
 

－ 1 － 

第1部  総 論 

 

第１章  計画策定にあたって 

 

第１節 計画の趣旨 

 美瑛町は、これまで 3期 30年間にわたる総合開発計画を策定し、自然と調和の

とれた豊かで住み良いまちづくりを基調として、時代に応じた将来展望を掲げ、町民

憲章を基本とした住民と行政のパートナーシップのもと、必要となる社会資本の整備

充実を進め、安心して暮らすことのできるまちづくりに取り組んできました。 

 市町村を取り巻く環境は、介護保険制度の導入や「骨太の方針」と呼ばれる国の基

本方針のもとで小規模な市町村の合併が推進され、急速な変遷をとげつつあります。

行財政改革の名のもと、地方財政を補完する機能をもつ地方交付税の大幅削減が進め

られるなど、地方自治体にとっては極めて厳しい状況を迎える一方で、地方分権一括

法の施行に伴い、多くの事務・権限が自治体に移譲される方向にあり、地方自治体が

果たす役割は一層重要になってきています。 

 今日、生活意識は「もの」から「こころ」の豊かさにシフトされ、それぞれが求め

るものも多様化しております。こうした中、まちづくりの主役を担う住民との対話を

進め、本町のもつ豊かな自然や景観を大切にしつつ、これからのまちづくりに取り組

む方向を定め、「丘のまちびえい」が次代においても安心した暮らしができるまちで

あり続けることを目指し、この計画を策定します。 

 

第2節 計画の性格と役割 

 この計画は、国の「第5次全国総合開発計画＝21世紀の国土のグランドデザイン」

及び「第３次北海道長期総合計画」などとの整合性を図ります。また、本町が持つ各

種計画、継続展開されている各種事業、関係する機関団体の計画などとの関連性を考

慮し、広く美瑛町に関する将来方向を視野に入れ、その実現を目指すための基本的な

性格を持っています。 

 

１ まちづくりの最上位計画とします 

  「美瑛町まちづくり総合計画」は、まちづくりの最上位計画に位置づける計画

であり、将来の目標を設定し、その目標の実現に向けた諸施策の方向を明らかに

するもので、まちづくりの基本計画とします。 

２ 町民と行政が共有する計画とします 

  「美瑛町まちづくり総合計画」は、町民と行政が共有するまちづくりの指針で

あり、かつ、町民一人ひとりが自治活動やまちづくりに参画し、パートナーシッ
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プのもとに一体となって美瑛町の将来像の実現を目指します。 

３ 美瑛町の特性を活かすまちづくりの計画とします 

  美瑛町がもつ自然や景観などの資源・資産をもとに、まちのもつ特性を活かし、

まちの可能性を伸ばす視点に立った計画とします。 

４ 広域的な視点に立った計画とします 

  介護保険・国民健康保険などにかかる広域連合の設立や、国の進める市町村合

併問題など、自治体を取り巻く状況や、今後の財政状況を総合的に勘案し、美瑛

町が自主自立を目指しながら、安全に、安心して暮らし続けるためにまちづくり

を進めつつ、様々な視点により圏域全体の発展方向と整合性のある計画とします。 

 

第3節 計画の構成と期間 

 計画は総論と基本構想の 2部構成とします。総論では、今日に至る美瑛町の経過

と現状を分析し、この計画の性格と役割及び方向を示します。基本構想では、美瑛町

のまちづくりの理念、将来の目標及びこれを実現するための施策の大綱を示し、その

達成に必要な基本目標と、主な施策を定め、目標を平成28年（2016）とします。 
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第２章 まちづくりの視点 

 

第1節 まちづくりの沿革と今日の美瑛町 

 熊笹や樹木に被われた美瑛の未開の大地が歴史に初めて現れたのは、松浦武四郎の

記録です。明治27年（1894）兵庫県人小林直三郎が辺別太（現旭地区）に入植し

たのが美瑛開拓の始まりで、その後、数々の農場が未開の原野開墾に当たりました。

明治30年臨時巡査派出所が置かれ、和歌山県人会による社殿（現美瑛神社の前身）

造営がなされ、明治32年郵便局設置、鉄道（現ＪＲ富良野線＝当時は国鉄十勝線）

美瑛駅が開業、美瑛尋常小学校（現美瑛小学校）開校などの歴史を経て、町が徐々に

形成されました。 

 美瑛は、アイヌ語で「ピイエ（油ぎった川）＝美瑛川」と呼ばれていたことを由来

とし明治33年（1900）独立分村の気運のなか、早崎悦太郎他有志が美瑛（美しい

玉の光の意）の文字を当て、美瑛村の誕生を迎えました。 

 その後、幾多の危難を越え、戦後の緊急入植などによる人口の飛躍的増加期を過ご

し、昭和35年（1960）には戸数4,20３戸、人口21,743人と美瑛町における人

口の最高を記録しましたが、その後の社会環境や産業構造の変動を受け、人口は減少

をたどり、平成17年３月31日現在では4,659戸、人口11,704人となりました。 

 

第2節 計画策定の背景 

 2１世紀を迎え、社会環境の変化は一層急速さを加えつつあり、本町においても

人々の生活意識や行政に対する要望など、変化し続ける時代に対応しうる柔軟さと、

幅広い視野にたった方向性を盛り込みます。 

１ 産業経済の状況 

バブル経済の崩壊以降、国内の経済情勢はバブル期の負の遺産の清算に終始し、

先行きに灯りが見えにくい状況が続いており、また、地方自治体を巡る情勢は国

の行財政改革の名のもと進められる地方交付税削減や市町村合併の動きなど、不

透明な時代を迎えています。 

本町においては、社会基盤の整備を進めつつ、基幹となる農業の振興のための

施策を展開し、都市との交流人口を地域づくりの応援者とする取り組みを進めて

いく必要があります。 

２ 少子高齢化の進行 

少子高齢化の傾向が一層強まったなか、「団塊の世代」といわれる年代が高齢

者の仲間入りすること、また、国民総人口が減少するという、かつて経験したこ

とのない時代を迎えることとなり、家庭や職場はもとより、社会生活での男女共

同参画がますます重要な課題となっています。 

  一方、国民意識の変化と余暇時間の拡大は、個々のライフスタイルの多様化を
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進め、安心して暮らせる環境と、個々の価値観の実現が図られる環境整備が求め

られることとなります。 

３ 高度情報化と国際化の進展 

  情報通信技術の高度化や自由化は、産業経済はもとより日常生活にも大きな波

紋を広げ、世界の動向が日々の暮らしに密接な関係をもつ時代となってきていま

す。 

こうした背景の中、地域においても的確な情報収集・伝達の基盤整備が必須の

課題となり、この状況に対応するために幅広い視野のもと、積極的な取り組みが

求められています。 

４ 環境にやさしい社会 

現代生活は科学技術の進歩に伴う大量生産・大量消費という資源の大量使用に

より成立している側面がありますが、京都議定書に代表される地球環境にやさし

い取り組みが求められる時代になり、自然や景観、環境に対する、個々の生活や

地域の取り組みとして、循環型を視野に入れた活動が求められることとなります。 

５ 健康志向の高まり 

高齢化の進行は長寿社会の到来でもあり、住民の自己実現の欲求の高まりに合

わせて健康志向が一層高まるものと思われます。 

美瑛町はその恵まれた自然環境のもと、リゾート計画で蓄積した健康をテーマ

とするまちづくりに取り組んでおり、保健予防の観点はもとより、介護予防や医

療環境の整備を進め、住民相互の協力体制構築に努め、安心して暮らせるまちづ

くりが求められます。 
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第2部 基本構想 

 

