災害発生時に招集し災害活動にあたっている。

 近年多様化する災害に備え、日常から訓練を実施し、さら

に消防学校やその他研修を受講し、知識、技術の向上を図っ

ている。

 消防施設は、消防庁舎及び消防団詰所の維持管理に努めて

⾧寿命化を図っている。また平成26年の消防無線のデジタル

化に伴い更新した通信指令台も8年が経過し更新に向け検討

を行っている。消防車両、資機材は整備計画を適宜見直して

更新整備を進めている。

 水利整備状況は、市街地では消火栓、防火水槽が充実して

いるがその他の地域では不足している状況である。補完手段

として自然水利やしろがねパイロット事業の給水栓、排泥

弁、また他消防署からの水槽車の応援出動で補っている。

4．80%程度出来た

 職・団員の訓練は年間計画を策定し、計画的に訓練実施し

ている。また、消防学校入校や、外部講師による研修、役場

の研修等にも参加し、消防としての知識、技術とともに公務

員としての資質、教養の向上を図っている。

 施設については消防庁舎、消防団詰所等が老朽化を迎えて

いることから、適宜補修等継続している。

 通信指令台、デジタル無線の更新については、機器の寿命

から今後10年間隔を目途に更新が必要となってくることが想

定され、効率的な運用に向け更なる検討が必要である。

 水利整備について、市街地は地震等水道施設が使用不能と

なった場合を想定し耐震性貯水槽の計画的な整備が必要と

なっている。既存の防火水槽も設置から50年近く経過してい

るため、老朽化に対応した更新も必要となってくることが想

定される。

継続

安全・安心なまち

づくり
防災・消防・救急 218 救急体制の整備 消防署 庶務係

 現在救急車2台で当直勤務の救急救命士資格者10名、救急

隊員資格者13名が主となり救急出動している。

 救急救命士の運用については、24時間の指示体制が構築さ

れ、救命処置の拡大資格取得、病院実習や救急研修会の参加

等で知識・技術の向上に努めている。

 救急出動は、年間600件以上の件数があり、近年件数は増

加傾向にある。また、症状によっては旭川医療機関への搬送

が必要となり、出動時間が⾧くなる場合もある。

 さらに外国人観光客の通報、現場活動に対する取り組みと

して、従前より使用していた翻訳アプリの他に令和4年度か

ら3者間通話による通訳サービスの導入し活動の円滑化に努

めている。

 また町内の2次救急病院である美瑛町立病院との連携強化

及び職員の訓練等による知識、技術の向上を図り救急体制の

強化を図っている。

3．60％程度出来た

 救急救命士の運用にあっては、法改正に伴い新たな処置拡

大が実施できるようになる中で適宜講習等受講し、資格認定

を進めているが、研修派遣による当直人員の確保について苦

慮している実情がある。

 救急件数の増加により事案が重複する場合や、脳疾患など

の旭川医療機関での専門的治療を要する事案で⾧時間救急車

が不在となる場合は組合内応援や隣接する消防からの応援に

より対応しているが、要請から現場到着までに時間を要して

しまう現状がある。

 美瑛町立病院との連携強化にあっても、講習会などを開催

し、知識の共有等図っているが今後も継続実施と対象者の拡

大が必要である。

継続

安全・安心なまち

づくり
防災・消防・救急 219 消防団員の確保 消防署 庶務係

 美瑛消防団では、大多数の団員が農業従事者で平均年齢の

上昇が進んでいたが、近年新規就農者や後継者入団などによ

り世代交代が進んでいる。また、市街地の団員確保が難しい

中で農協職員や役場職員の入団も進め対応している。

 さらに、免許制度の改正に伴い準中型自動車運転免許取得

に対し助成金を交付し団員の負担緩和に努めている。

4．80%程度出来た

 今後対象世代の減少と共に消防団員の確保が困難になるこ

とが想定され、従前の在籍団員の紹介のみならず、今後は広

報誌やホームページ、SNS等の積極的な利用で広く入団を呼

びかけが必要である。

継続
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第５次美瑛町まちづくり総合計画施策評価シート

分野別施策の方向 分野 No. 枝 基本施策 課・室名等 係・班等 取組の実績 評価 評価の理由・根拠
今後の

方向性

評価

0．評価なし 1．40％未満しか出来なかった 2．40～50％程度できた 3．60％程度出来た 4．80%程度出来た 5．100%出来た

安全・安心なまち

づくり
防災・消防・救急 220 普及啓発の推進 消防署 庶務係

 火災予防の普及啓発では住宅用火災警報器の設置促進が全

国的に進められており、美瑛町では令和4年度83.3％の設置

率となっている。今後も春、秋の火災予防運動や各イベント

で火災予防と住宅用火災警報器の設置促進を継続して広報し

ていく。

 救命講習は普通救命講習と一般救命講習を適宜受付、救命

処置法の普及啓発を行っている。令和3年度は新型コロナ感

