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【図６-２-①：丘陵地域の農村景観】 

 

６－２ 丘陵地域 

①地域の概要と課題 

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

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

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

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

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

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

れてきました。 

今後においても更なる農業の振興、地元農

産品や森林資源等の有効活用、農業と観光業

の共存・両立、観光マナー啓発等の様々な課

題に対応していく必要があります。 

本町の産業を支える場として、「丘の景観

エリア」や農地を核としながらそれらを資源

とする産業振興及び地域活性化、並びに防災

力強化を目指します。 
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②分野別施策１ 足腰の強い産業づくり 

 

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

した農地の流動化を促進するとともに、今後想定されるスマート農業(※)化を見

据え、新たに求められる農業基盤整備の実施を検討します。 

１－２ 気象災害に強く、集出荷の円滑化や機械の大型化に対応できる安全な道路網の

整備を進めるほか、地域において農地や農道等の保存を行う取り組みを支援し

ます。 

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

するほか、農業担い手研修センター等を活用し、農業研修や住居の確保による

新規就農者等の受入体制の強化を図ります。 

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

一般住宅建築材等の地材地消の促進、持続可能な循環型社会の形成を図ります。 

１－５ 町内業者の協力体制によって地場産品の振興を図るべく、農林業と商工業・観

光業の連携による６次産業化を推進します。 

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

スポットやサイクリングルート等も踏まえながら新たな観光ルートや形態を検

討し、必要となる環境の整備に努めます。 

１－７ 観光によるトラブルの改善や観光客のマナー向上を図るため、観光マスタープ

ランに沿ったルールの普及等、地域の生活環境に負荷を与えない方策を検討す

るとともに、サインの多言語化やピクトサイン、ＷＥＢ配信等の積極的な活用

により、国際化に対応できる観光地域づくりを進めます。 

 

 

２－１ 空き家情報バンク等の発信や「定住住宅取得助成制度」等を利用した住み替え

を促進するとともに、子育て世代等に対する充実した住宅環境の提供に努めま

す。 

２－２ 多様化するライフスタイルに応じて、二地域居住等の幅広い需要に適応した住

宅の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

  

基本施策１ 産業振興 

基本施策２ 移住・定住 
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③分野別施策２ ともに支えあうまちづくり 
 
 
１－１ 誰もが集えるサロンの活性化に向けた取り組みや障がい者のグループホーム等

の整備に努めます。 

１－２ 高齢者や障がい者が生活しやすい優しい環境づくりのため、外出支援や移動支

援対策を推進します。 

１－３ 住み慣れた地域での生活が継続できるよう、小規模多機能型の介護サービスの

提供に努めます。 

１－４ 高齢者や障がい者が住みやすい環境づくりを進めるため、既存福祉施設の適切

な維持と長寿命化や長期的な視点に立った施設配置の見直しを行います。 

 
 

２－１ 高齢者や障がい者が住み続けられる環境づくりを進めるため、既存福祉施設の

維持と計画的な機能改善に努め、利便性向上に向けた取り組みを行います。 

 

④分野別施策３ まちを動かす人づくり 

 

 

１－１ 各種施設や歩行空間等のバリアフリー化に努める等、誰もが不自由なく活動で

きるユニバーサルデザインによるまちづくりを推進します。 

１－２ 児童生徒が安全に通学できるようスクールゾーン表示の再整備や横断歩道の設

置等、事故防止のため各種施策を進めます。 

１－３ 地域の中核を成す学校施設の長寿命化が図られるよう、適切な改修工事と維持

管理に努め、子どもたちが安全安心に学ぶことができる教育環境を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本施策１ 地域福祉 

基本施策１ 教育 

基本施策２ 保健・医療 
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⑤分野別施策４ 安全・安心なまちづくり 

 