第1章 美瑛町のまちのかたち 

 

第1節 将来の発展方向 

 十勝岳連峰の裾野に広がる丘陵地は、なだらかな起伏が幾重にも折り重なり、四季折々

に美しい農村景観をなし、「丘のまちびえい」と呼ばれる大きな魅力を醸し出しています。

これは、先人たちの創意とたゆまぬ努力により拓かれ、現在も日々の農業の営みにより形

成されているものであります。 

 21世紀を迎え、地方分権が進められるなか、地域として自立し、未来を切り開くために

は、地域の根幹を支える力強い農林業を振興し、住民すべてが健康で明るい生活を追及す

るために「元気のある産業経済」をつくり、「はつらつとし、思いやりのある社会」を育て、

「健康な」そして住民「みんな」で住み良いまちづくりに取り組まなければなりません。 

 

第2節 まちづくりの方向 

美瑛町の最大の特徴は、なだらかな波状丘陵地帯と、背景となる雄大で緑豊かな自然環

境です。この特徴を活かし、まちづくりを考えるとき、都市とは一線を画し広大で豊かな

環境と、対応しうる制度・施設の整備を進め、時間的・空間的なゆとりを基調とする方向

が望まれます。 

時代は費用対効果や効率に注目が集まり、都会や大都市を基調とする潤いに欠ける方向

に動き出しているように感じられますが、消費活動を中心とする都市生活を支えている地

域の振興なくしては都市機能の構築はありえません。 

美瑛町はその持つ資産である自然環境や景観、そして農林業の営みを通して都市との交

流という形態で地域を存続させ、発展していく方向が望まれます。 

このため、地域振興の新たなる手法としてフランスにおける先進事例をもとに、小規模

な地域が企業と相互に連携し、その持つ資産を有効に活用し自立を図るべく、「日本で最も

美しい村」連合の取り組みを行うこととしました。 

美瑛町は、まちづくりの指針とすべく「住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例」をも

ち、また、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、この条例の支えとなる景観法の施行により大きな力を得たところで

す。 

これらの条例を活かし、町民との対話と協働のもと、まちの成り立ちを支える農業を含

めた環境を地域全体の方向とし、 

◎ 元気のある産業経済のために 

◎ 思いやりのある社会福祉のために 

◎ 活きいきとした暮らしづくりのために 

 ◎ はつらつとした人づくりのために 

 ◎ みんなで創る住み良い町に向けて 

の目標を掲げ、豊かで潤いのある田園居住環境創造を目指します。  
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第３節 将来人口 

  平成12年（2000）国勢調査における本町の総人口は11,902人であり、トレンド推

計による平成17年（2005）の推計人口は10,300人ですが、平成17年１０月の国勢

調査の速報値で11,626人となりました。 

  近年の自然回帰志向の強まりに伴う田園居住傾向や、都市と農山村の交流機会の拡充に

伴う新たな産業形成などを通じて雇用機会の創出や拡大を図り、本計画では平成 28年

（2016）の本町人口が現状を維持することを目標とします。 

 

第４節 コミュニティ 

  住む地域が潤いをもち、住み良い場所であってほしいという望みは誰もが持つものであ

り、その実現のために相互理解や共同しての活動は欠くことのできない問題となります。

地域がもつ様々な課題を解決するためには、単に行政が取り組むことだけでなく、地域住

民との協働が大きな力となります。 

  自ら住むまちに誇りと愛着をもち、地域特性を活かしたまちづくりに自らが取り組むこ

とが大切であり、それらの活動がボランティアやＮＰＯ法人を組織し、行政と話し合いを

進めながら地域活動を展開し、その活動を行政が支えていく。そうした形を真のまちづく

りに繋げていく方向を目指します。 

 

第５節 土地利用構想 

  平成15年に公表された「美しい国づくり大綱」に沿って、翌年6月景観法が制定され

ました。これは、従来の利便性を求める開発主体の国の政策が、自然景観や自然環境に価

値を認める方向を示したものであり、大きな転換期とも考えられます。 

  美瑛町は、十勝岳連峰や豊富な森林地帯を背景に波状丘陵地帯で展開される農業の日々

の営みが織り成す景観が評価され、交流人口がまちづくりの一部を支える展開のなかにあ

り、この育成や保全が今後のまちづくりにとって大きな課題となりますが、この課題解決

にとって土地利用構想が重要な役割を担うものであります。優れた景観を残しつつ、農業

の生産基盤確立を通じた経営安定対策を進め、景観と産業が共存し、都市との交流を通じ

自然と人間が触れ合う場の確保を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－ 7 － 

第2章 施策の大綱 

 

第１節  元気のある産業経済のために 

１ 農林業 

（１）農 業 

農業をめぐる情勢にも大きな変化が見られます。国内では、食の安全に対する信頼が

揺らいでいるほか、農業者の高齢化と減少による生産構造の脆弱化が深刻になっていま

す。グローバル化の進展により、わが国の農業・農村が、国際的な経済社会の動きに大

きな影響を受けています。 

美瑛町の農業は、畑作と稲作により発展してきましたが、近年では水田の転作による

施設野菜や高収益作物の栽培も盛んとなり、田・野菜複合や畑・野菜複合などの複合経

営も多くなっています。美瑛町独特の波状丘陵の台地に畑が広がり、丘陵をぬって流れ

る河川流域が水田地帯となっているのが特徴で、それら農地については、国土や環境の

維持・保全機能は勿論のこと、人の心に癒しや安らぎを与える美しい農村景観を目的に

多くの人が訪れるようになり、観光資源としても、本町の地域経済の基盤として大きな

役割を果たしています。 

しかし、本町においても農業者の高齢化は深刻な問題となっており、さらに担い手・

後継者不足や、輸入農畜産物の増加等に伴う農畜産物価格低迷による離農等により、農

家戸数が減少するなど、遊休農地の発生や地域社会・集落機能の低下が危惧されていま

す。 

また、WTO 農業交渉など国際化が進展するとともに、新たな「食料・農業・農村基

本計画」に基づく農政改革が進められるなど、農業・農村を取巻く環境は、変革の時を

迎えています。 

こうしたなか、本町においては、食の「安全・安心」を第一に、土づくりを基本とし

た循環型農業の推進、生産性の高い土地利用型農業の推進、また、消費者ニーズに的確

に対応した高付加価値農産物の栽培促進を図るとともに、農業の持つ多面的機能を発揮

し、都市との交流など農業の可能性を追求することが必要です。さらに、農業の持続的

発展を図るため、農業者の集団化、法人化を促進するとともに、担い手の育成を図り、

農地の流動化・集約化を推進することが必要です。 

① 農畜産物生産振興 

稲作については、今まで以上に「売れる米づくり」を推進することが産地としての条

件となってきています。国が平成14年 12月に決定した「米政策改革大綱」に即し、

地域が策定した「地域水田農業ビジョン」を実現するため、主役である農業者・農業団

体、及び関係機関との連携を強化し、高品質・良食味米の生産を推進し、高品質米産地

としての高い評価確立を目指します。 

畑作については、畑作４品目を軸とした土地利用型農業における輪作体系の確立を目

指します。また、農作業の効率化や大規模経営を目指す区画整理事業、高品質・高収量

を目的とした土地改良事業など、生産基盤整備に積極的に取り組むとともに、緑肥作物

の導入や堆肥の投入により地力を高め、生産性の向上を図り、安全・安心な農産物の生

産を推進します。 
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また、畑作農業を持続的に発展させるため、次期農業政策「品目横断的な経営安定対