染症の影響もあり、15回実施し126人の受講に留まってい

る。

4．80%程度出来た

 新型コロナウイルスの感染症の影響もあり、火災予防の一

般住宅への防火訪問や救命講習など実施出来ていない状況で

はあるが、今後感染対策等実施しながら普及啓発を継続して

いく必要がある。

継続

安全・安心なまち

づくり
交通 221 路線バスの運行の維持 まちづくり推進課 政策調整係

路線バスの運行継続に向けた事業者による各種取組を町広報

やSNS等で発信するなど、事業者との連携により利用促進に

向けた活動を行った。また、令和2年度及び令和3年度におい

て、新型コロナにより影響を受けた地域間幹線バスに対する

運行継続に向けた支援金の支出を行った。

3．60％程度出来た

利用促進に向けた取組を事業者との連携により、継続的に進

めているが乗客数の増にはつながっておらず、新型コロナの

影響への課題は継続検討が求められている。

継続

安全・安心なまち

づくり
交通 222 鉄道交通の維持 まちづくり推進課 政策調整係

JR富良野線の利用促進を目的として、沿線市町で構成する協

議会が主体となり、各種イベントを開催している。令和2年

度には120周年記念イベントが開催された。

3．60％程度出来た

協議会が中心となり、JR、沿線自治体及び関係団体にて情報

共有を図りながら利用促進策を進めている。しかし、新型コ

ロナの蔓延が乗客数に大きく影響しており、その打開策は見

出せていない。

継続

安全・安心なまち

づくり
交通 223 交通格差の解消 まちづくり推進課 政策調整係

在宅高齢者のうち、自家用車等交通手段を持たない交通弱者

に対し、ハイヤー利用助成券を交付した。また、70歳以上の

高齢者及び障がい者に対し、市街地と白金地区を結ぶ道北バ

ス白金線の無料バス乗車券を交付した。

4．80%程度出来た

高齢者及び障がい者等を対象に継続した交通支援を実施して

きており、町民ニーズに対応したサービスを提供している。

また、関連事業として買い物支援サービスについても、民間

事業者が主体となり実施されており、日常生活の利便性の向

上や、経済的負担の軽減を図るとともに、引きこもり予防や

社会参加の拡充に寄与している。

継続

安全・安心なまち

づくり
交通 224 都市間交通網の整備 まちづくり推進課 政策調整係

高規格道路網の整備促進を図るため、旭川十勝道路の整備に

向けた要望活動を行った。なお、美瑛町内は未事業化区間と

なっている。また、生活基盤の整備促進を図るため、国道

452号線の五稜道路の整備促進について要望活動を行った。

4．80%程度出来た

旭川十勝道路は、富良野道路、富良野北道路及び旭川東神楽

道路の一部が開通され、地域間交通の強化が図られている。

また、国道452号線については、期成会が中心となり国への

要望活動を継続している。

継続

安全・安心なまち

づくり
交通 225 安全な道路環境の整備 建設水道課 道路河川係 道路・橋梁事業と重複する 0．評価なし 交通安全としての道路整備なしのため 統合

安全・安心なまち

づくり
交通 226 交通事故ゼロに向けた啓発活動 総務課 広聴広報係

交通安全対策推進協会、旭川東警察署と協力し、町内の小学

校で交通安全教室を実施。また、高齢者および小中学生に交

通ルールを掲載したパンフレットを配布し、啓発活動を行っ

た。

3．60％程度出来た

・中学生を対象とした交通安全教室を実施できていない。

・観光客の交通事故発生件数が多いが、観光客に対する啓発

活動を行えていない。今後、観光協会等と連携し観光客に対

する啓発活動を強化する必要がある。

継続

安全・安心なまち

づくり
交通 227 安全対策の普及 総務課 広聴広報係

自転車で通学する小学生に対しヘルメットの配布や老人クラ

ブ連合会の会員に夜光反射材などの交通安全用品を配布し

た。

4．80%程度出来た 町民に対し、交通安全用品の普及啓発を行えていない。 継続

安全・安心なまち

づくり
交通 228 外国人に対する安全対策の実施 総務課 広聴広報係

新型コロナウイルス感染症の影響で外国人観光客が減ったこ

とから、具体的な取り組みは行っていない。
3．60％程度出来た

新型コロナウイルス感染症の終息とともに、外国人観光客が

増えてくることが見込まれるため、多言語の交通安全啓発パ

ンフレットを作成し啓発活動を行っていく。

継続

安全・安心なまち

づくり

防犯（犯罪被害相

談）
229 効果的な普及啓発 住民生活課 住民生活係

公共施設における防犯ポスターの掲示

防犯啓発品の配布
5．100%出来た

公共施設へ防犯ポスターを掲示したり防犯啓発品を公共施設

や金融機関より配布し啓蒙活動をした。
継続

安全・安心なまち

づくり

防犯（犯罪被害相

談）
230 地域ぐるみでの防犯体制の確立 住民生活課 住民生活係 防犯指導員による巡回指導 4．80%程度出来た

新型コロナウイルスの影響により巡回指導ができなかったた

め
継続

安全・安心なまち

