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令和４年度 第３回まちづくり委員会議事録 

 

日時：令和４年１１月８日（火）  

                          午後６時００分から午後７時３０分まで 

場所：役場４階委員会室 

 

１ 開 会 

・委員の出席者は１０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：佐々木 良榮、森部 富士樹、大関 匡志、山前 幸介、源津 憲昭、 

村上 真美、京屋 愛子、花輪 紀宏、井沢 誠、竹内 百合 

※敬称略 計１０名 

事務局：まちづくり推進課 新村課長、安藤係長、宮崎主事 

 

２ あいさつ 

 

３ 議案 

（１）議題 

議題１ 自治基本条例策定に係る進捗報告について【まちづくり推進課】 

・まちづくり推進課から資料に基づいて説明。 

（委員） 

・町民コメントについて、現時点の提出件数を教えてください。 

（まちづくり推進課） 

・現時点では０件です。 

（委員） 

・現時点で０件ということを踏まえて、例えば防災無線等で周知するということは行っているのでし

ょうか。 

（まちづくり推進課） 

・LINE の入力フォームを使っての意見募集を、広報担当者と協議の上、検討中です。 

（委員） 

・とりあえず、町民コメントを実施していることの案内だけでも発信してしまって、まずは周知だけ

でもやっていかないといけないと思います。 

・LINE の登録者全員が提出してくれるとは限らないですし、スマートフォンが使えない人からも提出

は欲しいと思いますが、そもそも町民コメントを実施していることを知らない人がたくさんいると思

いますので、そこに到達してもらうための努力をどこまでやっていたのか疑問に思いますので、残り

の期間でやっていただければと思います。 

（まちづくり推進課） 

・このような町民コメントの募集については、回答期限直前に提出が集中することが多いのですが、

防災無線等で改めて周知を図っていきたいと思います。 
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（委員） 

・町長へ報告した自治基本条例原案がＨＰに掲載されていないと思いますが、プロジェクトで策定し

たものであり、まちづくり委員会の成果でもあるので、ＨＰで掲載するべきだと思います。 

（まちづくり推進課） 

・ご指摘のとおりですので、掲載したいと思います。 

 

議題２ 第６次美瑛町まちづくり総合計画の策定について【まちづくり推進課】 

・まちづくり推進課から資料に基づいて説明。 

（委員） 

・資料２-２の２０ページ、２１ページのイラストについて、「誰もが自らの可能性を伸ばせるまち」

は男性のイラストを使用し、「子どもの個性を育み、全力で応援するまち」では女性のイラストを使

用しているのは、もしかすると間違った印象を与えるかもしれないので配慮した方が良いと思います。 

（まちづくり推進課） 

・今回の資料におけるイラストは全て仮置きのものです。 

・委託先へも、誤解を与えかねないアイコンの使用を避けるなどの配慮をお願いしているので、ご指

摘の部分も含めて全面的に変更する予定です。 

（委員） 

・資料２-４にヒアリングと書いてあるので、聞き取り調査の結果を書いてあると思いますが、一部

の空欄についてはどのような理由でしょうか。 

（まちづくり推進課） 

・限られた時間の中でヒアリングを実施しており、１つの課に対して１時間程度で実施したため、特

記事項がなかった事業については空欄にしています。 

（委員） 

・たくさんの事業があるが、評価が低い割には今後の方針が継続や統合ばかりになっています。事業

を止めるということはなかなか言い出しにくいと思いますが、事業を見直すという選択はないのでし

ょうか。今後は業務も多くなり、必要な事業ももちろんあると思いますが、しっかりと振り分けして

いってほしいです。 

（まちづくり推進課） 

・国も脱炭素やデジタル化等の新しい取り組みを推奨しており、小さな町でも取り組む事業が増えて

きています。予算編成会議の中でも、町長からスクラップアンドビルドを進めるという指示が出てい

ますので、委員の皆さまからも各事業に対する指摘等がありましたら、検討していきたいと思ってい

ます。 

（委員） 

・資料２-２の５ページについて、１０年間の計画に対して定期的な点検とありますが、過去の総合

計画では定期的な点検の結果を公表してこなかったという反省点があると思います。 

・議会の予算審議では、総合計画に規定されていると言いながら、議会と行政との認識が全く違うと

思います。総合計画はどのように効果を発揮しているのか、本当に総合計画が役に立っているのか、

毎年議会の予算審議を聞いているとあるので、例えば、雪はね等の住民生活に関わる費用についても、
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一から行政の考え方はどのようになっているのか、総合計画でどのようになっているのか知りたいで

す。毎年度の予算審議までを含めてＰＤＣＡサイクルなのでしょうか。 

（まちづくり推進課） 

・定期的な点検の具体的な方法については検討中です。来年度に計画がスタートするまでには、決め

ていきたいと考えています。これまでの事業評価については、まちづくり委員会でも報告していたも

のになりますが、１００以上の事業を一つ一つ評価し、資料を作成し、見てもらうのというのは行政、

まちづくり委員会ともに負担が大きく、効率的ではないので、見直しを行おうとしてきました。今後

は総合計画を基に毎年事業評価を行っていくスタイルに変えていこうと思います。資料２-３の右下

「施策に対応する指標」で示す数値目標に対して、進捗度を測っていくイメージです。今後は総合計

画をベースに毎年評価の確認をしていき、その中で必要があれば、基本は１０年計画としていますが、

途中でも見直す可能性はあります。 

（委員） 

・資料２-２、１５ページのアンケートの母数は何人ですか。 

・また、１６ページのワークショップの参加者は何人ですか。 

・母数が小さいようであれば、あまり参考にはならないと思います。町民参加を推進していく中で、

なるべく多くの町民に参加してもらわなければ、誤ったアンケートや誤った指針に繋がってしまう可

能性があります。 

・２２ページの目標人口について、個人的にはかなり弱気な数字で、これで良いのかなと思っていま

す。全ての目標が、この目標人口に繋がっていると思います。子育て支援をしてもこの目標人口に到

達しなければ、残念ということになります。なので、本当にここに繋がっていくのかということが見

えないと思います。 

・資料２-３のような、さらに細かい計画を掘り下げて作っていくことになっていますが、印象とし

て、計画が重厚長大になりすぎて、計画を作ることが仕事になってきています。本当の目的は、人口

減少に歯止めをかけることが目的であって、その手段として計画を作っているにも関わらず、計画だ

けが膨大になっていると思います。先ほど委員からＰＤＣＡを回す仕組みができていないという話が

ありましたが、１０年に１回のサイクルで回すのでしょうか。１０年に１回しかプランが立たないの

ですから、１０年に１回のサイクルで回すということであれば、現実的ではないと思います。これを

せっせと回していって、原状に即したまちづくりに活かしていくことが大事だと思います。当初の計

画にエネルギーをかけすぎではないでしょうか。 

（まちづくり推進課） 

・ＰＤＣＡのサイクルは１年単位で回します。毎年、事業の見直しを行いますが、総合計画の内容に

ついては、ある程度大幅な変更の必要性が出てこない限りは見直しを行いません。計画等を町で策定

するのは大変ですが、今回は外部に委託していることもあり、スムーズに策定できていると思います。 

・アンケートについては、世帯ごとに回答いただいたので、4789 世帯のうち、1158 世帯から回答を

回収することができました。回収率は２４％で、この手のアンケート調査としては比較的回収率が高

いと聞いています。 
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・２５ページの美瑛町人口ビジョンによる目標人口が弱気ではないかとのご意見については、参考と

した国立社会保障・人口問題研究所の推定を上回る推移ではありますが、現在も美瑛町の人口は減少

しており、現実的な数字を示させていただいています。 

（委員） 

・これでは、目標よりも予想に近いと思います。 

・大きな環境の違いのない市町村でも、プラスになっているところがないわけでもないので、この数

字は現実に即しすぎていると思います。 

（まちづくり推進課） 

・日本全体で人口が減少している状況で、当然理想は人口の増加ですが、人口の奪い合いの中、どこ

まで理想を求めるかは難しいと思います。理想と現実のバランスを見ながら、総合計画の中ではこの

数字を示しているということをご理解いただきたいと思います。 

（委員） 

・資料２-２の１７ページに「持続可能なまちづくり」とあるが、計画を推進するための財政や、我々

が生活していくためのインフラがどのような影響を受けるのか、これから作る基本計画に書かれるの

かもしれませんが、ここに書いてある４行は、最初の２行と後ろの２行がつながっていないと思いま

す。財政規模が縮小して、公共施設・インフラの計画的維持管理など、様々な課題に直面していると

書いてあり、後半は、デジタル技術の活用と行政の効率化で、町民の利便性を向上すれば、持続可能

なまちづくりになるような書き方をしています。町民が一番心配しているのは、本当に財政は大丈夫

なのか、我々の生活環境が維持できるのかということが一番の関心事なのに、それを示すデータがな

いと思います。これからの１０年間の計画は何を基に作られたのか、今までの延長なのか、それとも、

このままいったら出るあるべき姿とのギャップを何とかしようと思えば、今までの事業を全部一回リ

セットして、必要なものから並べていく必要があると思います。そのために、計画に時間をかけるの

は良いと思います。総合計画の案は見やすく、データに基づいて作っていると思いますが、町民から

見ればインフラが大丈夫かなと思っています。みんなが心配していることなので、そこにフィットし

なければ、全戸配布しても町民の共感は得られないと思います。 

・２３ページの「大綱」とはどういう意味か、１、２行で下に書くべきだと思います。 

（まちづくり推進課） 

・大綱という表現が適切か、別の表現がないか、今後検討していきたいと思います。 

・財政分野については、具体的に掲載する事例もありますが、本計画では省かせていただいています。

今後財政がどのようになるのかを詳細まで書くことは難しいですが、大枠の部分であれば記載するこ

とはできると思います。 

・「持続可能なまちづくり」についても、ご指摘のとおりと思いますので、課題の部分を膨らませな

がら、課題と解決策がつながるように検討していきたいと思います。 

・雪はねや子育て支援等の住民生活に関わるような具体的な内容は、小事業一つ一つを記載するよう

にはしませんが、基本計画で記載することになりますので、次回のまちづくり委員会でご報告させて

いただきたいと思います。 
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（委員） 

・人口の話について、町内は分散して住んでいますが、今のままずっとそのようにするのは難しいの

かなと思っています。中心部に集まらなければならないというような将来の話は出ていないのでしょ

うか。 

（まちづくり） 

・出ていません。これからも、基本的に、住み慣れた地域で住み続けるという考え方の中でまちづく

りを行っていくと思います。 

 