策」の円滑な導入に向けた取り組みを推進します。 

野菜については、トマトが、稲作・畑作ともに複合経営における施設野菜の主力品目

として、また、グリーンアスパラガスが、本町の特産品として消費者から高い評価を得

ていることから、これら高収益野菜の振興により、力強い産地形成と農家経営の一層の

安定を図ります。また、しろがねダムを中心とするかんがい施設が完成し本格的な運用

が始まっていることから、この有効利用を推進します。 

酪農、肉用牛については、酪農肉用牛生産近代化計画を基調に、乳用牛検定事業及び

酪農ヘルパー事業の活用により飼養管理技術の改善や効率的でゆとりある経営環境の整

備を図り、乳質改善、乳量拡大に努めるとともに、飼料生産部門の作業体系効率化を図

ることにより高品質、高収益、低コスト化を推進します。 

養豚については、優良種豚導入による繁殖成績の向上、肉質改善と上物率向上、繁殖

成績のモニタリングと管理の推進に努めるとともに、安全性の確立に向けた農場

HACCPの導入による衛生管理の拡充を行い、より質の高い安全な畜産物を消費者に提

供する安定供給体制の確立を図ります。 

 ② 担い手・後継者の育成 

農家人口の減少や高齢化が進むなか、農業・農村を維持・発展させるためには、次代

を担う後継者の育成が重要です。農業後継者の確保及び新規就農者の受け入れについて、

積極的に取り組むとともに、農村集落の活性化を図るため地域リーダーの育成を推進し

ます。また、農業者の集団化、法人化を促進し、次世代につながる力強い農業地域づく

りを推進します。 

技術的課題については、農業改良普及センターをはじめとする関係機関や農業技術研

修センターの連携強化により、効果的な指導・支援を行います。 

 ③ 循環型農業の推進 

   地球規模の問題である環境汚染の観点から、環境との調和に配慮した安全で信頼され

る農畜産物の生産に心がけること、地球に優しい循環型農業を構築することが重要です。

また、この取り組みは、現代社会において消費者が農畜産物を選ぶ際に大きな影響を与

えつつあります。このため、堆肥等有機質資源の施用による土づくりや適正な輪作体系

の確立を一層推進し、クリーンで安全・安心な農畜産物のイメージ定着を図り、美瑛ブ

ランドの構築を目指します。 

 

  ＜基本目標＞ 

・収益性の高い農業の確立を図ります 

＜主な施策＞ 

○農畜産物の安定生産の推進に努めます 

・水田農業の体質強化 

・輪作を基本とした畑作振興 

・高収益野菜の振興 

・乳質改善及び生産性、飼養管理技術向上による酪農経営の体質強化 

・飼料自給率、作業効率の向上 
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・計画的、安定供給体制による産地銘柄の確立 

・生産基盤の整備 

○付加価値の向上と販路拡大を図ります 

・農畜産物の流通対策の推進 

・販売事業と連動した認証制度の構築 

・地元農畜産物を活用した農畜産加工の振興 

・農業ビジネス起業化の支援 

○試験研究・普及指導の推進に努めます 

・各種作物の栽培試験 

・畑地かんがい用水利用に向けた効果確認試験の実施 

＜基本目標＞ 

・多様でゆとりある農業経営の推進に努めます 

＜主な施策＞ 

○農業経営の体質強化を図ります 

・農業金融対策の推進 

・効率的かつ安定的な農業経営体の育成支援と法人化、組織化の促進 

・酪農ヘルパー制度の普及推進 

○農地の利用集積を図ります 

・優良農地の流動化と効率のよい土地利用 

・将来を見据えた農地の適正な保全 

＜基本目標＞ 

・豊さと活力ある農村づくりに努めます 

＜主な施策＞ 

・美しいむらづくりの推進と都市との交流促進 

・中山間地域対策の推進 

・農村環境の整備 

・町民農園の開設と地産地消への支援 

・女性や高齢者の力を活かす農村づくりの支援 

＜基本目標＞ 

・担い手の育成及び確保を図ります 

＜主な施策＞ 

・農業後継者の育成及び新規就農対策の推進 

・地域リーダーの育成 

＜基本目標＞ 

・循環型農業の推進に努めます 

＜主な施策＞ 

○土づくりを基本とし、環境と調和したクリーン農業の推進に努めます 

・環境保全と資源リサイクルの推進 

・農薬の安全使用と適正な管理の啓発 

○食の安全・安心対策の推進を図ります 
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・生産履歴記帳の推進による消費者に支持される農産物の供給 

・事故発生防止のための農場HACCP導入の推進 

 