づくり

防犯（犯罪被害相

談）
231 特殊詐欺への対応 住民生活課 住民生活係

「広報びえい」や防災無線による啓発

消費生活相談員への相談を推進
5．100%出来た

年に数回「広報びえい」に啓発の記事を載せ防犯に取り組ん

だ。消費生活相談員や警察への相談を周知した。
継続
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0．評価なし 1．40％未満しか出来なかった 2．40～50％程度できた 3．60％程度出来た 4．80%程度出来た 5．100%出来た

安全・安心なまち

づくり
新エネルギー 232 新エネルギーの開発 まちづくり推進課 政策調整係

bi.yell及び町民プールにおける木質バイオマスボイラーの導

入、民間住宅の太陽光パネル導入支援などを行った。
3．60％程度出来た

木質バイオマスボイラーについては、導入した2施設のほか

にも検討が進められたが、各種法令の規制等により導入には

至らなかった。太陽光パネルについても導入を希望する方が

少ないことから事業廃止となった。今後は、ゼロカーボン宣

言を実行に移すべく脱炭素に向けた取組を拡大しなければな

らない。

拡大

安全・安心なまち

づくり
新エネルギー 233 公共施設での活用促進 まちづくり推進課 政策調整係

bi.yell及び町民プールにおける木質バイオマスボイラーの導

入のほか、一部太陽光パネルを導入している。
3．60％程度出来た

再生可能エネルギーの導入に向けた基本計画の策定の動きが

あったが、共同企業との調整不足等により事業実施には至ら

ず、公共施設における再生可能エネルギー導入の検討は進め

られなかった。

拡大

安全・安心なまち

づくり
新エネルギー 234 家庭での取り組みの促進 まちづくり推進課 政策調整係 民間住宅の太陽光パネル導入支援を行った。 3．60％程度出来た

事業目的の周知不足等により申請件数が少なかったころか

ら、事業継続が困難となった。現在は特に主だった取組は

行っていない。

拡大

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 235 町民参加と協働の促進 まちづくり推進課 政策調整係

年４回のまちづくり委員会の開催のほか、町民意見をまちづ

くりに活かす取組として、「町民まちづくり提案事業」や

「びえい未来トーク」などの新たな制度を発足させ、町民の

声を積極的に取り入れた。

4．80%程度出来た

「住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例」に基づく町民参

加の推進はおおむね取り組むことができたが、現行制度で

は、「行政が町民に情報を提供する」など、町民と行政の関

わり方が一方通行である。まちづくりに関する情報共有や町

民参加が双方の共通認識として進められるよう、そして、町

民・議会・行政の三者が連携したまちづくりの基本ルールを

確立するため、自治基本条例の制定に向けた準備を進めてい

る。

拡大

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 236 1 町民組織の支援 まちづくり推進課 政策調整係

地域振興奨励補助事業を活用し、国・道の支援や、他課が所

管する支援に該当しない町民活動の中で、地域振興に資する

取組に対する支援を行った。しかし、事業のPR不足により

周年事業への支援がほとんどであり、本事業に求められる新

規事業の開拓などにつながる取組は少なかった。

4．80%程度出来た

平成28年度から令和3年度までの6年間における実績は約2.7

件/年と低調である。今後は地域の担い手のチャレンジを応

援できる弾力的な運用や、他課が所管する支援との調整を図

りながら、町民の声をまちづくりに活かす取組を進めなけれ

ばならない。

拡大

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 236 2 町民組織の支援 総務課 総務係

美瑛町行政区規則に基づき、区の運営に必要な経費の一部を

交付金として交付したほか、地域の自治活動の拠点とする会

館の整備補助を行い、町行政の民主的な運営を推進した。

4．80%程度出来た

 行政区⾧会議等で制度の周知し、事業要望に対しては速や

かな対応に努めた。

 行政区会館や町内会館については、整備から相当年経過し

た施設も多く、老朽化等が顕著となっていることから、補助

事業等を活用いただきながら、地域と連携して施設維持管理

を進めてきた。

 今後においては、地域が行っている様々な活動（道路愛

護、自主防災、老人クラブなど）に係る支援を包括的に行う

手法を検討するなど、地域活動の活性化の取組をさらに推進

する必要がある。

拡大

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 237 1 広報活動の促進 まちづくり推進課 政策調整係