（２）その他 

（委員） 

・最近のまちづくり委員会の議案等がＨＰに掲載されていないので、議事録と一緒に掲載した方が良

いと思います。 

（まちづくり推進課） 

・ご指摘のとおりですので、掲載したいと思います。 

（委員） 

・自治基本条例の情報共有について、「分かりやすく提供します」や「分かりやすく説明します」など

と書いてありますが、どのように分かりやすくというのは、また別のところで書かれるものだと思い

ますが、町の中で共通ルールのようなものはあるのでしょうか。それとも、各課で判断するものなの

でしょうか。また、耳や目が不自由な方や日本語がよく分からない方に対する情報保障もどこかでル

ール化されているのでしょうか 

（まちづくり推進課） 

・そのような明確なルールはありませんが、条例の施行に応じて整理を検討していきたいと思います。 

 

４ 閉会 

 



令和４年度 第３回まちづくり委員会議案 

 

日時 令和４年１１月８日（火） 

                       午後６時～ 

                    場所 役場４階委員会室 

 

 

１．開会 

 

 

２．あいさつ 

 

 

３．議案 

 

（１）議題 

 ・自治基本条例策定に係る進捗報告について【まちづくり推進課】 

 

 

 

 ・第６次美瑛町まちづくり総合計画の策定について【まちづくり推進課】 

 

 

 

（２）その他 

 

 

 

４．閉会 



まちづくり委員会資料 

令和４年１１月８日 

 

自治基本条例策定に係る進捗報告について 

 

１ これまでの経緯 

  平成１５年に制定された「住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例」の趣旨を引き継ぎつつも、こ

れからのまちづくりの方向性にあわせた見直しを行うために、令和２年７月から美瑛町まちづくり委

員会の下部組織として「自治基本条例策定専門部会」を設置し、町民及び行政職員により自治基本条

例の策定に係る検討を続けてきた。 

  令和４年８月開催の第２回まちづくり委員会において、専門部会から検討結果及び条例原案の報告

を受け、原案の承認を行ったことで、まちづくり委員会における検討が終了した。 

 

２ 町長に対する検討結果の報告 

  自治基本条例原案をもとに、町長に対し検討結果の報告を行った。 

 （１）日時 

    令和４年８月１７日（水） 午後３時３０分から午後４時００分 

 （２）場所 

    役場２階応接室 

 （３）報告者 

    まちづくり委員会 会長 井口 真幸 氏 

    まちづくり委員会 自治基本条例策定専門部会 部会長 源津 憲昭 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 「2022びえい出会いふれあい祭り」における PR活動 

  幅広い世代に対し、自治基本条例策定の取組みについて周知を図り、認知度を高めることを目的と

して、自治基本条例策定専門部会の協力のもと、「2022びえい出会いふれあい祭り」において次の

とおりＰＲ活動を行った。 

 （１）日時 

    令和４年８月２８日（日） 午前９時００分から午後１時００分 

 （２）場所 

    美瑛町町民センター駐車場 

 （３）実施内容 

①「News みんなで創ろう！自治基本条例」漫画まとめ冊子の配布 

・A５サイズの冊子を５０部作製し、開始２時間で配布が終了した。 

・漫画について、来場者から広報折り込みチラシで見たことがあるという話を伺った。 

資料№1-1 



②美瑛町まちづくりクイズの実施 

・美瑛町及びまちづくりに関するクイズを実施し、正解者に対してノベルティを配布した。 

（ノベルティ：ノートと蛍光ペンセット、色鉛筆セット、手ぬぐい） 

③町民まちづくり提案事業「町民まちづくり提案書」の記入スペースの設置 

   ・２件の提案書の提出があった。 

・クイズへの注目度が高く、ブース担当者全員で対応していたため、呼び込み等はできなかっ

た。 

④自治基本条例策定専門部会の活動紹介パネルの設置 

・専門部会の活動内容をまとめた資料とインタビュー内容を抜粋した資料を作成し、ブースの横

スペースに掲示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 町民コメント（パブリックコメント） 

  自治基本条例原案をもとに取りまとめた自治基本条例素案を公表し、町民コメントの募集を開始し

た。 

 （１）案件名 

    美瑛町自治基本条例（素案）について 

 （２）募集期間 

    令和４年１０月１８日（火）から令和４年１１月１８日（金） 

 （３）公表の方法 

    まちづくり推進課、町民コーナー（役場庁舎１階）、町民センター（１階）、図書館及びビ・エ

ール（２階）に美瑛町自治基本条例（素案）、ご意見記入用紙及びご意見箱を設置するととも

に、町ホームページに掲載し公表を行う。 

 （４）意見の提出方法 

    郵送、ＦＡＸ、電子メール、ご意見箱への投函による。 

 

５ 今後のスケジュール 

  令和４年１１月１８日 町民コメント募集終了 

      １１月 下旬 町民コメント募集結果公表 

      １２月 上旬 令和４年第６回美瑛町議会定例会へ条例案を提出 

  令和５年 ４月 １日 条例施行 



【 町民コメント募集 】 

 
「美瑛町自治基本条例」（素案）に対する 

ご意見を募集します。 
 

令和４年１０月 美瑛町まちづくり推進課 

 

このたび「美瑛町自治基本条例」（素案）を取りまとめましたので、この案に対する町民の

皆さんからのご意見を募集します。 

お寄せいただいたご意見を参考に、条例案を策定する予定です。ご意見の募集期間終了後、

いただいたご意見の概要と、それに対する考え方をまとめ、ホームページで公表します。 

≪ご意見募集要項≫ 

● 意見募集期間 

令和４年１０月１８日（火）から令和４年１１月１８日（金）まで ※期間内必着 

 

● 案の公表方法 

まちづくり推進課（役場庁舎２階）、町民コーナー（役場庁舎１階）、町民センター（１階）、

図書館、ビ・エール（２階）に備え置いています。また、役場ホームページからダウンロー

ドしてご覧になることができます。 

 

● 意見の提出方法 

（１）郵送の場合 

「ご意見記入用紙」に必要事項を記載し、下記まで郵送してください。 

〒071-0292 美瑛町本町４丁目６番１号 美瑛町役場まちづくり推進課 あて 

（２）ファックスの場合 

「ご意見記入用紙」に必要事項を記載し、下記まで送信してください。 

美瑛町役場まちづくり推進課 あて 

ＦＡＸ ０１６６－９２－４４１４ 

（３）電子メールの場合 

  メールタイトルを「条例案について」として、「ご意見記入用紙」データを下記アドレス

に送信してください。 

メールアドレス machi@town.biei.hokkaido.jp 

（４）ご意見箱への投函の場合 

  条例案設置場所に設置している「ご意見箱」に投函してください。 
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● 意見提出ができる方 

（１）町内に住所を有する方 

（２）町内に存する事務所または事業所に勤務する方、町内に存する学校に在学する方 

 

● 留意事項 

（１）ご意見の提出にあたりましては、住所・氏名・年齢・性別をご記入ください。必要事

項の明記がない場合は、ご意見として受け付けられませんのでご注意ください。 

（２）個人情報は、美瑛町個人情報保護条例の規定に基づき、適正に取扱います。また、ご

意見の概要を公表する際は、住所・氏名は公表せず、年代及び性別のみを記載します。 

（３）ご意見の概要を公表する際は、類似意見を集約したり、ご意見を分割したりする場合

がありますので、ご了承ください。 

（４）電話によるご意見の受け付けや、ご意見に対しての個別回答はいたしかねますので、

ご了承ください。 

 

  



「美瑛町自治基本条例」（素案） 

～ ご意見記入用紙 ～ 

 

条例（素案）について、あなたのご意見をお書きください。 

 

 

 

前  文 

 

 

 

 

 

 

 

第  条 

 

 

 

 

 

 

 

第  条 

 

 

 

 

 

 

※記入欄が足りない場合は、別紙にご記入ください。 

 

ふりがな 

氏  名 
 年齢 歳 性別 男 女 

住  所  

※ご意見の提出にあたりましては、住所・氏名・年齢・性別をご記入ください。必要事項の

明記がない場合は、ご意見として受け付けられませんのでご注意ください。 

※個人情報は、美瑛町個人情報保護条例の規定に基づき、適正に取扱います。また、ご意見

の概要を公表する際は、住所・氏名は公表せず、年代及び性別のみを記載します。 

 

美瑛町まちづくり推進課 あて 

ＦＡＸ ０１６６－９２－４４１４ 

E-mail machi@town.biei.hokkaido.jp 



美瑛町自治基本条例（素案） 

 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条～第５条） 

 第２章 情報共有（第６条～第１２条） 

 第３章 町民参加（第１３条～第１８条） 

 第４章 住民投票（第１９条・第２０条） 

 第５章 町民（第２１条～第２４条） 

 第６章 協働・コミュニティ（第２５条～第２８条） 

 第７章 議会（第２９条～第３３条） 

 第８章 行政（第３４条～第３６条） 

 第９章 行政運営（第３７条～第４４条） 

 第１０章 連携・協力（第４５条～第４７条） 

 第１１章 条例の見直し等（第４８条・第４９条） 

 第１２章 雑則（第５０条） 

 附則 

 

前文 

 私たちのまち美瑛町は、十勝岳連峰を背景に、どこまでも波のように続く丘

陵地帯が広がり、農業の営みと自然との共生が創り出す美しい景観が多くの人

に愛されているまちです。 

今日の美瑛町は、開拓以来、十勝岳の噴火、水害、冷害、丘陵地における農

業の困難さといった多くの苦難と試練を乗り越え、まちの発展に尽くされた多

くの先人により築き上げられたものです。 

 私たちは、先人が築いてきた地域資源や精神を次世代を担う子どもたちに引

き継ぎ、新しい時代に対応できる持続可能なまちづくりを進めていかなければ

なりません。 

 そのためには、町民一人一人が主体となって積極的にまちづくりへ参加する

とともに、町民、議会及び行政がそれぞれの役割を認識し、一体となって地域
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課題の解決に取り組む必要があります。 