 （２）林 業 

林業では、森林面積が行政区域面積の７割を占め、その約 1／３が民有林であり、こ

の多くが人工林となっています。 

民有林における造林の推移は、カラマツを主体として進み、７齢級以下４７％は、除

間伐等の撫育管理が必要であり、また、８齢級以上５３％については、森林の状況に応

じた施業を推進する必要があります。しかし、外国産木材との競合により、材価の低迷

などの先行き不安や育林に対する所有者の負担も依然として大きく、林業経営に対する

意欲の低下等、健全な森林育成が損なわれることが危惧されています。 

森林は、単に木材生産のみでなく、「森林・林業基本法」の制定により、国土保全・水

源のかん養・環境保全など森林の多様な機能の発揮へと転換されることになり、また、

地球温暖化防止対策からも森林の整備・保全を積極的に推進し、森林が果たす基本的な

役割の重要性が高まっています。 

また、零細森林所有者(５ｈａ未満)が大部分を占め、不在所有者も多いことから、未

施業林も多く、施業推進上の課題ともなっています。施業普及奨励、指導事業の強化を

図るためには森林組合の役割が重要であることから、森林組合の体質強化と森林施業の

共同化を一層促進し、林業経営の安定を推進する必要があります。 

労務は、森林組合及び町内素材生産業者と連携を図りながら、施業が行われています

が、林業労働者の高齢化・後継者の不足など厳しい状況にあり、担い手の育成を進めな

がら、労働者の組織化を図らなければなりません。 

林業の生産基盤である林道等については、公共林道、生産林道、町有林道及び造林作

業路等で現在１８８ｋｍ余り整備されていますが、生産コストの低減・作業の効率化を

図るうえでも、生産林道、作業路等の低規格路網を主体に、今後の施業状況に応じた路

網整備が必要であります。 

林業生産にあっては、間伐材を主体としたパルプ、製材等が主流ですが、近年の木材 

不況の影響を受け、苦境を強いられているのが現状です。このため、付加価値を高めた

製品の開発、国有林と一体となった素材供給体制の整備、また長伐期施業の推進による

優良大径木材の生産へと、あらゆる需要に対応できる体制づくりが求められています。 

 このことから、自然環境や地球環境に果たす森林の持つ多面的機能を発揮し、地域の 

特性、森林の資源、自然や環境に配慮した森林へ誘導するよう森林整備計画、施業計画 

に基づいた整備を行い、資源の質的な充実と活力ある林業・木材産業の育成を図り、森 

林の持続的な経営・管理を推進し、自然の力を活用した施業を主体として長期的視点か 

ら計画的な森林整備を図ります。 

 

＜基本目標＞ 

・林業基盤の整備に努めます 

＜主な施策＞ 

・未立木地や農廃地、伐採跡地の造林推進 
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・保育・除間伐などの推進 

・複層林・針広混交林整備の推進 

・各種治山事業や保安林整備の推進 

・有害鳥獣駆除等による被害防止対策 

＜基本目標＞ 

・林業経営の基盤整備に努めます 

＜主な施策＞  

・路網整備推進と高性能林業機械の導入 

・担い手の育成・林業労働者の確保 

・森林整備地域活動支援交付金事業の推進 

・不在森林所有者への施業推進及び普及啓発 

・林業事業体の育成・体質強化 

・木材産業の活性化 

・公共事業等における国産材利用拡大 

・小径木材の付加価値を高め需要拡大を推進 

＜基本目標＞ 

・町有林の整備に努めます 

＜主な施策＞ 

・高齢級の長期育成循環施業の推進 

・管理事業による公益的機能の保全 

 

２ 商工観光 

 （１）商工業の振興 

美瑛町の経済にあっては、商圏の拡大に伴って購買力が町外に流出し、減少を続ける

公共事業に多く依存しているため、雇用情勢は依然として厳しい状況が続いています。 

こうしたなか、中心市街地の活性化を目指して整備が進められた地域資源活用総合交

流促進施設においては、本町産業の連携による起業の促進や新事業展開のバックアップ

と、交流人口を町内に誘導する役割が期待されています。また、本町産業の育成・振興

を目指し「美瑛ブランド」の創出を推進し、地域における産業間の連携促進と振興が必

要となっています。 

工業については、先端技術の導入や付加価値の高い製品の研究開発など、地場工業の

新たな展開を促進していく必要があります。また、引き続き工業適地への企業誘致をは

かり、受け入れ体制の整備に努めるとともに、経営環境や優遇措置の提供など、積極的

な活動が必要となります。 

さらに、中小企業の経営体質の強化や新事業展開など意欲的な取り組みの促進や、財

務体質の改善への支援が求められており、商工会の企業診断や指導体制の強化を図り、

人材育成や情報提供などにより商工業の振興に努める必要があります。 

 

＜基本目標＞ 

・本町産業の連携による起業や新事業展開の支援に努めます 
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・積極的な企業誘致を展開するとともに、雇用の場の拡大に努めます 

・融資制度の充実や有効利用を図ります 

＜主な施策＞ 

   ・物産公社と連動し商品研究開発に取り組みます 

   ・制度研究を進め、人材誘致を行います 

   ・商工業活動に係る人材育成に努めます 

   ・商工会と連携し、経営意識の高揚と従業員の資質向上を図ります 

   ・無料職業紹介制度の利用による雇用機会の確保、拡大に努めます 

 

 （２）観光の振興 

美瑛町の観光をけん引してきた「びえい白金温泉」をはじめ、雄大な大雪山国立公園

十勝岳連峰と山麓に広がる波状丘陵地帯で営まれている農業が織り成す四季の景観が、

人々に感動を与え「丘のまちびえい」として全国的に知られるようになりました。  

こうした背景には、余暇時間の増加と自然志向の高まりなどがあり、観光客の入込み

数も１４０万人を超えるまでになりましたが、ここ数年は、団体観光から個人行動化が

進んでいることもあり、平成１０年度をピークに減少傾向にあります。 

   さらに、夏季に集中している観光の現状を踏まえ、自然資源や地場産業との連携など

都市とは一線を画した環境を活かし、観光の通年化・滞在化を目指した取り組みが急務

となっています。 

また、山岳地域・農村地域のみならず町内全体の経済活動を活性化させる必要性から

「ふれあい館ラヴニール」をはじめ、石倉庫を活用した集客交流の拠点施設として利用

するほか、拓真館や西美体験交流館を例に廃校の活用を検討するなど、地域の特色と歴

史が引き継がれる施設整備を進めます。 

また、魅力ある個性を活かしながら地域経済や芸術文化を活性化させるため、新たな

観光資源の開発や、町民主体・町民参加型イベントの開催を進めます。 

 

＜基本目標＞ 

・観光を、地場産業を支える重要な産業として位置づけ、多様なニーズに対応した魅

力ある展開に努めます。 

・地場産業の連携強化を図りながら魅力あるイベントを開催するほか、増加する外国

人観光客対策を進め、地域経済の活性化に努めます。 

・豊かな自然環境や美しい景観、安心して食せる新鮮な農畜産物など、本町の魅力を

継続的に情報発信し、貴重な資源を保全する活動に努めます。 

＜主な施策＞ 

  ○地域の特性を活かした観光の振興 

・体験・旅行案内機能を充実し、観光の滞在化を図ります 

・農村・農業体験型修学旅行の受入を積極的に取り組みます 

・ファームイン・ファームレストラン開設の支援に取り組みます 

・多様化する観光需要の変化に即応した情報発信に取り組みます 

・多言語での対応とホスピタリティの充実に努めます 
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   ・観光需要に即応した観光ルートの充実に努めます 

   ・交流施設を中心とした体験・旅行案内の充実に努めます 

   ・体験型観光の誘致集客の展開に努めます 

   ・広域観光の推進に努めます 

  ○魅力あるプロモーション活動の充実 

 ・「町民主体・町民参加」型イベントの開催に努めます 

  ・国際化・情報化に対応した観光情報の充実に努めます 

  ○観光資源の保全と活用 

・自然・環境の保全に配慮した利活用に努めます 

・景観ポイントの保全に努めます 

・美しいまちづくりを進める清掃活動の実践に努めます 

    

