
令和３年度 第１回まちづくり委員会議事録 
 

日時：令和３年８月５日（木）   
午後６時から午後７時まで  
場所；役場４階委員会室   

 
１ 開会 
・委員の出席者は 13 名であり、過半数を満たしているため、本会議は成立となる。 
・出席者 
 委 員：板東 康治、新田 睦、大関 匡志、井口 真幸、山前 幸介、松田 充浩、 

古村 卓也、源津 憲昭、瀬野 乗昭、佐渡 志郎、佐々木 良栄、 
村上 真美、京屋 愛子 

 事務局：まちづくり推進課 新村課長、安藤係長、八代主事、宮崎主事 
 
２ あいさつ 
 
３ 議案 
 （１）議題 
  議題１ 過疎地域持続的発展市町村計画について 
 

（まちづくり推進課） 
  ・過疎計画は過疎法に基づき策定しています。今回の計画は、既存の計画の見直しを

行い策定した計画となっています。 
  ・美瑛町は町内一円過疎地域に指定されており、計画では項目ごとの現状と課題、そ

れに対する過疎対策事業を盛り込んだ内容となっています。 
  ・計画期間は５年間で、今年度から令和７年度までの計画として担当課において検討

した後、計画を策定しています。 
  ・計画期間中に追加事業が発生した場合は、随時計画変更を行いながら対応していき

たいと考えています。 
  ・計画を策定することで過疎事業債の発行が可能となります。過疎債は、元利償還に

要する経費の 70％相当額が地方交付税として戻ってくることから、過疎地域において
貴重な財源となっているため、財源の確保が過疎計画策定の主な目的となっています
が、最終的には過疎対策事業による人口増加への取り組みを実施していき、過疎地域
からの脱却を目指していきたいと考えています。 

  ・過疎対策に係るこれまでの経過については、昭和 45 年度から法律が制定され、美
瑛町においても法律改正や新法の施行に伴い計画の見直しを行ってきました。令和２
年度末をもって現行計画に係る過疎法の期限が到来し、令和３年度から新法が時限立
法として制定されたが、国会での議決が施行日の直前であったことから、今回策定の
計画は施行日である令和 3 年４月１日に遡っての運用となります。 

  ・計画策定のポイントは大きく分けて３点です。 
  ・１点目について、現在、各種計画に記載していない事業について、今後５年間の計

画期間中に実施の可能性があるものについては、各課と調整し計画に幅広く記載する
ことで、計画変更を行わずに過疎債の財源を充てることができるように整理しまし
た。計画に事業を記載したからと言って、必ずしも実施しなければならないものでは
なく、実施しないことに対するペナルティもありません。 

  ・２点目。過疎対策の中で昨今重要視されている移住・定住関係や情報化が新たな項
目として追加されたことから、関係人口の創出や様々な分野での ICT 化の推進を盛り
込み策定しました。 

  ・３点目。「新型コロナウイルス感染症」や「持続可能な開発目標」等、現在の情勢
に即した内容とすることで、新型コロナウイルス感染症対策や SDGｓに関連した事業
を過疎債の対象となるようにしています。 

  ・今後の予定については、本日のまちづくり委員会で伺った意見を基に計画を修正
し、8 月 11 日までに北海道へ最終案を提出する予定です。11 日に提出する最終案
は、９月３日に北海道からの同意が通知された後、９月の議会定例会に本計画を上程



する予定です。 
  ・事前に送付していた美瑛町過疎地域持続的発展市町村計画の素案をご覧ください。 
  ・１から７ページ「基本的な事項」は、町の概要について記載しています。前計画の

５年間で取り組んできた過疎対策事業についても記載しています。今後の人口の推移
については、総合戦略の人口ビジョンを基に作成しています。 

  ・８から 11 ページについては、町の機構図や財政状況、主要な公共施設の整備状況
について記載しています。 

  ・12 から 14 ページについては、過疎計画の基本方針と重点的施策を記載していま
す。重点施策については、過疎対策として町の実状と、今後町として重点的に推進し
ていく事業を取り入れて、10 の施策を設定しています。 