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

用を抑制するため、必要に応じて特定用途制限地域等の指定を検討します。 

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

を形成する区域として位置づけ、農業振興地域整備計画に基づき、農用地区域

及び農業振興地域の適切な指定・管理を行います。 

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

引き続き良好な農地を保全します。 

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

められた指定作業要件を遵守し、適切な管理により豊かな自然環境として保全

を図ります。 

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

れた開発となるよう適切な土地利用の誘導を図ります。 

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

総合的な治水対策を促進するとともに、自然環境と融合する水辺空間の整備に

努めます。 

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

ている大村地区等については、減災対策を行う等の災害防止に努めます。 

 

  

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

行う等、交通サービスのより一層の充実を図り、交通弱者の支援対策に努めま

す。 

２－２ 公共施設等総合管理計画等に基づき、道路や橋梁等の社会基盤施設の適正な維

持管理や長寿命化対策に努めます。 

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

網の整備を推進します。 

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

施設の整備に努めます。 

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

交流・連携を支える高速交通ネットワークの形成を図ります。 

２－６ 上川圏と十勝圏を結ぶ地域高規格「旭川十勝道路」について、周辺環境や景観

等に十分配慮した上でルートを検討し、地域間交流の活性化、物流効率化を促

進します。 

２－７ 観光の安全性と利便性の向上を図るため、サインの多言語化や自転車通行路の

ゾーニング化を推進します。 

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

整備等の安全対策を強化します。 

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

と環境整備に努めます。 

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

理、並びに合併処理浄化槽の設置推進を図ります。 

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

ーブルを新設する等、情報基盤の整備に努めます。 

２－12 環境負荷の少ない循環型社会の実現や環境美化を心がけた美しいまちづくりの

ため、ゴミの減量化や不法投棄防止対策、リサイクル推進施策を実施します。 

 

  

基本施策２ 社会基盤整備 
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３－１ 防災情報の発信のため、屋外無線基地局の適正な維持管理に努めます。 

３－２ 屋外の一時避難地や防災拠点となる公園等の機能について十分検討し、必要に

応じた環境整備を実施するほか、避難施設の耐震化やライフラインの老朽化対

策を推進します。 

３－３ 避難所設置訓練を盛り込む等、防災訓練の更なる充実を検討するとともに、防

災教室や防災講演会等を適宜実施し、ハードとソフトが一体となった防災・減

災対策を推進します。 

３－４ 地域防災計画に基づき、美沢地区を中心とした避難道路の整備を推進します。 

３－５ 緊急輸送道路については、必要に応じて道路の占用禁止等の制限区域の指定を

検討します。 

３－６ 河川周辺の農地等への冠水被害を防止するため、関係機関が連携して置杵牛川

等の河川改修を検討するほか、河道掘削や河道内樹木の伐採等、治水対策に取

り組みます。 

 

 

 

 

  

基本施策３ 防災 
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⑥分野別施策５ みんなで歩むまちづくり 

 

１－１ 「丘のまちびえい」の景観を守り育て、いかし、魅力ある美瑛町を創造するこ

とを目的として、景観条例や景観計画等による規制・誘導により、農村景観と

調和のとれた住み良いまちづくりを推進します。 

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

による美瑛町らしい丘陵景観をいかしたまちづくりを推進します。 

 

 

 

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

住むまちの美しい風景を誇りに思い、郷土に対する理解を深めることで、かけ

がえのない地域資源の保護を図ります。 

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

Ｏ法人「日本で最も美しい村」連合のＰＲ活動等を通じ、丘陵地帯で営まれる

農業が生みだす「びえいの丘」を保護します。 

 

 

 

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

等の行為に対する届出等により、農業景観の保全と乱開発の防止を誘導しま

す。 

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

スタープランに沿ったルールの普及、農業振興との調和に配慮した土地利用や

農業施設等の整備について検討し、周辺景観を保全します。 

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

る際にも、周辺環境や景観に十分配慮した取り組みを検討します。 

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

検討し、周辺環境と調和した良好な空間づくりに努めます。 

 

 

 

 

 

  

基本施策１ 住民協働 

基本施策２ 日本で最も美しい村づくり 

基本施策３ 景観形成 
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【図６-３-①：青い池】 

 