 私たちは、「住み良いまち美瑛」の実現を目指し、町民、議会及び行政が町民

主体の自治を確立するための基本となる美瑛町自治基本条例を制定します。 

   第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、美瑛町の自治に関する基本理念と基本原則を定め、町民

の権利及び役割並びに議会及び行政の責務を明らかにするとともに、議会、

行政及び地域社会の自治の推進に関する基本的事項と仕組みを定めることに

よって、町民主体の自治を実現することを目的とします。 

 （用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定め

るとおりとします。 

（１） 町民 町内に住所を有する者（以下「住民」といいます。）、町内で働

く者、町内で学ぶ者及び事業者をいいます。 

（２） 事業者 町内で事業活動その他の活動を行う団体又は個人をいいます。 

（３） 行政 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及

び固定資産評価審査委員会をいいます。 

（４） 町政 議会と行政が担う自治の活動をいいます。 

（５） コミュニティ 町内会等の地縁組織及びまちづくりに関して町民が主

体性をもって組織し、活動する団体等をいいます。 

 （基本理念） 

第３条 町民、議会及び行政は、美瑛町町民憲章の精神を尊重するとともに、

町民が誇れる住み良いまちの実現を図ることを基本理念とし、町民主体の自

治を推進します。 

 （基本原則） 

第４条 町民、議会及び行政は、次の各号に掲げる基本原則に基づき、美瑛町

の自治を推進するものとします。 

（１） 町民主体の原則 町民は、自治の主体であり、その自治の一部を議会

及び行政に信託します。 

（２） 情報共有の原則 町民、議会及び行政は、町政に関する情報を共有し



ます。 

（３） 町民参加の原則 町政及び地域社会の自治は、町民参加の下に行われ

ることを基本とします。 

（４） 協働の原則 町民、議会及び行政は、協働して地域課題の解決を図り

ます。 

（５） 多様性尊重の原則 町民、議会及び行政は、年齢、性別、国籍、障が

いの有無、その他多様性を尊重します。 

 （条例の位置づけ） 

第５条 この条例は、美瑛町の自治の基本を定めるものであり、町民、議会及

び行政は、この条例を最大限に遵守しなければなりません。 

   第２章 情報共有 

 （情報の共有） 

第６条 町民、議会及び行政は、情報の共有が町民主体の自治の実現の基本で

あることを認識するとともに、互いに町政に関する情報を伝え合い、共有し

ます。 

 （情報の提供） 

第７条 議会及び行政は、開かれた町政を推進するため、町政に関する情報を

適切な時期に適切な方法で分かりやすく町民に提供します。 

 （説明責任） 

第８条 行政は、公正で開かれた町政を推進するため、町民から説明を求めら

れた場合には、町の政策及び施策の企画、立案、実施及び評価のそれぞれの

過程において、その経過、内容、効果等を町民に分かりやすく説明します。 

 （情報公開） 

第９条 町民は、町政に関する情報の開示を求める権利を有します。 

２ 議会及び行政は、町民から町政に関する情報の開示を求められたときは、

美瑛町情報公開条例（平成１５年美瑛町条例第２号）の規定により、情報を

公開します。 

 （個人情報保護） 

第１０条 議会及び行政は、個人の権利や利益が侵害されないよう、その保有

する個人情報について、美瑛町個人情報保護条例（令和５年美瑛町条例第●



号。以下「個人情報保護条例」といいます。）及び美瑛町議会の個人情報保護

条例（仮）の規定により、適切な保護を図ります。 

 （町民の意見等） 

第１１条 議会及び行政は、町民の意見、提言及び要望に対し、迅速かつ誠実

に対処するとともに、町政への反映に努めます。 

２ 議会及び行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかに次の事項を町民

に公表します。ただし、規則で定める場合は除きます。 

（１） 意見等の内容 

（２） 意見等の検討結果及びその理由 

３ 議会及び行政は、提出された意見等の検討経過について記録し、適切に管

理します。 

 （会議の公開） 

第１２条 行政は、附属機関及びこれに類するもの（以下「審議会等」といい

ます。）の会議は、町民に公開します。 

２ 行政は、前項で規定する会議を公開することが適当ではないと認められる

ときは、非公開とすることができます。 

   第３章 町民参加 

 （町民参加の基本） 

第１３条 町民は、美瑛町の自治の主体であるという基本原則に基づき、町政

に参加することを基本とします。 

２ 議会及び行政は、広く町民の意見等を求め、町政に町民の意思を反映する

ことを基本とします。 

３ 議会及び行政は、町政へ広く町民が参加する機会を保障します。 

４ 議会及び行政は、町民が町政への参加又は不参加を理由として不利益を受

けないよう配慮します。 

５ 議会及び行政は、子どもに対し、それぞれの年齢にふさわしい方法により、

町政に参加する機会を確保します。 

 （町民参加の対象） 

第１４条 行政は、次の各号に掲げる事項を実施するときは、町民参加を求め

ます。 



（１） 美瑛町まちづくり総合計画（以下「総合計画」といいます。）の基本構

想及び基本計画並びに各施策の基本となる計画の策定又は見直し 

（２） 政策に関する基本方針の制定並びに町民の権利及び役割に関する条例

の制定、改正又は廃止 

（３） 広く町民が利用する町の施設の新設、改良又は廃止の決定 

（４） 広く町民が利用する町の施設の利用方法の決定 

（５） 事務及び事業を効果的かつ効率的に推進するための外部評価の実施 

（６） 町民の生活に大きな影響を及ぼす施策の決定 

（７） 前各号のほか、町民参加が望ましいと思われる事項 

２ 行政は、軽微な事項、法令の規定による事項、緊急その他やむを得ない理

由がある事項、又は別に規則に定めるところにより、町民参加を求めること

が困難若しくは不適当である事項については、町民参加を求めないことがで

きます。 

 （町民参加の方法） 

第１５条 行政は、前条第１項に規定する各号の事項を実施するときは、次の

各号のいずれか又は複数の方法により、適切な時期に町民参加を求めます。 

（１） 審議会等の会議の開催 

（２） 意見交換会の開催 

（３） 町民コメント制度（パブリックコメント）の実施 

（４） アンケート調査の実施 

（５） その他適切な方法 

 （提出された意見等の取扱い） 

第１６条 行政は、前条に規定する町民参加の方法によって寄せられた意見等

を総合的に検討します。 

２ 行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかにかつ多様な方法を用いて

次の各号の事項を町民に公表します。ただし、個人情報保護条例の規定によ

り公表することが適当でないと認められるときは、この限りではありません。 

（１） 意見等の内容 

（２） 意見等の検討結果及びその理由 

 （審議会等の委員の選任） 



第１７条 行政は、行政運営に公平で、かつ、広く町民の意見等が反映される

よう、規則で定める場合を除き、次の各号に掲げる事項に配慮し審議会等の

委員を選任します。 

（１） 定数の一部に公募による委員を含めます。 

（２） 委員の年齢、性別等の均衡を図ります。 

（３） 他の審議会等との重複を必要最小限にします。 

 （美瑛町まちづくり委員会の設置） 

第１８条 町長は、まちづくりへの町民参加を推進するため、美瑛町まちづく

り委員会を設置します。 

２ 美瑛町まちづくり委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め

ます。 

   第４章 住民投票 

 （住民投票） 

第１９条 町長は、町政に関わる重要事項について、直接、住民の意思を確認

する必要があるときは、別に条例を定め、住民投票を実施することができま

す。 

２ 住民投票に参加できる者の資格及びその他住民投票の実施に必要な事項並

びに住民投票が成立する要件は、前項に定める条例に規定します。 

３ 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。 

 （住民投票の請求等） 

第２０条 議会の議員及び町長の選挙権を有する住民は、地方自治法（昭和 

２２年法律第６７号。以下「法」といいます。）の定めるところにより、その

総数の５０分の１以上の者の連署をもって、住民投票条例の制定を町長に請

求することができます。 

２ 議会の議員は、法の定めるところにより、議員の定数の１２分の１以上の

賛成を得て、住民投票条例の制定を議会に発議することができます。 

   第５章 町民 

 （町民の権利） 

第２１条 町民は、町政に関する情報について知る権利を有します。 

２ 町民は、町政に参加する権利を有します。 



３ 町民は、行政サービスを受ける権利を有します。 

 （町民の役割） 

第２２条 町民は、自治の主体であることを認識し、自治を推進するために、

主体的かつ積極的に町政へ参加することに努めます。 

２ 町民は、町政へ参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つよ

う努めます。 

３ 町民は、行政サービスを受けるために、応分の負担を負うものとします。 

 （子どもの権利） 

第２３条 子どもは、より良い環境の中で健やかに育つ権利を有します。 

２ 子どもは、地域社会の一員として、町政に参加する権利を有します。 

３ 町民、議会及び行政は、子どもの権利が保障されるよう必要な支援を行い

ます。 

 （事業者の役割） 

第２４条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的役割を認識し、

互いに調和を図り、まちの発展のために寄与するよう努めます。 

   第６章 協働・コミュニティ 

 （協働） 

第２５条 町民、議会及び行政は、地域課題の解決を図るため、協働の推進に

努めます。 

２ 行政は、町民との協働による自治を推進するために、必要な支援を行うよ

う努めます。 

 （コミュニティの役割） 

第２６条 コミュニティは、地域社会において自らできることを考え、行動し、

地域課題の解決に向けて取り組むよう努めます。 

２ コミュニティは、多くの町民が参加しやすい環境づくりに努めます。 

３ コミュニティは、相互の連携を積極的に図るとともに、議会及び行政と協

働し、活動の充実に努めます。 

 （町民とコミュニティ） 

第２７条 町民は、自由にコミュニティを形成し、活動することができます。 

２ 町民は、コミュニティの役割を尊重し、コミュニティを守り、育てるよう



努めます。 

 （行政とコミュニティ） 

第２８条 行政は、コミュニティの自主性と自立性を尊重し、コミュニティ活

動を促進するため必要な支援を行うよう努めます。 

   第７章 議会 

 （議会の役割） 

第２９条 議会は、選挙で選ばれた住民の代表機関として、町の意思を決定し

ます。 

２ 議会は、言論の府であること及び合議制の機関であることを基本とし、会

議における自由な討議を尊重しなければなりません。 

３ 議会は、議決による意思決定の過程及び妥当性を町民に分かりやすく説明

しなければなりません。 

 （議会の権限） 

第３０条 議会は、条例、予算、決算、財産及び政策執行等に関わる意思決定

を行います。 

２ 議会は、行政の事務に関する検査、監査請求及び調査等の監視の権限を有

します。 

 （議会の責務） 

第３１条 議会は、この条例の基本理念にのっとり、将来に向けたまちづくり

の展望をもって課題を的確に把握し、活動する責務を有します。 

２ 議会は、町民の意見を丁寧に聴き、議会運営について町民に説明する責務

を有します。 

 （議員の責務） 

第３２条 議員は、この条例の基本理念にのっとり、町民の信託に対する自ら

の責任を果たさなければなりません。 

２ 議員は、住民から選ばれた公職者として、常に町民意思の的確な把握及び