  ・15 ページ（６）計画の達成状況の評価に関する事項は新規の項目で、計画の目標に
係る達成状況について毎年まちづくり委員会に報告を行い、PDCA サイクルによる効
果検証を行っていきたいと思います。 

  ・（８）では、「公共施設等総合管理計画」と過疎計画との整合性を調整しています。 
  ・16 ページ「移住・定住・地域間交流の促進、人材育成」は今回新設の項目です。移

住定住の他、美瑛町で力を入れて実施している関係人口や SNS による情報発信につい
て記載しています。 
また、地域間交流の促進として、農村ツーリズム等の体験型観光やテレワーク等の

働き方を受け入れる体制について記載しています。 
  ・人材の育成・確保については、国の制度を活用し、農業等地域産業の担い手対策に

ついて記載しています。 
  ・20 ページからは、「産業の振興」として、農業、林業、商工業、観光について記載

しています。 
  ・①農業の振興では、主に ICT を活用したスマート農業や、労働力確保として多様な

人材が活躍できる取り組みを記載しています。 
  ・③商工業の振興、起業の促進では、今年度から本格的に運用が始まった地域通貨に

よる地域の活性化等について記載しています。 
  ・31 ページの「地域における情報化」についても、新規の項目となっており、ICT を

活用した教育環境の整備やオンライン診療等の医療体制、行政手続におけるデジタ
ル・トランスフォーメーションの推進について記載しております。テレワークの受け
入れや、サテライトオフィスの誘致の推進等についても記載しています。 

  ・33 ページからの「交通施設の整備、交通手段の確保」については、道路の整備状況
や道路の除排雪、交通機関の運行状況等について記載しています。 

  ・38 ページの「生活環境の整備」については、上下水道の整備状況やインフラ関係の
公共施設の整備状況について記載しています。 

  ・41 ページの「火葬場」については、新規追加項目であり、現在近隣３町で運営して
いる状況ですが、施設の老朽化が著しいことから施設の更新を行う旨記載していま
す。 

  ・46 ページの「子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進」につい
て、保健や高齢者・障がい者・児童の福祉について記載しています。 

  ・51 ページの「医療の確保」では、主に町立病院の現状について記載しており、その
他に町内の医療機関・医療体制について記載しています。 

  ・54 ページの「教育の振興」では、主に学校教育について記載しています。ICT を活
用した学校教育や町民のライフスタイルに合わせた生涯学習の推進、人材育成につい
ても記載しています。 

  ・58 ページの「集落の整備」では、市街地を除く 26 の行政区の集落の現状について
記載しております。 

  ・60 ページの「地域文化の振興等」では、十勝岳のジオパーク構想や「日本で最も美
しい村」連合の取り組みについて記載しています。 

  ・64 ページの「その他地域の持続的発展に関し必要な事項」については、前段の項目
で当てはまらない部分を記載しています。景観の保全やまちづくり委員会、自治基本
条例の策定、共有ビジョンの策定に向けた取り組み等を記載しています。 

  ・広域・連携事業の推進については、上川中部定住自立圏に係る取り組みを記載して
います。十勝岳の噴火に備えた防災対策についても記載しています。子育て支援や美



瑛高校への支援についても記載しています。 
  ・以上で過疎計画に係る説明は終了となります。委員の皆さまからご意見を頂戴した

いと考えておりますので、よろしくお願いします。 
  （委員Ａ） 
  ・17 ページの移住・定住の促進について、「丘のまちびえい移住定住促進協議会」は

いつから設立されているのでしょうか。 
  （まちづくり推進課） 
  ・今年度から設立しており、活動を行っています。 
  （委員Ａ） 
  ・美瑛に移住、定住したいという相談は来ているのでしょうか。 
  （まちづくり推進課） 
  ・町では移住定住コーディネーターを設置して、移住したい方からの相談を受けてお