 （３）白金泉源対策 

温泉は、観光や地域にとって大きな魅力であり、人々を保養し楽しませてくれます。

本町においても、温泉地域を取り巻く山岳エリアは、恵まれた自然を活かし、健康・レ

クリエーションを中心とした保養地として、観光をけん引してきました。 

近年、道外一部地域で温泉に入浴剤を添加したり、水道水等を沸かしたものを温泉で

あるかのように誤認させるなど、連続して温泉の表示をめぐる不適切な実態が明らかに

なるなかで、わかりやすい温泉の表示が求められています。 

びえい白金温泉では美瑛町が管理する４箇所の泉源から、各観光施設等へ通年給湯す

る「かけ流し」湯の温泉として多くの方に利用されています。 

安全安心に利用いただける温泉地域として泉源の枯渇防止に努めるとともに、泉源施

設の効率的な管理を図りながら、新たな泉源井戸の掘削開発を進めます。 

今後においても、観光地としてのブランドやイメージを守るために、関係者が自ら適

正な表示を行ない、これまでどおりの健全な施設運営に取り組んでまいります。 

 

＜基本目標＞ 

・自然環境の保全と、ふれあいの機会を増大させ、健康・保養をテーマに白金泉源の

保全創造に努めます 

＜主な施策＞ 

・白金泉源のかん養・枯渇防止に努めます 

・白金泉源の充実のため、試すい検査を行い、新規の泉源掘削に努めます   

 

 第２節 思いやりのある社会福祉のために 

 １ 地域福祉 

少子高齢化の進行や、家族構成の変化による核家族化及び高齢者世帯の増加に伴い、地

域とそこに居住している住民との関わりが希薄化している状況にあります。このため地域

住民が自ら主体となって参加し、地域住民自らが身近な生活課題を地域の問題として捉え、

積極的にかかわりを持ち、共に生き、共に支え合うという町民意識を構築し、町全体で福

祉の力を育てていくことが求められています。そのためには町内会をはじめ、社会福祉協



 

－ 14 － 

議会、民生委員・児童委員、ボランティアなどの関係機関と連携し、地域住民が自ら主体

となって参加する、地域福祉のネットワークづくりの推進が必要です。 

また、多様化する福祉サービスの担い手として住民の側からの自主的で積極的な参加が

求められています。地域住民から専門職まで、支援を求めている人を支えていくための幅

広い人材を育成するとともに、行政や福祉関係者だけでなくＮＰＯ法人やボランティアな

ど多様な主体が福祉サービスの担い手として参加できる環境整備が必要です。 

さらに、相談体制の充実を図るとともに、福祉などの生活課題を適切な福祉サービスに

結びつけるために、保健・医療・福祉などの連携を推進します。そして一人ひとりが地域

で自立できるよう、高齢者、障がい者、児童、生活弱者などに対する支援を通して、保健

福祉サービスなどの各種施策を推進します。 

 

＜基本目標＞ 

・健康と福祉を推進し、生きがいに満ちたまちづくりに努めます 

＜主な施策＞ 

・住民主体による地域を支えるネットワークづくりを推進します 

・福祉サービスの担い手づくりを推進します 

・保健・医療・福祉などの連携を推進します 

 

２ 児童福祉 

美瑛町においては子どもの出生数は低迷しており、これにより子ども同士のふれあいの

機会が減少し、子どもの自主性や社会性・家族性が育ちにくくなることが懸念されていま

す。 

また、核家族の増加、共働き家庭の増加などにより、子育てと就労をはじめとする社会

参加との両立が困難となってきています。子育ての実践的な知識や方法が継承されにくい

など、子育てに関して不安を持っている保護者も少なくなく、家庭内においても児童虐待

などの問題が現われ、これらの問題への対応が必要となっています。このため、子どもが

健やかに育つとともに、安心して子どもを産み育てることのできる、環境づくりを社会全

体で推進することが必要です。そのためには、地域・ボランティア組織・NPO法人などの

関係機関が地域住民と連携して対応していかなければなりません。 

児童虐待防止にかかわる問題については、関係機関により構成された児童虐待防止ネッ 

トワーク会議による児童虐待の早期発見と防止が重要です。 

保育サービスについては、多様な保育ニーズに対応すべくサービスの充実を図り、子ど 

も達の成長を支援すべく、充分な検討が必要となっています。 

安心して子どもを産み育てることのできる環境づくりを次世代育成支援行動計画に基づき

推進します。 

 

＜基本目標＞ 

・地域における子育ての支援を推進します 

・職業生活と家庭生活の両立の支援に努めます 

・子どもの安全確保に努めます 
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・支援を必要とする児童への取り組みを促進します  

＜主な施策＞ 

・多種多様な保育サービスの充実に努めます 

・総合的な子育て相談体制の充実を図ります 

・交通安全も含めた防犯活動の推進に努めます 

・児童虐待防止対策の充実を図ります 

・保健・福祉・教育の相談体制の充実および連携強化を図ります 

 

３ 高齢者福祉 

生活水準の向上と医療技術の向上などに伴い、わが国の平均寿命は世界的にも高水準を

維持しています。本町においても高齢化率が３０％を超えており、更に今後においても高

齢者比率の増加が予想されている状況にあります。 

高齢期は、肉体、精神両面において個人差の大きい事が特徴であり、それぞれの置かれ

ている状況の中で、個性が尊重され、いきいきとした生活がおくれる社会体制づくりが必

要とされています。 

高齢化が進むなか、健康を維持しながら生涯現役社会を目指し、健康増進活動の推進に 

取り組むと共に高齢者の生きがい活動、社会参加活動などの機会提供と支援、住民参加に

よる福祉ネットワークの推進などに努めていく必要があります。 

また、介護を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、社 

会全体で支援するための制度として平成１２年度から介護保険制度が始まり６年が経過し、

介護保険制度は徐々に定着していますが、これに伴い介護認定者及び給付費が年々増加し

ている状況にあります。 

本町では、平成１６年度に東川町、東神楽町との大雪地区広域連合を設立し、保険料の 

 平準化、事務の効率化などを目的に介護保険事務を行なってきました。 

介護保険制度においては今後、予防重視型システムへの転換、一人ひとりの個性や生活 

を尊重したケア、住み慣れた地域での在宅生活を支える仕組みづくりなどが求められてい

ます。 

今後更なる高齢化の進行により、要介護認定者の増加が見込まれるなか、介護予防事業 

の充実や総合相談体制の充実、高齢者が要支援・要介護となっても、住み慣れた地域での

生活を継続できるよう、暮らしやすい住環境の整備や、高齢者の在宅生活を支える福祉サ

ービス・介護サービスの充実が必要となっています。 

 

＜基本目標＞ 

・健康長寿のための健康増進活動を推進します 

・高齢者の多様な社会参加を推進します 

・住民参加による福祉のまちづくりの推進に努めます 

・高齢者保健福祉計画の計画的実践に努めます 

・高齢者の介護予防の充実に努めます 

・高齢者の在宅生活を支えるための基盤整備に努めます 
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＜主な施策＞ 

・健康な老後のため、健康学習の充実と健康グループの育成・支援に努めます 

・高齢者の社会参加活動、生きがい活動を支援します  

・地域福祉ネットワークの促進により高齢者の支援に努めます 

・高齢者虐待防止対策の充実を図ります 

・在宅福祉サービスの充実を図ります 

・地域に密着した在宅介護サービスの提供に努めます 

・介護予防事業の充実と介護の重度化防止に努めます 

・高齢者が安心して住める住環境の整備に努めます 

・高齢者の福祉・介護相談体制の充実に努めます 

 