インスタグラムのまちづくり推進課公式アカウントの開設

や、メールマガジンの開始により、移住定住やふるさと納税

などに関する情報発信を行った。令和３年度からは情報発信

の専門人材を配置し、情報戦略の体制強化を図った。

4．80%程度出来た

令和2年度の移住定住推進室の設置を契機に、町外の人への

情報発信を目的として、移住定住の推進や関係人口の創出・

拡大に取り組んできた。今後もあらゆる情報発信媒体の活用

を模索しながら、ターゲティングを意識した情報発信に努め

なければならない。

拡大

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 237 2 広報活動の促進 総務課 広聴広報係

定期的な広報紙の発行、美瑛町LINE公式アカウントを活用

した情報発信を行っった。
4．80%程度出来た

広報紙に対する町民アンケートを定期的に実施し、町民が必

要としている情報発信に努めることができた。また、LINE

公式アカウントを活用した情報発信により、登録者が約

1000人増加した。

継続
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0．評価なし 1．40％未満しか出来なかった 2．40～50％程度できた 3．60％程度出来た 4．80%程度出来た 5．100%出来た

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 238 1 広聴活動の促進 まちづくり推進課 政策調整係

大学との連携による景観セミナーや美瑛町共有ビジョンの策

定に向けた町民まちづくりワークショップなど、多様な手段

による町民の声を聞く機会を設けた。一方で、町民コメント

制度や各種審議会などでは、「言っても変わらない」との町

民意見が出るなど課題がある。

4．80%程度出来た

令和2年度から約2年間で全13回行われた町民まちづくり

ワークショップでは、町民と役場職員の協働による対話を大

事にしながら、「将来のまちのありたい姿」を論点に一体感

のある場づくりができた。しかしながら、各種審議会では、

わかりやすい資料提供や審議事項の論点整理など、更なる町

民の闊達な議論の場を作るための準備に工夫の余地がある。

継続

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 238 2 広聴活動の促進 総務課 広聴広報係

町民が気軽に意見を言えるように町内５ヵ所にご意見箱を設

置。また、町⾧と気軽に話し合える場として未来トークを開

催した。

3．60％程度出来た

町民へのご意見箱設置の周知不足で、投稿件数が少なく、あ

まり活用されなかった。また、新型コロナウイルス感染症の

影響もあり、未来トークの開催件数は１件のみとなった。

継続

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 239 町民参加による美しい村づくり まちづくり推進課 政策調整係

町道付属施設の景観色塗装や国道植樹桝の除草などのボラン

ティア活動をはじめ、小中学生を対象とした絵画コンクール

の実施により、町民一体となった美しい村づくり活動を行っ

た。令和2年度以降は新型コロナの影響によりイベントの中

止や延期を余儀なくされた。

5．100%出来た

近年では、新型コロナの影響を考慮して規模を縮小しながら

⾧年続けてきた事業を実施することができた。しかしなが

ら、町民提案による新規事業を生むことができていないた

め、継続事業の実施を図りつつ新たな事業展開を検討する必

要がある。

継続

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 240 美しい村加盟村相互の連携推進 まちづくり推進課 政策調整係

全国での取組としてフェスティバルやサポーター交流会をは

じめ、コロナ禍において始まったオンラインイベントへの参

加により、会員同士の交流を深めた。道内での取組は新型コ

ロナの影響によりイベントの中止や延期を余儀なくされた。

3．60％程度出来た

全国の取組は、コロナ禍においても新たなオンラインイベン

トが開催されたことから、オンライン大学の講師を務めるな

ど積極的に参加することができた。一方で、道内の取組は、

加盟自治体間での協議の機会が激減し、組織としての方向性

を改めて検討する必要がある。

継続

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 241 企業との連携 まちづくり推進課 政策調整係

美しい村連合サポーター企業との連携は、美しい村マルシェ

への出品や新規就農希望者マッチング事業の開催などを行っ

た。近年では、地域課題の解決を目的とした包括連携協定の

締結や、町内施設を活用した企業研修等の受入を行った。

2．40～50％程度できた

美しい村連合関連企業との連携は、今後も全国や道を単位と

した活動の中で継続的に検討していく。一方で、人口減少課

題を克服するためには、新たな町外企業との関わりを公務に

取り入れていく必要がある。

拡大

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 242 情報発信による地域の価値向上 まちづくり推進課 政策調整係