り、現在も移住希望や体験住宅等への申し込みが来ている状況です。 
  （委員Ａ） 
  ・町内の木材加工業では人手不足に悩まされており、ハローワークで募集しても応募

がない状況です。難しいと思いますが、募集している業種の魅力が伝わるような連携
をハローワークと行えれば良いと思います。 

  （まちづくり推進課） 
  ・地域産業の人手不足については深刻な問題だと考えておりますので、18 ページの

「人材の育成・確保」の項目で「ＵＩＪターン新規就業支援事業」の活用について記
載していますが、今後、移住フェア等に参加した際にこのような制度を紹介していく
ことで人材不足の解消につなげていければと考えています。 

  （委員Ｂ） 
  ・「ＵＩＪターン新規就業支援事業」に年齢制限はありますか。 
  （まちづくり推進課） 
  ・手元に資料がないので断言しかねますが、あると思います。 
  （委員Ｂ） 
  ・移住したいという人は何人も知っていますが、大抵は 60 代以上の方なので、働き

手にはなりにくいと考えています。 
  （まちづくり推進課） 
  ・60 代以上の方でも元気に働いている方もいらっしゃいますが、特に農業分野では若

い担い手のニーズがある状況なので、林業も含めて地域産業全体で人材を確保できる
ような取り組みを行っていきたいと考えております。 

  （委員Ｃ） 
  ・移住定住に係るワンストップ窓口については、住宅の面等においてまだまだ課題が

あると思っています。 
   また、市町村にハローワークの窓口を設置することができるはずなので、仕事や住

宅等も役場において一括で対応できれば、ワンストップ窓口についても更に良くなる
と思います。 

  （まちづくり推進課） 
  ・住宅情報についても、移住相談者に分かりやすいように一本化した情報発信を行っ

ていけるようにしたいと思います。 
   また、地域内で職業の紹介ができるような仕組みづくりについて、担当課と相談し

ていきたいと思います。 
  （委員 D） 
  ・運営している福祉の事業所の求人をハローワークに出しても、なかなか応募が集ま

らない状況ではありますが、役場から町のホームページに事業所の求人情報を掲載し
ないかという話をいただいて、掲載させてもらっています。今回、札幌に住んでいた
方を一人採用することとなっていますが、その際に町から３年間の補助をいただいて
住宅を準備することができました。 