４ 障がい者福祉 

近年における社会経済情勢の変化や急速な高齢化の進行に伴う社会環境の変化、さらに 

は障がい者の福祉サービスのニーズの多様化が見られる中で、障がいをもつ方々の置かれ

ている現状を見据えながら施策の一層の充実が求められています。 

また、本町の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者数は、年々増加傾向にあり、 

障がい者の高齢化も進んでいます。 

このような状況の中で、障がい者（児）の支援対策としては、支援費制度に伴う施設訓 

練等支援、居宅生活支援をはじめ、更生医療の給付、補装具の交付、日常生活用具の給付、

外出支援などを行うとともに、障がい者の自立の促進に向けた通所施設の整備に取り組ん

できました。 

また、障がい者福祉制度は、障がい者自立支援法の制定により、サービスの一元化が図 

られたことにより、安定した福祉サービスを定着させるため、障がい者福祉の充実に努め

ていく必要があります。  

  障がい者が住み慣れた地域で暮らし、自分の能力を活かして社会に参加できる環境を整 

えるには、障がいや障がい者に対する理解の促進や雇用機会の拡充などによる障がい者の 

自立生活の促進、障がい者が地域社会のあらゆる場においてそれぞれの能力を発揮し参画 

できるよう社会参加の促進、住み慣れた地域で安心して生活できる生活支援など総合的な 

障がい者施策が必要です。 

また、障がい者福祉制度は、障がい者自立支援法の制定など福祉制度の動向を見ながら 

障がい者福祉の充実に努めていく必要があります。  

 

＜基本目標＞ 

・障がい者に対する正しい理解の促進を図ります 

・障がい者の自立生活の支援に努めます 

・障がい者の社会参加の促進を図ります 

・住み良い福祉のまちづくりを推進します 

＜主な施策＞ 

  ・ふれあいの場の確保、意識の啓発や福祉教育などを通し、ノーマライゼーションの理

念の定着に努めます 
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 ・障がい者の生活支援、就労支援など自立生活の支援に努めます 

  ・スポーツ、文化、地域活動など障がい者の社会参加の促進を図ります 

 ・公共施設のバリアフリー化を推進するとともに、地域の福祉ネットワークの推進、安

全対策の充実により安心して暮らせるまちづくりを推進します 

 ・障がい者の自立訓練に向けた環境づくりに努めます 

 

 ５ 健康づくり 

一人ひとりの生涯にわたる健康を推進するまちづくりのため、すべての年代において健

康推進活動を実施することが求められています。この健康増進活動は、健康指導・教育活

動・広報活動などを通じて、住民各自が生活習慣への関心と理解を深め、自らの健康状態

を自覚して取り組むことが重要です。 

健康な赤ちゃんを出産するためには安心して子供を産み育てる環境が必要であり、妊産

婦相談を実施して母体の健康・精神の安定を図り、出産後には新生児訪問、乳幼児教室、

子供発達相談により乳幼児の健全な発達を地域・家庭とともに推進します。 

また、保育所・幼稚園・学校との連携を密にして、学齢期の子供たちの健康づくりに努

めます。 

青年期・成人期・老年期における脳血管疾患、糖尿病などの生活習慣病は、健康に深く

かかわる生活パターンや食生活など、生活環境の影響を長期間にわたって受けたためであ

り、生活習慣病の初期の段階の予防や悪化防止などについて支援することが必要です。 

この支援は、健康診断データを活用した個人相談会・学習会活動をはじめ、グループ・

家庭・職場・地域での住民参加活動を通して進めていくことが重要です。 

特に、壮年期の肥満・高脂血症・高血圧・動脈硬化が複合して病状を顕在化させる内臓

脂肪症候群に対処するため、職場での健康診査データの収集・分析を進め、対象者の抽出

を行い、効率的な指導を推進することが必要です。 

また、心の健康づくりの推進のために、相談体制を充実し、町民への理解を深めるため

の啓蒙・普及に努めます。 

要介護認定の原因疾患では、脳血管疾患・認知症の割合が多く、死亡原因では、がん・

心疾患の割合が高くなっており、がんは早期発見早期治療対策が必要です。 

 

＜基本目標＞ 

・乳幼児期から青年期・成人期・老年期にいたる生涯の健康生活を支援するため、健康

学習活動を推進します 

・健康なまちづくりに向けて住民参加の地域活動および団体・グループの自主活動を支

援します  

・健康情報の収集・統計処理を行い、効率的指導を強化します 

・町民の健康課題を明確にし、課題改善のための計画に基づいて、町民への啓蒙、保健

活動を進めます 

＜主な施策＞ 

・生涯にわたる健康学習としてのグループ学習・地域学習を支援します 

・健康づくり運動教室などの自主活動を支援します 
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・住民一人ひとりに役立つ健康情報の提供を行います 

・地域職場での精神保健増進活動を支援します 

 

 ６ 地域医療 

 （１）社会保障医療の給付 

医療費の給付については、北海道が行っている医療扶助制度に基づき「老人」「重度心

身障がい者」「ひとり親家庭」「乳幼児」の医療給付を実施しており、さらに本町におい

ては、重度心身障がい者・ひとり親家庭等・乳幼児医療給付の年齢拡大、住民税非課税

世帯の拡大を実施しています。老人医療については、核家族化・高齢化の進行に伴い老

人世帯が増加しており、高齢者の生活維持のためにも医療給付が必要となっています。 

重度心身障がい者医療及びひとり親家庭等医療については、道の制度改正により住民

税課税世帯の１割自己負担が導入されましたが、町単独分での給付を併せて実施してい

ます。 

乳幼児医療については、少子化対策及び子どもの健全育成から見ても適切な医療給付

が必要であり、道の制度改正により住民税課税世帯の１割自己負担が導入されましたが、

町単独分での給付を併せて実施しています。 

各医療費の給付は、北海道の制度に基づき実施していますが、今後も福祉施策として

重要であり、制度の継続が必要であります。 

 

  ＜基本目標＞ 

   ・医療費給付制度利用の促進を図ります 

  ＜主な施策＞ 

   ・各医療費給付公費負担制度の維持・継続に努めます 

  

（２）国民健康保険 

国民健康保険制度は、地域医療の確保と住民の健康増進に大きく貢献し、医療保険制

度の中核として重要な役割を担っていますが、近年の少子高齢社会の急速な進行や疾病

構造の多種多様化、高度医療の進歩などに伴い、老人医療を中心とした医療費の増加や、

高齢者・低所得者層の加入割合が年々増加し、国民健康保険事業の運営は非常に厳しい

状況におかれています。このような状況のなか、平成１６年度より大雪地区広域連合を

設立し、被保険者の保険料負担の軽減、保険事業全般の安定化・平準化と事業経費の削

減を目指して事業運営を行っています。 

 