自己研鑽を図るとともに、政策提言の充実に努めなければなりません。 

３ 議員は、高い倫理観の下、誠実にその職務を行い、自らの発言及び行動に

責任を持たなければなりません。 

 （町民との情報共有と町民参加） 



第３３条 議会は、本会議及び委員会の運営に当たり、公聴会制度及び参考人

制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映

します。 

２ 議会は、町民からの請願及び陳情を政策提案と位置つけ、その審議におい

て必要な場合は、これらの提案者の意見を聴く機会を設けます。 

３ 議会は、町民との意見交換の場を設け、これにより政策提案を行うよう努

めます。 

４ 議会は、広報紙の発行及びインターネットによる議会中継の実施等により

議会及び議員活動の情報提供の充実を図り、議会における意思決定の過程及

びその結果に関する情報を町民に提供します。 

   第８章 行政 

 （町長の責務） 

第３４条 町長は、この条例の基本理念にのっとり、町民の信託に応え、公正

かつ誠実に行政運営を行わなければなりません。 

２ 町長は、職員を適切に指揮監督し、町民の意向や政策課題に的確に対応で

きる知識と能力を持った人材の育成を図り、効率的な組織体制を整備しなけ

ればなりません。 

３ 町長は、中長期的な視点に立ち、常に経営感覚を持ち、健全な自治体運営

に努めなければなりません。 

４ 町長は、町民との意見交換の場を設けなければなりません。 

 （行政の責務） 

第３５条 行政は、この条例の基本理念にのっとり、町民及び議会と連携及び

協力して事業を執行することを基本とします。 

２ 行政は、条例、予算その他の議会の議決並びに法令等に基づく事務及び事

業を、誠実に管理し、公正に執行しなければなりません。 

３ 行政は、広く町民の意思を反映した行政運営を行うため、情報共有と町民

参加を進め、連携及び協力して事務及び事業を執行しなければなりません。 

４ 行政は、事務及び事業を効果的かつ効率的に執行し、町民の満足度を高め

る行政運営に努めなければなりません。 

（職員の責務） 



第３６条 職員は、この条例の基本理念にのっとり、町民の視点に立ち、高い

倫理観の下、公正かつ誠実に職務を遂行し、町民との信頼関係を構築しなけ

ればなりません。 

２ 職員は、町民の意向や政策課題に的確に対応するため、自ら政策形成能力

の向上に努めなければなりません。 

３ 職員は、互いに横断的な連携を密にするとともに、積極的に町民と連携し

て職務を遂行しなければなりません。 

   第９章 行政運営 

 （総合計画） 

第３７条 行政は、美瑛町の目指す将来の姿と取り組むべき政策及び施策を明

らかにし、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、総合計画を策定します。 

２ 総合計画に関して必要な事項は、美瑛町まちづくり総合計画の策定と運用

に関する条例（令和５年美瑛町条例第●号）で定めます。 

 （まちづくり評価） 

第３８条 行政は、行政運営を進めるに当たり、適正な評価（以下「まちづく

り評価」といいます。）を行うとともに、その結果が町政に反映するよう努め

ます。 

 （評価の公表） 

第３９条 行政は、まちづくり評価の結果を町民に公表します。 

２ 前項の結果の公表は、政策及び事業等の目標や成果を、適切な時期に、町

民に分かりやすく示します。 

 （財政運営） 

第４０条 行政は、総合計画及びまちづくり評価を踏まえ、中長期的な視点の

下に財政運営計画を策定します。 

２ 行政は、財政運営計画に基づく予算の編成及び執行を行い、健全な財政運

営を行います。 

３ 行政は、予算、決算及び財政状況等について分かりやすい資料を作成の上、

町民に公表します。 

 （行政手続） 

第４１条 行政は、町民の権利利益の保護に資するため、処分、行政指導及び



届出に関する手続を明らかにし、公正の確保と透明性の向上を図ります。 

２ 行政手続に関して必要な事項は、美瑛町行政手続条例（平成９年美瑛町条

例第１号）で定めます。 

 （政策法務） 

第４２条 行政は、すべての職員の法務能力の向上に努めるとともに、法令の

解釈に当たっては、調査研究を重ね、自主的かつ適正な運用に努めます。 

２ 行政は、自主的で質の高い行政運営を行うため、法務に関する体制を充実

し、条例等の整備を積極的に行います。 

 （危機管理） 

第４３条 行政は、災害や事故などから町民の身体、生命及び財産を守り、町

民が安全で安心して暮らせるよう危機管理体制を整備します。 

２ 行政は、町民及び関係機関と協力し、連携を図り、災害や事故などに備え

ます。 

３ 前２項に規定する危機管理に関し必要な事項は、別に定めます。 

 （出資法人） 

第４４条 行政は、法第２２１条第３項の法人（以下「出資法人」といいます。）

に関し、町からの出資、補助及び経営状況等について、毎事業年度、町民に

公表します。 

２ 行政は、出資法人に対し、その運営が出資の目的に適合していること、適

正であること及び町民の利益となることについて、指導及び監督します。 

   第１０章 連携・協力 

 （町外の人々との連携及び協力） 

第４５条 町民、議会及び行政は、住みよい豊かなまちをつくるため、社会、

経済、農業、観光、環境等様々な分野において、町外の人々との連携及び協

力を図ります。 

２ 町民、議会及び行政は、国際的な視点で物事を考えることの重要性を認識

し、積極的に国際社会との交流を図るとともに、そこから得られた知恵や情

報をまちづくりにいかすよう努めます。 

（国及び北海道との連携及び協力） 

第４６条 町は、国及び北海道と互いの役割分担を明確にし、効率的な行政運



営や課題の解決のため、連携及び協力を図ります。 

 （他の市町村等との連携及び協力） 

第４７条 議会及び行政は、共通する広域的な課題を解決するため、他の市町

村等との連携及び協力を図ります。 

   第１１章 条例の見直し等 

 （条例等の見直し） 

第４８条 町長は、この条例の施行の日から４年を超えない期間ごとに、各条

項がこの条例の理念を踏まえ、美瑛町にふさわしく、社会情勢に適合してい

るかを検討するものとします。 

２ 町長は、前項に規定する検討に当たっては、次条に定める美瑛町自治推進

委員会に必要な意見を求めるものとします。 

３ 町長は、前２項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に

基づく事項を見直すことが適当であると判断したときは、必要な措置を講ず

るものとします。 

 （美瑛町自治推進委員会の設置） 

第４９条 この条例を守り育て、実効性を高めるため、町長の附属機関として

美瑛町自治推進委員会（以下「推進委員会」といいます。）を設置します。 

２ 推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。 

   第１２章 雑則 

 （施行規定） 

第５０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行します。 

 （住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例の廃止） 

２ 住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例（平成１５年美瑛町条例第４号）

は廃止します。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の住み良いまち美瑛

をみんなでつくる条例第２０条の規定により設置されている美瑛町まち



づくり委員会は、第１８条第１項の規定により設置されたまちづくり委員

会とみなします。 
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まちづくり委員会資料  

令和４年１１月８日 

 

第６次美瑛町まちづくり総合計画の策定について 

 

１ 計画策定の目的 

  本計画は、美瑛町のまちづくりにおける最上位計画として位置づけられており、現行計

画である第５次美瑛町まちづくり総合計画は、平成２８年度から１０年間を計画期間と

しているが、令和２年度に中間年を迎え新たな体制によるまちづくりがスタートしたこ

となどから、現行計画を全面改訂し、第６次美瑛町まちづくり総合計画の策定を行う。 

   

２ 美瑛町共有ビジョンについて 

  まちの将来のありたい姿を描き、実現するための目標であり、令和２～３年度の町民ま

ちづくりワークショップにて町民と役場職員の協働により策定したもので、ビジョンで

掲げた７つの柱を基本とした新たな総合計画を策定する。 

 

 

 

資料２－１ 
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○第１期まちづくりワークショップ（令和２年度） 

 

 

 

○第２期まちづくりワークショップ（令和３年度） 
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３ これまでの経過と今後のスケジュール 

 〇令和２年度  

・第１期町民まちづくりワークショップ開催（新型コロナにより次年度繰越） 

  ・産業連関分析業務実施 

 〇令和３年度  

・第１期町民まちづくりワークショップ開催（前年度繰越） 

  ・美瑛町共有ビジョン策定 

  ・第２期町民まちづくりワークショップ開催 

  ・地域経済分析業務実施 

 〇令和４年度 

４月１５日 第６次美瑛町まちづくり総合計画策定業務契約締結（請負業者：株式会

社ぎょうせい北海道支社、業務概要：計画本編及び概要版の作成） 

６月１７日 議会にて美瑛町まちづくり事務審査特別委員会設置 

６月２０日 第１回企画委員会 

６月２１日 職員研修「第６次美瑛町まちづくり総合計画基本計画説明会①」開催 

６月２２日 職員研修「第６次美瑛町まちづくり総合計画基本計画説明会②」開催 

   ６月２８日 第１回まちづくり委員会 

   ９月２８日 第２回企画委員会 

  １０月 ４日 町長ヒアリング・各課ヒアリング① 

  １０月１７日 各課ヒアリング② 

  １０月１８日 各課ヒアリング③ 

  １１月 ８日 第３回まちづくり委員会 

～ 以降、策定の進捗状況を勘案しながら企画委員会・まちづくり委員会を開催 ～ 

  翌１月中旬  パブリックコメント実施 

   ３月上旬  議会上程 

   ３月下旬  議会議決 

   ４月１日  計画期間開始（計画の公表及び概要版の町内全戸配布） 

 

４ 第６次計画案（基本構想）について 

  資料２－２のとおり 

 

５ 第６次計画案（基本計画）について 

  資料２－３のとおり 

 

６ 第５次計画施策評価について 

  資料２－４のとおり 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６次 美瑛町まちづくり総合計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５（2023）年４月 

北海道 美瑛町 

 

資料２－２ 



 

 

美瑛町名の由来 

美瑛はアイヌ語の「ピイェ」より転訛したもので、「油こい川、油ぎった川」が

語源で、いずれの土地を堀っても濁水がわき出す、という意味です。 

本町の開拓者は「ビエイ」となまって呼びました。「美」は美しさを表し「瑛」

は王者のごとく、そして明朗な意味を含むことから採用され、美瑛と命名されま

した。 

 

 

町章（昭和 38 年２月制定） 

 
美瑛町の源であり、町のシンボルともいうべき存在の「十勝岳」をかたどり、

あわせて町名の第一字「び」を図案化したもので、常に雄々しく伸びる町の発展

性とひらがな字体で町民の親和を表したものです。 

 

 

美瑛町町民憲章（昭和 38 年２月制定） 

町民としての自覚と誇りをもち、あすへむかって力強く歩みを進めるために、

町民の総意をこめて、格調高く平明な文で構成されています。 

 
 

 

わたくしたちは、美瑛町の町民であることに誇りと責任を感じ、こ

の憲章をかかげてその実践につとめましょう。 

 

