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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。

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 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 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
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

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 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。

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 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 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 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。

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 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 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 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 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 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
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

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
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 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 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

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
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今後の

方向性
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 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。

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
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 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 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。

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 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 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
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 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 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 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

2／3
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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。
継続

3／3