美しい村連合のネットワークを活用した情報発信は、イベン

トへの参加やSNSへの投稿にとどまっている。国外への情報

発信についても、新型コロナの影響により世界大会の中止が

続いており、情報発信の機会は少なかった。

2．40～50％程度できた

美しい村連合の主だった活動である、総会やフォーラム、サ

ポーター交流会、物販イベントなどが、新型コロナの影響に

より実施することができず、情報発信の場が極端に少なく

なった。しかしながら、ソーシャルメディアを活用したイベ

ントが全国で積極的に開催されるなど、新たな情報発信の方

法に活路を見出している。

継続

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 243 町民参加と協働による活動の推進 まちづくり推進課 政策調整係

「住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例」に基づき、まち

づくり委員会を中心とした町民との情報交換や、町民コメン

ト制度等を活用した町民の意見を広く求める取組を行ったほ

か、フォーラムやワークショップ、座談会等の開催など、新

たに進める施策の中で必要に応じて町民との意見交換の場づ

くりを行った。

3．60％程度出来た

町民との意見交換の場をつくることにより、行政から町民へ

の情報提供を図ることができた。しかしながら、提供する情

報が町民にとってわかりやすいものとなっているか疑問視す

る声もあり、情報交換の手法について検討していく必要があ

る。

継続

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 245 地域学としての「美瑛学」の推進 文化スポーツ課 業務係

郷土学館を拠点とし、ふるさとびえいを学ぶ展示や様々な世

代を対象とした講座等を企画、実施した。
4．80%程度出来た

美瑛学に関する各種講座については、実施後アンケートの満

足度が５段階評価で4.3の評価をいただいており、今後も

様々なテーマのもと地域学を推進し、より一層の浸透を図

る。

統合

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 246 新たな観光価値の創造 文化スポーツ課 業務係

2015年に設立した「十勝岳ジオパーク推進協議会」は、丘

と火山がおりなす彩をテーマに2022年1月28日に日本ジオ

パーク新規認定を受けた。地域資源は新たに「びえい火砕流

堆積物や源泉かけ流しの湯である白金温泉」などのジオサイ

ト１５カ所を加え保全・活用している。

2．40～50％程度できた

第一段階として目標の一つであった新規認定（2017年度認

定見送りを）を全国45地域目に受けた。今後、当地域ならで

はの地域資源を生かしたジオツーリズムを実践していく。

継続
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みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 247 ジオツーリズムの推進 文化スポーツ課 業務係

2019年度に第一期ジオパークガイドの登録後、年々登録者

数は増加して17名となった。またジオパーク活動を支えるジ

オパークサポーターも20名となり、地域清掃などの町民参画

事業や地域イベントに参加している。

2．40～50％程度できた

ジオパークガイド・サポーターの登録により、地域資源を保

全しながら教育や観光に生かす地域づくりの基礎ができた。

今後、こうしたサポーターなどの理解者を確保するために、

時代や要望に応えた専門研修を実施していく。

継続

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 248 ジオ拠点施設の整備 文化スポーツ課 業務係

2021年度には、十勝岳ジオパークを展開する３つのストー

リーを、関連する３施設が連携しながら取り組むことを方針

とした。また、観光協会や構成団体等の１４施設を関係施

設、オリジナルグッズ１２点を指定・販売し自主財源の確保

に努めている。

2．40～50％程度できた

拠点施設間の交通アクセスが課題となるが、地域の特色であ

る美しい農業景観や災害からの復興のストーリーに、歴史や

文化を加えた展開を関係施設（構成団体）と連携し進めてい

く。

継続

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 249 ジオサインの整備 文化スポーツ課 業務係

来訪者が十勝岳ジオパークエリアであることを認識できるた

めに総合案内看板１カ所、ジオサイト等の解説版１６カ所を

設置している。また、主要道路（国道237号）やビュース

ポットなどにロゴマークを表示している。

4．80%程度出来た

十勝岳ジオパークのロゴマークを国道237号線カントリーサ

インに掲示したほかビュースポットの案内板に表示し視認性

を高めている。今後、来訪者の期待や地域に滞在する楽しみ

方が伝わるようなサイン整備を進めていく。

継続

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 250 地域資源・魅力の情報発信の充実 文化スポーツ課 業務係