１．心もからだもすこやかに、りっぱにつとめをはたしましょう。 

１．互にむつみ話しあい、楽しい家庭をつくりましょう。 

１．きまりを守り助けあい、明るい社会をつくりましょう。 

１．自然を愛し文化をたかめ、豊かな郷土をつくりましょう。 
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第１章 総論 
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１．計画の策定にあたって 

なだらかな波状丘陵と雄大で緑豊かな自然

環境が魅力のまち 

本町は、北海道のほぼ中央の十勝岳連峰と夕張

山系との間に位置し、江戸時代末期からこれまで

に、５回にわたって十勝岳の噴火による災害に見

舞われましたが、噴火により堆積した火山灰と土

石流が長い年月をかけて浸食されて形成された

波状丘陵が、今では多くの観光客を魅了する本町

の自然資産となっています。 

平成 17（2005）年には、本町を含む７つの町村により「日本で最も美しい村」連合を発足させ、

失ったら二度と取り戻せない美しい景観を、まちの財産として次の世代に伝える取組を行ってい

ます。 

本町は、まちづくりの指針とする「住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例」、まちの資産であ

る景観を次の世代に引き継ぐため「美瑛の美しい景観を守り育てる条例」を制定しており、これ

らの条例に基づき、町民との対話と協働のもと、まちの成り立ちを支える基幹産業である畑作農

業を含めた環境の保全と地域力の強化を地域全体の方向とし、豊かで潤いのある田園居住環境創

造を目指してきました。 

しかしながら、近年、日本全体として危惧される少子高齢化と大都市圏への人口の一極集中、

新型コロナウイルス感染症をはじめとする各種感染症の感染拡大、国家間の友好関係の変化によ

る経済への影響、気候変動に伴う自然災害の大規模化など、様々な要因により地方自治の継続性

が危ぶまれています。 

美しく豊かで、持続可能な田園都市の創造に向けて 

本町においても、昭和 35（1960）年をピークに

人口減少が続いており、少子高齢化の進行による

地域力の低下が危惧されています。また、近年の

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により観

光分野をはじめとするあらゆる産業において、大

きな打撃を受けることとなりました。 

このような中、地方においては、持続可能で自

立した行財政基盤の確立、自治体間の広域連携体

制の確立、公民協働による地域力の強化等、様々

な方面での取組が求められています。 

「第６次美瑛町まちづくり総合計画」は、「10 年先の美瑛町」を見据え、私たちが直面する様々

な課題と向き合い、まちが取り組むべき施策を体系化するとともに、行政と町民が未来の美瑛町

のあるべき姿を共有するため、本町のまちづくりの最上位計画として策定するものです。 
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２．計画の位置づけ 

「第６次美瑛町まちづくり総合計画」は、下記の性格を有しています。 

（１）まちづくりの最上位計画 

本計画は、今後 10 年間で本町が目指すまちづくりの方向性と、これを実現するために本町が

実施すべき分野別の施策を体系化するものであり、本町が策定するあらゆるまちづくり構想や個

別計画の基礎となるものです。 

このため、まちが直面する地域課題に対応しつつ、国、北海道の各種関連計画や法令・条例等

との整合をとり、民間が実施する事業に対しても積極的な働きかけができる計画とします。 

（２）関連計画との整合 

本計画は、町の各種個別計画との連携、整合を図りながら、計画の推進を図っていくものとし

ます。 

町の関連計画との関係 
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３．計画の構成と期間 

（１）計画の構成 

本計画は、「総論」、「基本構想」、「基本計画」の３部構成とします。 

計画の構成 

総論 
計画策定の趣旨や枠組み、位置づけなど、計画策定に必要となる基本的な要素

を示すものです。 

基本構想 
美瑛町が今後目指すべき方向性と、まちの将来像を明らかにするとともに、基

本的な施策分野の方向性を示すものです。 

基本計画 
基本構想で示されたまちの将来像を実現するために、基本的な施策分野別に

推進すべき個別施策と具体的な内容及び目標を体系的に整理するものです。 

（２）計画の期間 

本計画の期間は、令和５（2023）年度から令和 14（2032）年度までの 10 年間とします。 

なお、計画期間中は、PCDA の考え方による定期的な点検・評価を行うとともに、必要に応じ

た修正を検討・実施するものとします。 

計画の期間 

 

 

令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

基本構想（10年）

基本計画（10年）

PDCAサイクルに基づく、定期的な点検・評価

PDCA とは？ 

PLAN（計画）、DO（実施）、CHECK（評価）、

ACTION（改善）の４つの視点をプロセスの中に取り

込むことで、プロセスを不断のサイクルとし、継続的

な改善を推進するマネジメント手法のことです。 

計画 実施 

評価 改善 
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４．美瑛町を取り巻く社会の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

少子高齢化に伴う人口減少は、今や国家規模の課題となっており、

一部の地域を除いて深刻な状況です。本町も例外ではなく、総人口は

昭和 35（1960）年の 21,743 人をピークに右肩下がりで減少してお

り、令和２（2020）年の国勢調査では初めて一万人を下回り、9,668

人となりました。 

さらに、人口の大都市圏一極集中が進み、地方からの人口流出も大

きな課題となっており、特に将来の地方をけん引する若い世代の人材

確保が急務となっています。 

少子高齢化と人口減少 

情報通信技術の利活用により、私たちの

通信環境はさらに高速に、より便利になっ

ています。 

また、ロボットやドローン、AI は、私た

ちにとって身近なものになりつつあります 

高度情報社会の到来 

平成 31（2019）年に発生した新型コロ

ナウイルス感染拡大は、厳しい行動制限

や、非接触・非対面の推奨など、私たちの

生活に大きな変化をもたらしました。 

新型コロナウイルス感染拡大 
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北海道では、胆振東部地震が記憶に新し

いところですが、世界有数の地震大国とも

いえるわが国では、大規模な地震災害に備

える必要があります。 

また、日本各地で異常気象ともいえる豪

雨災害や豪雪被害が報告されるようにな

りました。 

災害の大規模化 

政府は 2050 年までに温室効果ガスの排出を全体と

してゼロにする、カーボンニュートラルを目指すこと

を宣言しました。 

本町も、令和４（2022）年４月に 2050 年までに二

酸化炭素の排出量実質ゼロに取り組む「ゼロカーボン

シティ宣言」を表明しています。 

脱炭素への要請 

医療技術の高度化に伴い、我が国の平均寿命は世界

第１位となっています。 

人生 100 年次代を迎え、一億総活躍社会に向けた働

き方の提案が求められているほか、年齢、性別、障が

いの有無等に関わらず、すべての人が活躍できる社会

の実現が求められています。 

一億総活躍社会の進展 
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５．美瑛町の現状 

（１）人口 

ア．総人口と高齢化の現状 

町の総人口と高齢化率の推移 

 
（資料）国勢調査 

本町の人口は、一貫して減少傾向で推移しています。 

さらに、高齢化の進行も深刻で、最新の国勢調査結果（令和２（2020）年）では、町の総人口

の３人に１人（38.8％）が 65 歳以上の高齢者となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

14,826
13,975

12,769
12,106 11,902 11,628

10,956
10,292

9,668

10.9% 13.5%
17.4%

21.9%
26.5%

30.6% 33.5% 36.3% 38.8%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0

5,000

10,000

15,000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

（人）

総人口 高齢化率

 
2000 年 2020 年 増減 

0～14 歳 12.2% 9.6% -2.6% 

15～64 歳 61.3% 51.6% -9.7% 

65 歳以上 26.5% 38.8% 12.3% 

20 年間で

12.3％の増加 

26.5%

38.8%

0.0% 50.0% 100.0%

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

0～14歳 15～64歳 65歳以上

年齢３区分別人口割合の推移 

（資料）国勢調査 
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イ．人口動態 

自然動態（出生数と死亡数の推移） 

 
（資料）「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」 

2012 年までは年度データ、2013 年以降は年次データ。2011 年までは日本人のみ、2012 年以降は外国人を含む数字。 

平成 12（2000）年から令和２（2020）年までの出生・死亡数の推移をみると、本町では平成

17（2005）年ごろから死亡数が出生数の２倍以上を記録するようになっています。 

近年では出生数が 50 人を下回る年が増えており、自然減が加速しています。 

 

社会動態（転入数と転出数の推移） 

 
（資料）「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」 

2012 年までは年度データ、2013 年以降は年次データ。2011 年までは日本人のみ、2012 年以降は外国人を含む数字。 

平成 12（2000）年から令和２（2020）年までの転入・転出数の推移をみると、本町では慢性的

な転出超過の状態が続いていることがわかります。 

 

103
77 92 80 86 75 63 50 64 66 72 67 60 72 53 64 47 56 36 49 42

-117-125
-102

-131-125
-167

-135-134
-156

-125
-158-148-156-143

-136
-159-165-156-153-156

-141

-14
-48

-10
-51 -39

-92 -72 -84 -92
-59

-86 -81 -96
-71 -83 -95

-118-100-117-107 -99

-300

-200

-100

0

100

200

300

（人）

出生数 死亡数 自然増減

510 494 446 466 392 422 367 357 363 374 340 307 359 344
369 345 325 327 359 368 306

-492-536
-471

-528-486-478
-448-444-407

-377-347-345-389-380-373-404
-309-349

-407-392
-342

18
-42 -25 -62 -94 -56 -81 -87 -44

-3 -7 -38 -30 -36 -4 -59
16 -22 -48 -24 -36

-800

-400

0

400

800

（人）

転入数 転出数 社会増減



 

10 

ウ．人口の流入元と流出先 

 

 

 

本町への人口の流入元及び本町からの人口の流出先は、そのおよそ７割近くが旭川市となって

います。 

また、その他の流入元、流出先についても、上位７位までは概ね同じ地域となっており、本町

の人口移動は、主に隣接した地域で行われています。 

 

（資料）国勢調査（平成 27（2015）年） 

本町への流入者数の内訳 

69.0%

1位 北海道旭川市 (689人)

2位 北海道上富良野町 (106人)

3位 北海道東神楽町 (64人)

4位 北海道東川町 (39人)

5位 北海道富良野市 (31人)

6位 北海道中富良野町 (16人)

7位 北海道札幌市 (9人)

8位 北海道鷹栖町 (6人)

9位 北海道当麻町 (6人)

10位 北海道芦別市 (4人)

その他(28人)

流入総数 
998 人 

本町からの流出者数の内訳 

69.1%

1位 北海道旭川市 (746人)

2位 北海道上富良野町 (97人)

3位 北海道東神楽町 (52人)

4位 北海道富良野市 (50人)

5位 北海道東川町 (39人)

6位 北海道札幌市 (16人)

7位 北海道中富良野町 (9人)

8位 北海道当麻町 (5人)

9位 北海道雨竜町 (4人)

10位 北海道名寄市 (3人)