＜基本目標＞ 

・保険給付の充実を図ります 

・運営の健全化を図ります 

＜主な施策＞ 

・収納率の向上に努めます 

・被保険者自ら健康の保持管理を行い、正しい受診に努める啓発を行います 
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（３）老人保健 

老人保健制度は、国民の老後における健康の保持に適切な医療確保を図るため、必要

な費用は国民が公平に負担することを目的として昭和５８年に創設されましたが、老人

人口の増加とともに医療費が年々増大し、ますます現役世代の負担が重くなってきてい

ます。 

こうした状況の中、大雪地区広域連合を設立したことから、医療費適正化の強化、レ

セプト審査の充実強化等の総合的な取り組みを行います。 

 

  ＜基本目標＞ 

  ・保険給付の充実を図ります 

  ・運営の健全化を図ります 

＜主な施策＞ 

・高齢者の保健、医療、福祉全般にわたる給付の改善を図ります 

   ・被保険者自ら健康の保持管理を行い、正しい受診に努める啓発を行います 

 

（４）国民年金 

公的年金制度は、私たち一人ひとりの老後の生活に大きな影響を与えるものであり、

安心して信頼できる制度であることが重要です。ことに、高齢化社会を迎え、制度を健

全かつ安定的に運営してゆく基盤を確保する事が重要な課題です。 

昭和61年から年金制度の一元化が図られ、制度間格差等の解消が進められています。

さらに、平成9年から年金番号が一元化され、20歳以上の全国民の年金加入が実現へ

大きく前進しました。 

高齢化社会において国民年金の役割は大きいものですが、低所得者には保険料の負担

が容易ではなく、各種の軽減策が図られています。 

また、年金制度の将来に対する漠然とした不安から、若年層の関心が薄くなっていま

す。今後、年金に対する関心の高揚に努める必要があります。 

 

＜基本目標＞ 

   ・制度の普及に努めます 

  ＜主な施策＞ 

   ・適用対象者の的確な把握を行い、無年金者解消を図ります 

 

 （５）医 療 

美瑛町の医療施設は、病院１箇所（一般病床９８床）、一般診療所３箇所、歯科診療所

４箇所が市街地に所在し、医療技術者は医師７人、歯科医師4人、看護師（准看護師含

む）６４人等となっています。 

町立病院は、地域の中核病院として平成１０年に全面改築を行い、近代的医療の整備

を進め、一般医療のほか救急医療体制の充実を図り、地域医療の中心的役割を果してい

ます。しかし、医師の都市部への偏在化に起因した不足により一部標榜科の休診や特定

の診療科の体制確保ができず、十分な期待に応えられないことから、広域医療圏の中で
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旭川市内の総合病院等との連携を強化し、医療情報システムを構築するなどにより町民

の生命と健康を守ることが不可欠となっています。 

町立病院の経営は、近年の経済優先の医療費抑制政策等を背景に脆弱化し、厳しい状

況にあることから、適正な医療供給に対応するには、経営の健全化、安定した経営基盤

の確立を図っていくことが急務であり、各関係機関の支援がより一層望まれています。 

さらに、少子高齢化の進行、疾病構造の変化、医療の高度化・専門化の進展、個人情

報保護の制度化、情報の高度化等医療を取り巻く環境に大きな変化が見られ、医療需要

は質・量の両面においてますます高まってきており、医療・各行政との機関連携ととも

に、医療・保健・福祉との分野連携を緊密にし、時代の要請に応じた医療機関としての

体制を確立していく必要があります。 

 

＜基本目標＞ 

 ・医療技術者の資質向上と定着化を図り、需要に対応した体制を確立します 

  ・町立病院の経営基盤を確立し、地域中核病院として１．５次医療への取り組みに努

めます 

  ・医療情報システムのマルチメディア確立に努めます 

  ・医療・保健・福祉の緊密な連携を図ります 

＜主な施策＞ 

  ・地域医療確立のため、医師を確保します 

 ・病院・診療所の有機的連携を強化し、関連医療機関を確保します 

 ・町立病院の経営健全化と施設設備の充実を進め、医療従事者の定着化を図り地域中

核病院としての体制を確保します 

    

 第３節 活きいきとした暮らしづくりのために   

１ 生活環境 

（１）ごみ処理    

ごみ問題を論じる時、避けて通れないものが再資源化へのリサイクルと数々のメリッ

トを持つ分別収集になります。本町は平成4年度より他の自治体に先駆け、ゴミ処理5

種分別の従量制に移行し、これに伴いゴミステーション、コンポストの設置促進に補助

を行う一方、資源回収団体への奨励金制度を導入し、減量化に努めており、住民のごみ

に対する意識改革は大きく前進し、成果が現われています。 

処理については、しらかば清掃センターで行い、ここで発生する焼却灰についても、

しらかば最終処分場で処分しており、分別の更なる徹底と資源リサイクルによる減量化

を推進し施設の延命化に努めなければなりません。一方、観光客のごみ対策についても、

関係機関と連携し啓発活動に努めなければなりません。 

資源ごみについては、リサイクルプラザたいせつで、再資源化することによりリサイ

クルを促進し、埋立物の減量化を図っています。 

産業廃棄物の処分は、美園産業廃棄物最終処分場が平成13年8月に廃止されたこと

から、民間の処分場に委ねているところですが、平成 14年の建設リサイクル法の施行

に伴い排出量も大幅に減少していることから、今後、新処分場の用地確保等については
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需要状況を見据えながら、排出業者と協議し、対応する必要があります。 

 

＜基本目標＞ 

   ・廃棄物の適正処理により生活環境の保全に努めます 

＜主な施策＞ 

   ・分別収集の徹底と収集体制の充実を図ります 

   ・減量化運動を進め、不法投棄防止に取り組みます 

   ・資源リサイクル運動を進めます 

   ・処理施設の効率利用を図り、適正管理に努めます 

 

（２）し尿処理 

   美瑛町のし尿処理は、収集においては民間委託により町内全域を対象として、し尿処 

理施設で行われており、公共下水道及び合併処理浄化槽の普及により生し尿は減少し、 

処理量は観光施設・公園等の整備による公衆便所の設置や民宿・ペンション等の施設の 

増加などにより汚泥等は増加の傾向にありましたが、近年はほぼ横ばいとなっておりま 

す。 

今後、水洗化・合併浄化槽の普及に伴い、処理バランスが崩れる恐れがあり、これら 

に対応する収集処理体制の充実・改善が必要となります。 

 

  ＜基本目標＞ 

   ・合併処理浄化槽の普及による水洗化を推進するとともに、既存施設での処理体制の

充実を図ります 

  ＜主な施策＞ 

   ・収集・処理体制の充実に努めます 

   ・合併処理浄化槽による水洗化を推進します 

 

（３）環境衛生 

   地域環境の美化については、行政区等様々な団体が自主的またはボランティアにより 

努めており、住民の環境衛生に取り組む意識は高まっています。今後もこれら地域住民 

と企業、行政が一体となって、環境衛生美化運動に積極的に取り組む必要があります。 

   犬の登録については、平成16年度では767頭で年々増加傾向にある一方、飼育管理 

の不備や野犬による苦情も多数あり、正しい飼育の指導と野犬掃討を一層強化しなけれ 

ばなりません。 

墓地管理については、平成14年度に隣接の用地を取得し、環境整備の一環としてト 

  イレや駐車場の整備を行ったところであり、今後とも必要な整備を進めます。 

 