2020年度に十勝岳ジオパークのホームページを新設し、ジ

オパーク活動の案内・報告をはじめ、地域の季節の情報、び

えいふるさと市場などの地産地消の取り組み、国立公園や観

光施設などの清掃活動、各地域イベント情報など多様な情報

を発信している。

4．80%程度出来た

新設したホームページを活用して地域ニュースやジオパーク

活動、構成団体の話題、自然保護や環境保全などの啓発に継

続して取り組んでいく。

継続

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 251 適切な景観づくりの啓発 まちづくり推進課 政策調整係

北海道大学観光学高等研究センターとの連携による景観計画

の策定を契機に、平成29年度から2年間、町民を巻き込んだ

啓発活動として景観セミナーを開催した。その後、学習から

実践の場として令和元年度にガーデニング教室を開催した

が、令和2年度以降は新型コロナの影響により取組が停滞し

ている。

4．80%程度出来た

町民一人ひとりが景観づくりの担い手として取り組むこと

が、結果として景観啓発活動につながっていく。新型コロナ

の影響により、活動に不利な環境下ではあるが、美しい村の

ボランティア活動を中心に、町民を巻き込んだ実践の場を継

続することが、「丘のまちびえい」の景観を守り、育て、活

かすことにつながる。

継続

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 252 景観の保全 まちづくり推進課 政策調整係

各種農業施策の推進により、農業の担い手確保、農業経営の

基盤強化を図ることにより、農地保全が行われた。また、美

しい村活動を中心に町民活動への支援を行った。

4．80%程度出来た

美しい村活動が中心となり、加盟団体との連携による景観保

全活動を継続している。しかし、町の農村景観の基盤となる

農業の営みとのつながりについては、新型コロナ以前のオー

バーツーリズム等、課題解決に向けた検討が持ち越しとなっ

ている。

継続

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 253 景観資源の保存 まちづくり推進課 政策調整係

景観条例に基づき、景観重要建造物2件及び景観重要樹木4件

の保存等と景観づくりに寄与する行為に対し助成を行った。
4．80%程度出来た

指定物件の破損や老朽化という課題がある中、美しい村ボラ

ンティア活動による建物の塗装作業を行うなど、景観の保全

及び発信に努めることができた。しかしながら、所有者との

交渉が停滞し、指定の見送りや樹木の伐採が行われるなど、

景観を目的とした観光と農業の⾧年の課題を考える新たな局

面を迎えている。

継続

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 254 産業の活性化と雇用創出 まちづくり推進課 政策調整係

町の地域資源のポテンシャルを活かし、対外的なPRを積極

的に行ってきた結果、あらゆる分野における企業進出が進ん

でおり、町内に新たな雇用の創出や人の流れが生まれ始めて

いる。また、企業との包括連携協定の締結により、まちの課

題解決に向けた協働事業を実施した。

4．80%程度出来た

農業や観光、商業など、あらゆる分野において、少なからず

企業進出の流れが生まれており、近年では、⾧年使われてい

なかった公共施設の利活用を切り口として、企業の知識やノ

ウハウを活かしたリノベーションプロジェクトが進行中であ

り、町の活性化を図ることを目指す。

拡大

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 255 1 まちを担う人材の育成 まちづくり推進課 政策調整係