その他(58人)

流出総数 
1,079 人 

近隣での人口

移動が中心 
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（２）産業の特性 

ア．町内生産の現状 

町内産業の生産額と粗付加価値額 

 
（資料）美瑛町産業調査による（令和３（2021）年） 

本町の町内生産額は「農業、林業」が最も大きくなっています。しかしながら、粗付加価値1率

は 37.6％と低く、今後の高付加価値化が求められます。 

一方、「不動産業、物品賃貸業」は町内生産額では「農業、林業」を大きく下回るものの、粗付

加価値が最も高い 85.7％となっています。 

                                                      
1 粗付加価値とは、生産活動により新たに付加された価値をいう。中間投入（各産業部門の生産活動のために購入される原材料・燃料

等の財及びサービスに要する費用）に粗付加価値を加えたものが域内生産額となる。粗付加価値額を国内生産額で除した割合が粗付加

価値率である。 

1,382,063

393

780,657

569,259

69,300

14,233

279,757

584,158

76,791

357,519

319,860

23,946

50,953

371,787

202,878

797,104

30,213

519,164

255

383,461

202,803

35,301

6,943

192,171

432,022

55,489

306,244

141,820

16,821

38,261

218,379

116,830

637,659

14,351

0 500,000 1,000,000 1,500,000

Ａ 農業、林業

Ｂ 漁業

Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業

Ｄ 建設業

Ｅ 製造業

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業

Ｇ 情報通信業

Ｈ 運輸業、郵便業

Ｉ 卸売業・小売業

Ｊ 金融業・保険業

Ｋ 不動産業、物品賃貸業

Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業

Ｍ 宿泊業、飲食サービス業

Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業

Ｏ 教育、学習支援業

Ｐ 医療、福祉

Ｑ 複合サービス事業

Ｒ サービス業（他に分類されないもの）

Ｓ 公務（他に分類されるものを除く）

Ｔ 分類不能の産業

（万円）

町内生産額

粗付加価値

粗付加価値率 37.6％ 

粗付加価値率 85.7％ 



 

12 

イ．町内産業の漏れ穴分析 

美瑛町では、令和３（2021）年、本町に存在する事業者を対象に生産額や支出におけるコスト

構造等をアンケート調査し、今後の政策立案やまちの将来を検討するための基礎資料として漏れ

穴分析を実施しました。 

人口が減っていくことで経済規模も縮小することが予想される中、その対策として、漏れバケ

ツ理論が注目されています。これはまちの経済をバケツに見立て、漏れている個所を把握し、塞

ぐための改善をすることでまちの中に貯まるあるいは循環するお金が増えるという考え方です。 

各部門のお金の漏れ（漏れ穴分析） 

 
（資料）美瑛町産業調査 

令和３（2021）年に実施した美瑛町産業調査によると、全産業由来のお金の漏れ額（移輸入2額）

は約 114 億円でした。そのうち上位 10 部門のみで全体の 90%を占めることがわかりました。 

                                                      
2 町外で生産された商品を町内へ購入してくること。 

商業

3,618

公務

1,852畜産

1,359

建設

1,024

その他の飲食料品

728

農業サービス

509

木材・木製品

401

飼料・有機質資

料・たばこ

369

その他の運輸業

255

耕種農業

198

その他

1,135

お金の漏れ 
11,448（全体） 

（単位：100万円） 
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ウ．町内産業のひび割れ分析 

町内産業の「ひび」とは、事業所が撤退・廃業し、地域からなくなる予兆で、経済規模の縮小

に対し、有効な対策を講じるためには、漏れ穴と共に「ひび割れ」が起きている個所がないか点

検し、対策を講じる必要があります。 

本町の経済において、将来起こり得るリスクを最小限にするため、令和３（2021）年、地域経

済に関するアンケート情報をもとに、町内産業における「ひび」割れた箇所を把握する「ひび割

れ分析」を実施しました。 

後継者なし及び不明かつ経営者が 60 歳以上及び不明の売上高及び割合 

 
（資料）美瑛町産業調査 

後継者なし及び不明で経営者が 60 歳以上及び不明を産業別に着目すると、27 部門中 14 部門

が全体の売上高 50%を超え、さらに 10 事業が 90%以上という結果となりました。 

商業は 74%となっており、リスク額が 97 億 53 百万円と相対的に大きいことがわかります。

また、建築は 32%であるものの、リスク額が 19 億 32 百万円と相対的に大きくなっています。 

売上高（百万円） 割合

01 耕種農業 1,753 123 7%

03 畜産 1,319 81 6%

04 農業サービス 92 0 0%

05 林業 579 312 54%

12 その他の飲食料品 279 274 98%

14 飼料・有機質肥料（別掲を除く。）・たばこ 8 8 100%

17 木材・木製品 990 367 37%

18 家具・装備品 1 1 100%

21 パルプ・紙製品・印刷 3 0 0%

29 その他の製造業 115 115 100%

31 鉄鋼 70 70 100%

37 その他の製造製品 2 0 0%

39 建築 5,947 1,932 32%

45 廃棄物処理 136 10 7%

46 商業 13,214 9,753 74%

47 金融・保険 684 684 100%

48 不動産 28 28 100%

49 道路輸送 2,377 544 23%

55 社会保障 1,430 909 64%

56 介護 94 94 100%

57 他に分類されない会員制企業団体 78 78 100%

58 その他の事業所サービス 1,194 291 24%

59 宿泊業 1,283 113 9%

60 飲食サービス 75 6 8%

62 その他の対個人サービス 452 423 94%

63 事務用品 7 0 0%

64 分類不明 470 260 55%

合計 32,680 16,476 50%

後継者なし及び不明かつ

経営者60歳以上及び不明部門名部門コード 部門別売上高
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失われる可能性のあるリスクと内訳 

単位：億円 生産誘発額3 粗付加価値誘発額4 雇用者所得誘発額5 

直接効果 165 － － 

１次生産誘発効果 56 － － 

２次生産誘発効果 54 － － 

合計 276 177 90 

 

単位：億円 

部門分類 

生産誘発額 
粗付加価値 

誘発額 直接効果6 
１次生産 

誘発効果7 

２次生産 

誘発効果8 
合計 

農業 2 1 1 4 2 

林業 3 2 0 6 4 

漁業 0 0 0 0 0 

鉱業 0 0 0 0 0 

製造業 8 9 6 23 8 

建設 19 1 0 20 9 

電気・ガス・水道 0 5 3 9 5 

商業 98 4 9 111 81 

金融・保険・不動産 7 7 15 29 236 

運輸・情報通信 5 9 6 20 11 

公務 0 1 0 1 1 

サービス業 19 15 14 48 30 

分類不明 3 2 0 5 2 

合計 165 56 54 276 177 

（資料）美瑛町産業調査 

地域経済アンケート個票を基に、リスクが高くなると思われる「60 歳以上の経営者」かつ「後

継者なし」または「不明」な事業を対象に、ひび割れ分析を実施しました。 

ひび割れ分析では、北海道開発局「平成 27 年北海道産業連関表」を活用し、経済波及効果の

シミュレーションをすることで、将来、美瑛町に発生する効果（今後、なくなるリスクがある金

額）を推計しました。 

シミュレーションの結果、リスクが高い生産額は、直接の需要（町内で発生した生産額）とし

て、約 165 億円であることがわかりました。 

                                                      
3 最終需要を賄うために直接・間接に必要となる域内生産額を生産誘発額という。 

4 各最終需要により生産が誘発されれば、それに伴い粗付加価値も誘発される。この額を粗付加価値誘発額という。 

5 ある産業部門の雇用者所得額が、どの最終需要項目によってどれだけ誘発されたものであるかみたもの。 

6 初期の投資額（消費額）による生産額増加分のこと。 

7 ある産業が原材料を他産業から購入することによって生じる生産誘発効果。 

8 第１次生産誘発効果によって誘発された生産から生み出された粗付加価値の一部が、家計消費支出となって、再び生産を誘発するこ

とによって生じる効果。 
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（３）住民アンケートにみる住民意識の現状 

ア．美瑛町での暮らしに対する意識 

 
（資料）美瑛町 住民アンケート調査 

イ．暮らしの満足度 

 
（資料）美瑛町 住民アンケート調査 

14.8

7.2

11.5

8.5

19.3

45.0

28.8

40.4

37.1

39.6

16.9

23.5

19.3

23.4

16.5

8.6

16.1

11.7

14.9

16.5

11.9

21.8

14.3

13.5

6.5

2.8

2.5

2.8

2.6

1.7

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

美瑛町では人々の間の結びつきが強い

障がいのある方にとって暮らしやすい

環境が整っている

高齢者の方にとっていきいきと暮らせ

る環境が整っている

町民が交流し憩える場がある

日常的に利用できる公共交通や民間交

通などの移動手段が整っている

そう思う どちらかというとそう思う

どちらかというとそう思わない そう思わない

わからない 無回答

19.8

37.7

13.5

12.6

12.3

60.3

48.6

51.3

37.8

30.2

10.9

4.9

21.7

22.6

7.7

2.5

1.6

8.5

14.2

2.2

3.9

3.5

2.7

10.1

41.7

2.7

3.5

2.4

2.6

5.9

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

全体として美瑛町での暮らし

美瑛町の自然環境

現在のご自身の経済状況

美瑛町で受けられる医療サービス

美瑛町の子育て環境

満足 どちらかといえば満足 どちらかといえば不満 不満 わからない 無回答
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（４）町民ワークショップ 

美瑛町では、新たなまちづくりの方向性を示すため、「第６次 美瑛町まちづくり総合計画」の

策定にあたり、町民と町職員によるまちづくりワークショップを全 13 回開催し、計画の柱とな

る７つの「美瑛町共有ビジョン」の策定を行いました。 

 

 

まちの未来を真剣に考

え、活発な議論が交わさ

れました。 

 