   町のホームページで事業所の求人情報を掲載できるということを知らない方もいる
と思うので、この点について積極的に PR していくと良いと思います。 

  （まちづくり推進課） 
  ・事業所の方にも、様々な事業や取り組みがあることを知ってもらうために、町内向



けの情報発信についても積極的に取り組んでいきたいと思います。 
  ・50 ページにある計画の「労働力確保推進事業」では、具体的な計画はまだありませ

んが、福祉においても労働力確保のため住宅等の整備等を進めていきたいと考えてい
ます。 

  （委員 E） 
  ・町内の中小企業で共同求人を行うような仕組みを町で取り組んではどうでしょう

か。 
  （まちづくり推進課） 
  ・町内の求人状況については、農業分野が多く働ける時期が限られている場合が多い

です。調整が難しいとは思いますが、冬の時期には福祉分野で働けるような仕組み作
りに共同求人を活用していけないかと考えています。 

 
  議題２ 自治基本条例（仮称）について 
 

（まちづくり推進課） 
  ・自治基本条例（仮称）策定専門部会の経過報告について説明させていただきます。 

・専門部会では、現在、令和４年３月の中間報告のまとめに向け、情報共有や町民参
加といったテーマごとの議論に取り組んでいます。 
・部会員は起草チーム、企画チーム、広報チームの３チームに分かれ、チームごとの
策定作業を行っています。 
・令和３年度からは行政職員も専門部会に参加しており、行政側から見た意見や、専
門的な知識を部会内で提供することが期待されています。 
・これまでの取組経過について、本年度に入り緊急事態宣言が発出されたことから、
５月の開催は見送りましたが、それ以降は順調に１カ月１回ペースで専門部会を開催
しており、主に「中間報告案の説明」と「各テーマの勉強会」に取り組んでいます。 
・専門部会の参加者は全員、毎回の勉強会の内容を踏まえて、テーマに対する意見出
しを行います。提出された意見については、事務局で取りまとめた後、意見の内容を
基に、次回の部会で発表する中間報告案を起草チームで作成します。 
・企画チームについては、町民参加イベントや先進地視察の企画等を行っています。 
・広報チームでは、毎月の広報折り込みチラシにより情報発信を行っています。広報
折込チラシについては、前年度の自治基本条例ニュースからデザインを一新し、
「News みんなで創ろう！自治基本条例」として、町民が条例について興味を持つき
っかけとなるように、条例に関するマンガを掲載する等、毎月工夫を凝らした内容に
なっています。 
・次に、第１回から３回までに学習してきた内容について簡単に説明します。 
・第１回目で学習した総則は、目的、用語の定義、基本理念、基本原則の４つの項目
に分けられます。条例の策定目的や、まちのあるべき理想の姿等が表現される項目で
あり、条例全体に影響してくる部分です。 
・条例の位置付けについては、総則の中で規定するか、最後の単独章として規定する
かが論点の１つです。 
・また、最高規範性については、「自治の最高規範」とする記載事例や、「基本原則」
にとどめる例もあり、部会内でも意見が割れました。現在の条文案は「自治の基本を
定める最高規範」として仮置きをしていますが、あとから振り返り、条文案を見直す
ことも可能です。 
・第２回の部会では、情報共有に係る勉強会を実施しました。 
・情報共有は、「自治体の信頼の基礎」であり「情報なくして参加なし」と言われる
ほど、町民参加にも大きな影響を与える項目の一つです。町民の知る権利を保障し、
制度をどのように具体化するかが最大の課題で、町民、議会、行政は、まちの課題と
解決策はもちろん、その取り組み過程を共有することが求められます。 
また、既存の条例である、「情報公開条例」や「個人情報保護条例」とも関係して

くるので、整合性を考える必要があります。 
・情報共有については、第３回に中間報告案の意見交換を行い、次回第４回に中間報
告案の再確認を行う予定です。 
・第３回の部会では、町民参加に係る勉強会を実施しました。 



・町民参加の方法として、審議会、意見交換会、パブリックコメント、アンケート調
査などの方法が挙げられますが、１つの問題に対して、参加の方法は、１つ以上実施
すればよいとするか、２つ以上と定めるかについても、検討しなければなりません。
町民参加の制度を作ったとしても、町民に興味を持ってもらわなければ参加には至ら
ないため、情報共有の方法を工夫する必要があるなどの課題があります。 
・町民参加については、第４回の部会で中間報告案の意見交換を行う予定で、現在、
起草チームにより中間報告案の作成が進められています。 
・勉強会については、これまで複数の自治体において自治基本条例の策定に関わって
きた、公共政策研究所理事長の水澤雅貴氏を講師としてお招きしています。自治基本
条例という難しいテーマに取り組んでいますが、水澤氏の豊富な知識と経験を基に、
部会員及び職員からの質問にも快くお答えいただいています。 
・専門部会の流れは、起草チームから条文案の説明を行い、条文案に対する意見を参
加者から聴いていきます。前回の第３回専門部会では、これまで遠慮がちであった行
政職員側からも意見も出てくるようになり、参加者全体で活発な議論が交わされてい
ました。 
・意見交換で発言された内容については、再度、条文案に取り込み、次回部会で案の
再確認を行います。 
・今後も部会員の皆さまの協力の下、策定作業に取り組んでいきたいと思います。以
上で終わります。 
 
※委員からの質問等は特になし。 

 
 （２）その他 
  （事務局） 
  ・第２回まちづくり委員会については、９月の開催を予定しており、「共有ビジョ

ン」等について議題とさせていただく予定です。 
 
４ 閉会 