企業とのつながりがきっかけとなり始まった異業種人材育成

研修は、平成26年度から令和元年度まで毎年開催し、地域課

題解決をテーマとしつつ、異業種交流の中で人材の育成に取

り組んできた。

4．80%程度出来た

⾧期にわたる企業との協働から生まれた関係性を研修終了後

も持続すべく、子どもたちのキャリア教育への協力を依頼し

てきた。今後は首都圏の大学との協働事業が控えていること

から、地域人材の育成に向けた更なる連携拡大を目指す。

拡大
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第５次美瑛町まちづくり総合計画施策評価シート

分野別施策の方向 分野 No. 枝 基本施策 課・室名等 係・班等 取組の実績 評価 評価の理由・根拠
今後の

方向性

評価

0．評価なし 1．40％未満しか出来なかった 2．40～50％程度できた 3．60％程度出来た 4．80%程度出来た 5．100%出来た

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 255 2 まちを担う人材の育成 総務課 職員係

総務省所管の地域おこし協力隊制度を活用し、平成28年度以

降継続して協力隊を採用し、令和3年度までに延べ16人の地

域おこし協力隊を採用し、観光、ジオパーク、教育、農業な

ど様々な分野において活動している。

平成28年度：4人 平成29年度：3人 平成30年度：6人

令和元年度：3人  令和2年度：5人  令和3年度：7人

4．80%程度出来た

採用人数は確保できているが、都市部出身者のスキルや経験

を最大限活用した地域PR等の効果的な活動が今後も求めら

れる。地域力の維持、強化を図るため必要な担い手となる人

材の更なる確保と任期後の定住を促進する必要がある。

拡大

みんなで歩むまち

づくり
町民参加・協働 256 教育分野との連携推進 まちづくり推進課 政策調整係

異業種人材育成研修でつながりのある首都圏企業によるスキ

ルアップ講座を実施するなど、行政を通じて企業と学校との

新たな協働事業を実施した。

4．80%程度出来た

高校運営と行政とのつながりを密接にしていくため、定期的

な会議のほか、担当者同士の話し合いの場をつくり、互いの

知識やノウハウ、外部とのつながりを活かしながら学校の活

性化につながる施策を検討しなければならない。

継続

みんなで歩むまち

づくり
情報化 257 情報通信環境の整備・活用 総務課 情報管理係

今まで公衆無線LANとして、美瑛町FREE Wi-Fi を整備して

おりましたが、平成２９年より防災観光Wi-Fiを新たに整備

した。

3．60％程度出来た
指定避難所や観光客の多く訪れる場所を中心に整備を実施し

たが、未整備の施設などもあるため。
継続

みんなで歩むまち

づくり
情報化 258 難視聴対策の推進 住民生活課 住民生活係

難視聴地域の地上波デジタル放送について、有線の光テレビ

とギャップフィラーで視聴を可能にしている。
5．100%出来た 地上波デジタル放送が視聴できない家庭はない。 継続

みんなで歩むまち

づくり
情報化 259 行政情報の電子化 総務課 情報管理係

総合行政システム（Reams.NET）など基幹業務における業

務の電子化の継続に加え、平成29年度にグループウェアを更

新する際に、LGWAN系統からインターネット系統へ環境を

変え、LINEWORKSを導入した。

4．80%程度出来た
全ての行政情報の電子化については実施できていないが、各

業務のおいて最適なシステムを検討した上で導入している。
拡大

みんなで歩むまち

づくり
情報化 260 情報発信の多様化への対応 総務課 情報管理係

美瑛町ホームページの全面改修とFacebookやLINEなどの

SNSを活用した情報発信を実施した。
4．80%程度出来た

求められている情報に対して発信している情報、伝えたい情

報が適切になるよう媒体選定などを行っているが、フォロ

ワー数などのさらなる増加が必要であるため。

継続

みんなで歩むまち

づくり
情報化 261 個人情報の保護 総務課 情報管理係 法令に基づき、個人情報をの保護に努めた。 4．80%程度出来た

情報漏洩は起きていないが、セキュリティが万全とは言えな

い部分もあるため。
継続

みんなで歩むまち

づくり
行政 262 行政改革の取り組み 総務課 総務係

 第６次及び第７次行政改革大綱に基づき、社会情勢と町民

ニーズを反映した質の高い公共サービスの効果的提供に向け

て取り組みを進め、各年度の達成状況や進行状況を検証し、

その結果を踏まえた改善策の検討等により、効果的な計画の

推進に努めた。

4．80%程度出来た

 積極的に５Ｓ運動に取り組み、日常的な整理整頓によって

業務の効率化を図るとともに、デジタル技術等の活用による

住民の利便性向上と業務の効率化を図り、限られた人的資源

を更なる行政サービスの向上につなげてきた。

 近年においては、ワンストップ窓口の設置やキャッシュレ

ス決済の導入など、国が推進するＤＸにあわせて行政手続の

見直し、手続全般のスマート化を進めており、引き続き行政

改革を推進する必要がある。

継続

みんなで歩むまち

づくり
行政 263 効果的な行政組織の構築 総務課 職員係

定員管理計画に基づく中⾧期的な展望を見据えた人員の管理

の実施に加え、人事評価の実施し町政をとりまく環境の変化

に対応できる組織づくりに努めた。

4．80%程度出来た

定員管理計画の目標を上回る人員配置となったが、社会人を