全 13 回にわたり開催されたワーク

ショップを通じて、みんなで考え、作

り上げた「共有ビジョン」が、美瑛町

に提言されました。 
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６．美瑛町の課題 

産業分野 

少子高齢化の進行により、本町の総人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合（高齢化率）は急

速に増加しています。一方で、本町の現役世代ともいえる 15～64 歳人口（生産年齢人口）の割

合は大きく減少しており、将来的に担い手不足が深刻化していくことが懸念されます。特に、商

工業分野では、既に担い手不足の状態に陥っており、早急な対策が必要です。 

その他、商業分野については、町外調達の依存度が高いため、地産地消の取組を推進するとと

もに、産業の６次化や町内における起業を促進していく必要があります。 

子育て環境 

本町は子育て支援に力を入れており、子育て環境が充実した町です。しかしながら、住民アン

ケート調査では、子育て環境に対する町民の満足度は低くなっており、子育て環境の良さが広く

認知されているとは言えない状況にあります。子育て環境に対する本町の子育て支援に係る取組

をこれまで以上に広く周知していく必要があります。 

医療 

本町では、美瑛町立病院を運営しており、救急告示病院として町民の生命と健康を守っていま

す。しかしながら、町内の高齢化の進行、職員や専門医確保の困難、新型コロナウイルス感染拡

大等、様々な要因により、その経営環境は厳しさを増しています。 

今後、持続可能な病院経営に向けて、病床の転換も含めた地域に求められる病院機能のあり方

について、検討が必要です。 

災害対策 

近年、国内では大型の台風の上陸や局地的豪雨の発生が頻発し、気象災害の規模も大規模化し

てきており、災害に強いまちづくりが求められています。また、今後発生する可能性が高まって

いるとされる大規模な地震についても、備えていかなければなりません。 

さらに、本町においては、一定周期で発生してきた十勝岳の噴火に対しての備えも必要となっ

ており、日常的な防災意識の啓発が重要となっています。 

脱炭素社会への対応 

地球温暖化の要因とされる二酸化炭素排出実質ゼロに向けた取組は、今や世界規模のものとな

っています。本町でも豊かな自然と森林資源を活用しつつ、ゼロカーボンシティの実現に向けた

各種取組を推進していく必要があります。 

持続可能なまちづくり 

本町は、人口減少、財政規模の縮小、公共施設・インフラの計画的維持管理など、様々な課題

に直面しています。 

今後は、デジタル技術の活用を含めた行政の効率化と町民の利便性の向上を追求するとともに、

町民との協働により、持続可能なまちづくりを推進していく必要があります。 
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第２章 基本構想 
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１．美瑛町共有ビジョン 

美瑛町に対する町民の皆さんの思いをこれからのまちづくりに生かしていくため、まちづくり

ワークショップを開催しました。 

まちづくりワークショップでは、2040 年の美瑛町のありたい姿を描き、実現するための目標で

ある「美瑛町共有ビジョン」を策定しました。 

本町では、第６次美瑛町まちづくり総合計画の策定にあたり、「美瑛町共有ビジョン」をまちづ

くりの柱と位置づけ、これに基づくこれからのまちづくりの実践につなげていきます。 
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大都市の生まれで、今までだ

ったら関われなかっただろうな

と思うまちづくりについて、美

瑛に来て私なりに関わり、ワー

クショップを通じて勉強させて

もらいました。ビジョンに自分

の思いもある程度のせられたの

かなと思います。 

今回のワークショップはとて

も充実感がありました。このビ

ジョンは「自分達が作った」と

いうイメージが強いので、逆に

「守らなきゃいけない」という

プレッシャーもあります。 

このようなまちづくりに

関わることは初めて経験さ

せてもらったんですけど、人

の思いを形にするのって、と

ても難しいことだなって実

感しました。 

ワークショップの場に関わ

れたことは本当に自分の宝に

なるなと思ってます。こうして

話し合うことで私の中での絆

みたいなものができるのであ

りがたいなと思います。 

役場の方たちとこれだけ何

度もお会いして話をすること

が初めてだったので、とても充

実していました。ここに集まっ

ている方々の美瑛町に対する

愛情ある話を聞くことが何よ

りもうれしく感じました。 
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２．目標人口 

本町では、令和２（2020）年３月に、第２期として美瑛町人口ビジョンを改訂ました。国立社

会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の推計によると、本町の総人口は今後も大き

く減少していくものみられており、2060 年では現在の半分以下となる 4,491 人と推計されてい

ます。 

第２期美瑛町人口ビジョンでは、地方創生に係る様々な取組を続けていくことで、町の総人口

を 2030 年で 8,548 人、2060 年で 5,945 人を維持することを目標に掲げています。 

本町の目標人口と社人研推計 

 
 

目標達成に必要な条件 

条件 １ 条件 ２ 

合計特殊出生率が、社人研推計水準

（約 1.48）を下回らない 

社会移動について 2025 年以降、20

～64 歳の男女が増加していく 

 

9,668

8,548

7,570

5,945

8,126

6,779

4,491

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

（人）

美瑛町人口ビジョン 社人研推計

2030 年の目標人口 8,548 人 

2060 年の目標人口 5,945 人 

社人研推計を、 

1,454 人上回る目標 
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３．施策の大綱 

 

○ 本町の基幹産業である農業の経営基盤強化を図るとともに、農畜産物の高付加価値化及び生

産から加工・販売まで一貫して行える６次産業化への取組支援を推進します。 

○ 本町の資産ともいえる豊かな自然や環境を生かしつつ、環境に優しい生産消費体制の確立、

美瑛ブランドの確立、観光業及び商工業の振興を図ります。 

○ 少子高齢化に伴う担い手不足の解消に向けて、デジタル技術の有効活用、多様な人材の育成・

確保を図ります。 

 

○ 学びを支える教職員の指導力向上を図るとともに、時代のニーズに応じたきめ細かな教育を

行い、個性を尊重し、生きる力を育む学校教育を推進します。 

○ 生涯学習環境の充実と、芸術・文化・スポーツに触れる機会の提供を通じて、町民の学習機

会を確保し、交流の促進を図ります。 

○ 将来の美瑛を担う人材の育成を図り、まちへの愛着を育みます。 

 

○ 地域全体で支え合う仕組みづくりに向けて、相談支援体制の充実及び地域で活動するための

拠点整備、地域で活動する各種団体への支援体制の充実を図り、誰もが安心して暮らせる支

え合いのまちづくりを推進します。 

○ 産前から出産、産後の子育てまで、一貫したサポート体制で子育て環境の充実を図り、すべ

ての子育て世代が安心して子育てできるまちをを目指します。 

○ 高齢者、障がい者など支援を必要とする町民が安心して暮らせるまちづくりを推進します。 

○ 町民の健康を守るため、健康支援の充実を図るとともに、持続可能な医療提供体制の確立に

向けた取組を推進します。 

基本目標１ 地域資源を生かした産業のまち 

基本目標２ 笑顔あふれる育ちと学びのまち 

基本目標３ ひとに優しい支え合いのまち 
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○ 大規模化する自然災害や十勝岳の噴火など、様々な災害に備え、情報共有体制や町民の防災

意識の向上を図り、災害に強いまちづくりを推進します。 

○ 安定的な消防団員の確保や町立病院との連携体制の確立を図り、消防・救急体制を確保しま

す。 

○ 特殊詐欺犯罪など複雑化する犯罪被害の発生防止を図り、町民が安全に安心して暮らせる環

境づくりを推進します。また、交通安全対策として、警察や交通安全推進協会等と連携して、

きめ細やかな交通安全啓発活動を推進します。 

 

○ 道路・橋梁、上下水道等のインフラ設備の適切な維持管理を行い、計画的な補修・更新を行

います。 

○ 各種公共施設及び町営住宅の適切な維持管理を行い、計画的な補修・更新を行います。 

○ 町内の環境衛生活動を促進するとともに、豊かな自然環境の保全を図り「丘のまちびえい」

を守り育てます。 

○ 脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーの積極的な活用やエネルギー効率の向上を

図ります。 

 

○ 選ばれる町となるため、移住・定住の取組を推進し、町内外の多様な人々がつながるまちづ

くりを目指します。 

○ 町民が自らの手で景観や環境、文化を守り、「日本で最も美しい村」としての強みに磨きをか

ける活動を支援します。 

○ あらゆる差別をなくし、すべての町民が平等で公正な社会を実現します。 

 

○ 広報・広聴を充実し、様々な媒体を活用した情報発信力の強化を推進します。 

○ 地域社会のデジタル化及び行政のデジタル化を促進し、より便利で持続可能な役場づくりを

推進します。 

○ 効率的で健全な行財政運営を図り、持続可能なまちづくりを推進します。 

基本目標４ 安全で安心して暮らせるまち 

基本目標５ 自然と共生し生活基盤が充実したまち 

基本目標６ 希望に満ちた活気あるまち 

基本目標７ 行財政が健全で持続可能なまち 
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４．施策の体系 

本計画の体系は以下のとおりとします。 

 

美瑛町共有ビジョン 基本目標

7-5 効率的な行政運営

3-6 健康づくりの支援

ひとに優しい

支え合いのまち

行財政が健全で

持続可能なまち

7-3 デジタル改革・行政改革の推進

7-4 健全な財政運営

希望にみちた

活気あるまち

6-2 関係人口の創出・拡大

6-3 協働のまちづくり

すべての人に居場所と役割があり、

希望を持って笑顔で暮らせるまち

基本目標７ 7-1 広報・広聴の充実

5-5 住生活環境の整備・保全（ソフト系）

5-6 自然環境・景観の保全

子どもの個性を育み、

全力で応援するまち

5-7 脱炭素社会の推進

基本目標６ 6-1 移住・定住対策の充実

5-2 公共交通網の維持

5-3 住生活環境の整備・保全（ハード系）

5-4 上下水道の整備・維持

安全で安心して

暮らせるまち

4-2 消防・救急体制の確保

4-3 くらしの安全対策

豊かな自然と共生し、持続可能な

循環型社会を目指すまち

基本目標５ 5-1 道路交通環境の向上

自然と共生し

生活基盤が充実したまち

3-5 障がい者（児）福祉の充実

ライフラインが確保され、

災害に負けない強さとしなやかさを

備えるまち

3-7 疾病予防と重症化予防

3-8 医療体制の維持

基本目標４ 4-1 災害に負けないまちづくり

3-2 安心安全な地域づくり

3-3 子ども・子育て支援の充実

3-4 高齢者福祉の充実

社会教育の充実

2-3 芸術・文化・スポーツの振興

2-4 人材育成の推進

誰もが健康でともに支えあい、

安心して住み続けられるまち

基本目標３ 3-1 相互に支え合う地域づくり

1-7 観光業の振興

誰もが自らの可能性を伸ばせるまち

1-8 温泉資源の振興

基本目標２ 2-1 学校教育の充実

笑顔あふれる

育ちと学びのまち

2-2

1-4 未来につなぐ農村づくり

1-5 林業の振興

1-6 商工業の振興

基本施策

豊かな美しい景観が、

農業と観光の架け橋となるまち

基本目標１ 1-1 畜産業の振興

地域資源を生かした

産業のまち

1-2 農業の振興

1-3 循環型農業の推進
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５．SDGs を踏まえた施策の推進 

SDGs とは、「Sustainable Development Goals」の略で、2030 年までに持続可能でよりよい世

界を目指す国際目標です。17 のゴール・169 のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り

残さない」ことを誓っています。SDGs は国としても積極的に取り組んでおり、本町でも、こう

した世界が目指す目標を踏まえ、総合計画の各施策の推進に取り組みます。 

 