６－３ 山岳地域 

①地域の概要と課題 

山岳地域は、「大雪山国立公園」や「森林エリ

ア」の一部により構成された地域です。十勝岳

を始め 2,000ｍ級の山々が連なる北海道有数の

雄大な山岳景観や白金温泉等の国内外に誇る地

域資源を有しています。 

これまで、森林環境保全整備事業に基づいた

森林管理、環境省との連携による登山道や十勝

岳望岳台防災シェルターの設置、「青い池」周辺

の白金エリアにおける事業等によって環境が整

備され、地域が形成されてきました。 

今後においても森林資源の活用促進、白金

エリアの魅力向上、国際化に対応した観光地

域づくり、防災性の向上等の様々な課題に対

応していく必要があります。 

美瑛町のみならず周辺市町の山岳産業を支

える場として、「大雪山国立公園」や白金エリ

アを核としながらそれらを資源とする観光振

興及び地域活性化、並びに防災力強化を目指

します。 

  【図６-３-②：十勝岳望岳台防災シェルター】 
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②分野別施策１ 足腰の強い産業づくり 

 

１－１ 生物多様性の保全等に資する森林整備を推進することにより、森林の有する多

面的機能の維持・増進を図るとともに、森林資源の有効活用を目指した取り組

みを進めます。 

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

自然環境をいかした体験プログラムが可能となる施設の整備を推進します。 

１－３ 観光によるトラブルの改善や観光客のマナー向上を図るため、観光マスタープ

ランに沿ったルールの普及等、地域の生活環境に負荷を与えない方策を検討す

るとともに、サインの多言語化やピクトサイン、ＷＥＢ配信等の積極的な活用

により、国際化に対応できる観光地域づくりを進めます。 

１－４ 温泉街や青い池を含む白金エリアについては、関係機関との連携によりサイク

リングやトレッキング等のアクティビティ(※)が可能となる施設整備を促進し、

観光客の滞在時間延長による活性化を図ります。 

 

 

③分野別施策４ 安全・安心なまちづくり 

 

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

管理を行うとともに、森林や樹林地については、適切な管理により豊かな自然

環境として保全を図ります。 

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

景観育成区域の指定により、景観に配慮した土地利用の誘導を図ります。 

 

 

 

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

泉街等への移動円滑化と利用促進を図ります。 

２－２ 公共施設等総合管理計画等に基づき、道路や橋梁等の社会基盤施設の適正な維

持管理や長寿命化対策に努めます。 

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

係機関が連携の上、渋滞等が発生しないよう道路施設等の整備を検討します。 

２－４ 環境負荷の少ない循環型社会の実現や環境美化に心がけた美しいまちづくりの

ため、ゴミの減量化や不法投棄防止対策、リサイクル推進施策を実施します。 

基本施策１ 産業振興 

基本施策１ 土地利用 

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

維持管理に努めます。 

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

視装置の充実に努めます。 

３－３ 避難所設置訓練を盛り込む等、防災訓練の更なる充実を検討するとともに、防

災教室や防災講演会等を適宜実施し、ハードとソフトが一体となった防災・減

災対策を推進します。 

３－４ 道道十勝岳温泉美瑛線については、歩行者や自転車等の安全確保のほか、混雑

時等の緊急車両の通行を想定し、路肩拡幅等によって災害に強い道路づくりを

推進します。 

３－５ 緊急輸送道路については、必要に応じて道路の占用禁止等の制限区域の指定を

検討します。 

３－６ 美瑛川等の砂防事業については、関係機関と連携を強化して総合的な治水対策

を促進するとともに、自然環境に配慮しつつ防災と親水を目的とした水辺空間

の整備に努めます。 

 

 

④分野別施策５ みんなで歩むまちづくり 

 

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

通じ、官民学連携による継続的な活動を推進します。 

 

 

 

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

め、「青い池」を中心とした周辺環境を保護します。 

 

 

 

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

おける自然環境の保全と、白金温泉街やビルケの森周辺等の既に開発が行われ

ている地域の景観形成を図ります。 

  

基本施策３ 防災 

基本施策１ 住民協働 

基本施策２ 日本で最も美しい村づくり 

基本施策３ 景観形成 
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