採用するなど即戦力を確保し、多様化・複雑化する行政課題

の解決に対応できる組織作りを行った。

継続

みんなで歩むまち

づくり
行政 264 職員の資質向上 総務課 職員係

人材育成基本方針に基づく職員研修計画を策定し、自己啓発

研修・職場内及び職場外研修など希望する研修に参加できる

充実した体制を構築した。

4．80%程度出来た

研修体制は充実しており、新型コロナの情勢にあってもオン

ライン研修を実施するなど職員の育成に対応している。

複雑化・高度化する町政ニーズに対応できる職員の更なる養

成のため、研修内容の充実及びオンライン研修の導入など時

代に合った研修の実施が求められる。

継続

みんなで歩むまち

づくり
行政 265 1 広域行政の推進 まちづくり推進課 政策調整係

行政分野における様々な広域的ニーズに柔軟かつ効率的に対

応するため、大雪地区広域連合をはじめ、清掃、消防などを

中心に一部事務組合が機能している。また、旭川市を中心市

とし、1市8町で構成される上川中部定住自立圏では、令和3

年度17項目において連携した。

4．80%程度出来た

広域連合や一部事務組合による連携体制は確立されており、

業務の共同化や課題解決、機能分担を図ることができた。し

かしながら、上川中部定住自立圏における連携については、

情報共有にとどまる取組も多いことから、連携の深化が求め

られる。なお、令和4年度より旭川大雪連携中枢都市圏へ移

行し連携強化に向けた取組が始まっている。

拡大

27／28



第５次美瑛町まちづくり総合計画施策評価シート

分野別施策の方向 分野 No. 枝 基本施策 課・室名等 係・班等 取組の実績 評価 評価の理由・根拠
今後の

方向性

評価

0．評価なし 1．40％未満しか出来なかった 2．40～50％程度できた 3．60％程度出来た 4．80%程度出来た 5．100%出来た

みんなで歩むまち

づくり
行政 265 2 広域行政の推進 総務課 総務係

【施策内容】行政の効率化と圏域全体の調和のとれた発展に

向け、他市町村との協力、連携体制を強化し、共通する業務

の共同化、課題の解決、機能の分担を図ります。

4．80%程度出来た 継続

みんなで歩むまち

づくり
財政 266 財政の健全化 総務課 財政係

令和３年度決算に基づく財政健全化判断比率について、いず

れも早期健全化基準には達しておらず、今後も基準に該当す

るような見込ではない。

4．80%程度出来た

大型建設事業の実施など一時的に起債残高の増加や基金の取

り崩しが発生することにより、数値が悪化することもある

が、現状財政運営が危ぶまれるような状況には陥っておら

す、今後も推移を見ながら財政運営を行う必要がある。

継続

みんなで歩むまち

づくり
財政 267 財政状況の公開 総務課 財政係

５月、１１月には条例に基づき財政状況を公表しているほ

か、町ホームページや広報にて随時財政状況の公表を行って

いる。

4．80%程度出来た

近年では予算書や決算書のデータ化による公表や、広報紙の

内容工夫など、わかりやすく町財政について伝えられるよう

努めている。今後においても、より分かりやすく簡潔なもの

となるよう取り組んでいく必要がある。

継続

みんなで歩むまち

づくり
財政 268 課税客体の的確な把握・滞納の減少 税務課

○美瑛町農業所得税対策協議会と連携し、機械台帳の受付に

立ち合い、固定資産税（償却資産）及び軽自動車税（種別

割）の課税客体の的確な把握に努めた。

○納期限後20日以内に督促状を発送し、年度内完納を徹底す

るとともに、納税相談を実施し、早期に完納となるよう努め

た。

○⾧期滞納者に対しては、催告書を送付して納付を求めると

ともに、実態調査を行い、資産・所得・預金等を分析・把握

した上で差押え等の滞納処分を行い、滞納の減少に努めた。

5．100%出来た

○固定資産税（償却資産）及び軽自動車税（種別割）の申告

に繋げることができ、適正な課税を実施することができた。

○第５次美瑛町まちづくり総合計画の初年度（H28）におけ

る滞納額が7,371千円であるのに対し、令和3年度は3,354千

円となり、滞納は減少している。（いずれも現年分の町税全

体の収入未済額による比較）

継続

みんなで歩むまち

づくり
財政 269 公正な受益者負担 総務課 財政係

あらゆる場面において公正な受益者負担の考えを念頭に行政

運営を行っている。
0．評価なし

公正な受益者負担については、行政運営における基本となる

ものであり、今後も継続して取り組んでいくものであるが、

評価を行う性質のものではないと考えます。

継続

みんなで歩むまち

づくり
財政 270 財源の有効活用 まちづくり推進課 財政係

各種補助事業の積極的活用の呼びかけや、交付税措置のある

取組についての周知などにより財源の確保についての意識づ

けを行っている。まちづくり寄附の増加や企業版ふるさと納

税、ガバメントクラウドファンディングの実施など、財源の

確保の取り組みについても進めてきている。

4．80%程度出来た

事業の内容検討の際には財源についてもセットで考慮する意

識づけを今後も必要があり、交付税措置のある取り組みにつ

いてはより積極的に検討する必要がある。企業版ふるさと納

税やガバメントクラウドファンディングなど、民間の資金を

活用した新たな取り組みなどについても今後はより積極的に

検討していく必要がある。

拡大
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