貧困をなくそう 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終

わらせる 
 

人や国の不平等をなくそう 

各国内及び各国間の不平等を是正する 

 

飢餓をゼロに 

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改

善を実現し、持続可能な農業を促進する 
 

住み続けられるまちづくりを 

包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持

続可能な都市及び人間居住を実現する 

 

すべての人に健康と福祉を 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な

生活を確保し、福祉を促進する 
 

つくる責任つかう責任 

持続可能な生産消費形態を確保する 

 

質の高い教育をみんなに 

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い

教育を確保し、 

生涯学習の機会を促進する  

気候変動に具体的な対策を 

気候変動及びその影響を軽減するための緊

急対策を講じる 

 

ジェンダー平等を実現しよう 

ジェンダーの平等を達成し、すべての女性

と女児のエンパワーメントを図る 
 

海の豊かさを守ろう 

持続可能な開発のために海洋・海洋資源を

保全し、持続可能な形で利用する 

 

安全な水とトイレを世界中に 

すべての人々の水と衛生の利用可能性と

持続可能な管理を確保する 
 

陸の豊かさも守ろう 

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用

の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化へ

の対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復

及び生物多様性の損失を阻止する 

 

エネルギーをみんなにそしてクリーンに 

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続

可能な近代的エネルギーへのアクセスを

確保する  

平和と公正をすべての人に 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社

会を促進し、すべての人々に司法へのアク

セスを提供し、あらゆるレベルにおいて効

果的で説明責任のある包摂的な制度を構築

する 

 

働きがいも経済成長も 

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべ

ての人々の完全かつ生産的な雇用と働き

がいのある人間らしい雇用(ディーセン

ト・ワーク)を促進する 
 

パートナーシップで目標を達成しよう 

持続可能な開発のための実施手段を強化

し、グローバル・パートナーシップを活性

化する 

 

産業と技術革新の基盤をつくろう 

強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂

的かつ持続可能な産業化の促進及びイノ

ベーションの推進を図る  
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本町の各分野における施策において、SDGs のどの目標に対応していくかの示した一覧は下記

のとおりです。 

 

SDGs17のゴール　▶　

基本目標１　地域資源を生かした産業のまち

1-1 農畜産物の生産振興

1-2 循環型農業の推進

1-3 未来につなぐ農村づくり

1-4 林業の振興

1-5 商工業の振興

1-6 観光業の振興

1-7 温泉資源の保護

1-8 雇用環境の充実

基本目標２　笑顔あふれる育ちと学びのまち

2-1 学校教育の充実

2-2 社会教育の充実

2-3 芸術・文化・スポーツの振興

2-4 人材育成の推進

基本目標３　ひとに優しい支え合いのまち

3-1 地域福祉の充実

3-2 子ども・子育て支援の充実

3-3 高齢者福祉の充実

3-4 障がい者（児）福祉の充実

3-5 健康づくりの支援

3-6 疾病予防と重症化予防

3-7 医療体制の維持

基本目標４　安全で安心して暮らせるまち

4-1 災害に負けないまちづくり

4-2 消防・救急体制の確保

4-3 くらしの安全対策

基本目標５　自然と共生し生活基盤が充実したまち

5-1 道路交通環境の向上

5-2 公共交通網の維持

5-3 住生活環境の整備・保全（ハード系）

5-4 上下水道の整備・維持

5-5 住生活環境の整備・保全（ソフト系）

5-6 自然環境・景観の保全

5-7 脱炭素社会の推進

基本目標６　希望にみちた活気あるまち

6-1 移住・定住対策の充実

6-2 関係人口の創出・拡大

6-3 協働のまちづくり

基本目標７　行財政が健全で持続可能なまち

7-1 広報・広聴の充実

7-2 町の情報発信力の強化

7-3 デジタル改革・行政改革の推進

7-4 健全な財政運営

7-5 効率的な行政運営

基本計画作成時にチェック 
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第３章 基本計画 
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計画の見方挿入予定（見開き） 
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ここから基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



計画の構成
イメージ
（サンプル）

1

施 策

●●●●●●●基本目標

子育て支援の充実

取組

可能な限り、
「１つの施策ごとに見開き２ページ」で構成。

資料２－３



掲載項目案

⑤取組

④現況と課題

③関連するSDGs

⑥施策に対

する指標

⑦関連計画
2

②施策

施 策

●●●●●●●基本目標

①基本目標

子育て支援の充実

取組



現況と課題、
取組との整合

3

施 策

●●●●●●●基本目標

子育て支援の充実

取組

「現況と課題」の項目と「取組」の項目を対比させて、
「取組」の根拠を分かりやすく。



指標の設定

4

施 策

●●●●●●●基本目標

子育て支援の充実

取組

評価指標については、「施策の内容を評価できるもの」
を設定する。



（資料２－４）第５次美瑛町まちづくり総合計画施策評価シート20221101.xlsx

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 ヒアリング

今後の

方向性

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。

やり方を変えながら、継続。

農家の規模の違いで、集落の農家が集まった経営体の設立

が困難であった。

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。

窓口が農協となっている。

年間４人の人員を確保するのが目標であるが、２～３人程

度の確保にとどまった。また、高齢化が進行している。

中山間農業事業により補助事業を実施している。

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。

各協議会が立ち上がっていて、協議会単位での補助は行っ

ているが、これに紐づく補助事業がない。

また、農業分野における様々な機関で人材育成事業が展開

されており、その全てを把握するためには別途調査が必要

になることから評価が困難。

統合

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。

農業用廃プラスチックをイメージ。

資源リサイクルには至らず。
継続

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。

他施策に統合する方針。 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。

第３セクターの業務として委託している。

第３セクターの管理がうまくいってない様子。
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

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。

中心市街地活性化補助事業あり。 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。

冬場の雇用対策が課題となっている。 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。

起業促進の手段について、継続的な検討を行う。 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。

町の施策が認知されていない。

周知徹底を図ることが必要。
継続

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。

アフターコロナを見据えた、インバウンド需要への対応が

必要。
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。

自転車活用推進計画を今年度内に策定。

常設コースの設置を行っているが、見直しまでは至ってい

ない。

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 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。

令和２年度から、空き家情報バンクへの登録が７件。

７月の固定資産税の発布に空き家情報のチラシを入れて、

問い合わせあり。

住民生活課で空き家の把握はしている。

持ち主がどう活用するか？親が介護施設に入っている…？

空き家ではないが、実態として空き家になっているところ

の活用が…。

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。

温泉地としてのブランド化も必要な一方で、泉原の確保も

課題となっている。
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。

プログラムは構築しているが、活用しきれていない。 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。

ジオパークを活用を促進する。 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。

地域支援団体が高齢化や必要性に疑義が生じて解散が増え

てきた。
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。

ボランティア・社協の理事、民生委員、勉強会を行ってい

る。

コロナの期間についてはオンライン研修。

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。

成年後見支援センター、旭川でのセミナーに参加してい

た。

年に１～２件の相談あり。

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。

障がい者に限定した、町単独の講演会や研修会は実施して

いない。

広域の研修会の参加を促した。

継続

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。

自立支援協議会の支援を受けながら。 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。

入院患者、コロナの関係で増やせない。

眼科、小児科。

コストカットは進んでいる。

人件費率７割近い。

外来、予防接種に特化している。

常勤医師３名、その他は派遣医。

時代に即した病院に。

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。

へき地の学校についてはどうしても古い。

中学校で雨漏りがする。

最低限度の修繕で凌いでいる。

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。

新しい施設（スポーツセンター・プール）に関しては、有

効に使われている。

整備が進んでいない古い施設もあり、あまり使われていな

い。

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。

芸術文化を通じた地域交流については、落語、人形劇、映

画の上映会など、地域交流は進んでいる。

海外からの留学生の受け入れ（ホームステイ）をやってい

た。４～５年前に受け入れ家族がゼロになった。

海外の方と写真を通じた交流があったが、今はやっていな

い。

観光部局では、農業体験等はやっているのではないか。

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。

もともと別の課にあった事業。

体制変更に伴い、文化財保護への取組が甘かった。

郷土学館、絵画、旧陸軍演習場の門柱等の管理は行ってい

る。

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

最期に整備したのは財源の関係で新規の団地の整備を延期

し得ている。計画自体は毎年何棟かけ移設する計画だっ

た。

需要については、募集をかけると複数の応募があるため、

需要はある。建築していく必要がある。

単身や夫婦で入れる住宅は必要。

除却は年２等ほど。

ミックスコミュニティ団地。長寿命化計画。

継続
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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

最期に整備したのは財源の関係で新規の団地の整備を延期

している。計画自体は毎年何棟かけ移設する計画だった。

需要については、募集をかけると複数の応募があるため、

需要はある。建築していく必要がある。

単身や夫婦で入れる住宅は必要。

除却は年２棟ほど。

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

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。

平成２５年度長寿命化計画策定。

施設数が多い。国の交付金の制度が厳しくなり、予算が足

りない。国の予算措置は遊具のみ。

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。

平成25年度長寿命化計画策定。

施設数が多い。国の交付金の制度が厳しくなり、予算が足

りない。

老朽化施設の整備しか手が回っていない。

憩いが森公園のみ。

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。

予算の問題もあり、町民ニーズを満たすほどには手を付け

られていないという認識。
統合

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。

避難行動要支援者プランの策定に向けた準備は行ってい

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。

全体の母数が多すぎて、全体の状況を把握できていない。

行政区からの情報提供により作業を進めている。

実際は農林課の予算のなかでできることは対応してきた。

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 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。

当直訓練はできている。

町立病院への搬入が多いが、情報連絡がうまくいかず受け

入れてもらえなかったことがある。

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。

路線の維持に向けたPR活動。

今年度公共交通計画（広域）を策定する。
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。

ダイヤの維持はできている。 継続

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。

死亡事故発生。 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。

外国人に対してわかりやすい交通標識を設置している。

ソフト面の充実が必要。
継続

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。

木質バイオマスを公共施設で２棟導入。

農業ダムの水力発電も実施している。
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。

公共施設で利用中のものがある。 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。

本来は利用が少なくても事業を継続すべきだった。 拡大

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。

町への意見の投稿が無いことはいいことかもしれないが、

ご意見箱の存在が知られていないという側面もある。
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。

とくにこれといった連携はできていない。

一般的な勉強会、セミナー、物産展に参加している。
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。

実績はゼロではないが、地域経済の発展促進にまでは至ら

なかった。
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。

単独の取組はいくつかあるものの、ネットワークの活用は

行えていない。
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 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

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
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。

廃止したものもあった。

需要がなく、更新しなかった。
継続
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