＜基本目標＞ 

 ・自然環境と共存できる地域ぐるみの環境衛生美化活動を促進します 

＜主な施策＞ 

 ・地域住民と行政の協働のもと環境美化活動に取り組みます 
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（４）上水道 

① 美瑛町の水道事業 

美瑛町の水道事業は、２つの上水道と２つの簡易水道で構成されており、いずれの水

道も水源を河川の上流域に求めているため、水質は良好なものとなっています。 

本町の水道事業は、計画給水人口が 101 人以上、5,000人以下で水道により水を

供給する「簡易水道事業」と、5,001 人以上で水道により水を供給する「上水道事業」

の２事業に別れています。 

② 上水道事業 

 美瑛町の水道は、市街地を中心とした給水区域に昭和36年12月に事業経営認可を

受け昭和37年度着手し、昭和40年に給水を開始しました。 

 その後、施設の一部改修を行い、給水区域を市街地のみならず白金温泉地区まで拡げ

て給水を行いました。 

 一方、市街地周辺の丘陵地帯の飲料水施設では、その老朽化、水質の悪化が著しく、

加えて平成元年４月にはエキノコックス症対策重点地域に指定されたこともあり、住民

から飲料水の確保と改修の要望があり、以降、給水区域を北瑛・美田・旭・下宇莫別・

新区画・川向・藤野・置杵牛などに拡げ、施設整備を行っています。 

現在では計画給水人口は12,640人、一日最大給水量は 6,010m3の規模となって

おり、安全・良質な水の供給を果たしております。 

今後も給水区域外の水需要の動向をみながら合理的、機能的な運用を図ります。 

③ 平和簡易水道事業 

本地区は、戦後の緊急開拓地として開放された区域及びそれに隣接する美馬牛市街地

区の一帯です。この地域の水道は、区域内給水人口の減少、開発による水源の枯渇、水

質の悪化などの解消を図るため、昭和59年に全体的な水道計画の見直しを行ない、昭

和60年度に簡易水道事業経営認可を受け、美沢・美馬牛・ルベシベの一部を含めた区

域拡張と施設の拡充を進めました。今後は、水需要の動向を見ながら施設の維持管理と

上水道事業との統合を視野に入れ、合理的、機能的な運用を図ります。 

④ 五稜簡易水道事業 

 本地区は、周辺は国有林に囲まれた波状丘陵をなしています。昭和61年には五稜地

区を給水区域とする専用水道の認可を受け、国営事業で設置した飲料水施設と老朽化し

た中ルベシベ地区及び大区画地区の施設を廃止し、計画給水人口は400人、一日最大

給水量270m3で、島牛川の表流水を求め関係施設が平成元年に完了し、水供給を行っ

ています。 

 今後は上水道との連携を図り、安定供給に努める必要があります。 

⑤ その他の水道 

 美瑛町には、俵真布地区専用水道の他に飲料水供給施設があります。これらの中には

最近の開発によって水源水量の不足と汚濁の危険性が懸念されております。これらの地

区の施設の運営にあたっては、地域住民との連携をとりながら技術支援などで安定化を

図り、飲料水の安定供給と公衆衛生の向上を図る必要があります。 
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＜基本目標＞ 

・給水区域住民の保健衛生と生活環境の改善に寄与し管理業務の徹底、事務の合理

化と地域住民へのサービスを考慮し、水道事業の健全経営に努めます 

・未給水地域の解消に努めます 

＜主な施策＞ 

 ・第三期拡張事業での区域の早期施設整備完了に努めます 

  

 （５）下水道 

   美瑛町の公共下水道事業は、昭和49年度に基本計画が立案され、計画面積は４８７

ha 計画人口が16,500人で、昭和51年度より事業の実施が開始されました。 

平成１６年度末での整備状況は、認可区域 355ha に対し、265ha の区域整備が

なされ、処理可能人口は7,089人、下水道普及率としては約60％となっています。

また、下水処理場は昭和61年９月に供用を開始して、現在の施設は２系列で3,940 

m3／日の処理能力を有しています。 

   供用開始以降、住宅の水洗化も進み、平成１６年度まで2,871 戸（処理区域戸数に

対し91％）と順調な推移をたどっています。今後、下水道整備が居住環境整備の多く

を担うものとして、町民すべて下水道利用可能な環境実現に向け、市街地全域普及の早

期達成、さらに水洗化区域の拡充へと事業を推し進めることが必要とされます。 

本町の都市下水路事業は、市街地の浸水対策として、昭和 42年度より逐次整備を

進め、現在まで４路線が完成し供用を開始しています。その後公共下水道事業の区域

拡張に伴い、それらの下水路を公共下水道の雨水管に管理変更しています。今後雨水

及び融雪水等の浸水対策については、住宅地の拡大や道路整備の推進にあわせて公共

下水道事業の一環として計画的な整備が必要です。 

 

＜基本目標＞ 

  ・下水道区域の早期整備による、公共用水域の水質保全と市街地住居の浸水解消に努

めます 

  ・水洗化の普及を進め、快適な生活環境づくりの充実に努めます 

＜主な施策＞ 

  ・第四期計画区域の早期整備完了と土地利用計画に基づき拡張地区への整備対応を 

進めます 

  ・処理水量の増加に伴う下水処理場の施設整備と効率的運営を図ります 

   ・下水道計画区域外における地区との広域的かつ段階的な処理計画の検討を行います 

 

（６）公 害 

自然はもろくて一度破壊されると容易には現状に回復し難いものであり、私たちは、

この自然をできる限り現状のまま維持・保全し、一方で破壊されたところは復元し、後

世に引き継ぐべき責務があります。また、すばらしい農村景観についても守り育ててい

かなければなりません。 

公害は、戦後の経済発展の中で大量生産・消費・廃棄型の社会経済活動に伴い、大都
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市周辺で多く発生していますが、本町においては、自然環境破壊・汚染等あまり恐れの

あるものは少ないのが現状です。 

しかし、今後、生活環境の変化に伴い、騒音・振動・悪臭等典型７公害が懸念される

ため、長期的な視野で公害防止と監視に努めなければなりません。 

また、都市型排水や農村地域における生活雑排水・家畜糞尿等の衛生的処理を図り、

河川と地下水の水質汚濁防止に努める必要があります。 

 

＜基本目標＞ 

   ・法令による規制と誘導を行い、公害発生の予防と防止を図り、農村環境の保全に努

め、自然と調和したまちづくりを進めます 

＜主な施策＞ 

   ・公害に対する監視、指導の強化を図り、適切な処理に努めます 

   ・農村地域における規制に理解と協力を求め、景観の保全に努めます 

   ・自然保護、景観保護及び公害防止に対する町民意識の高揚を図ります 

 

 ２ 住環境 

 （１）魅力ある市街地形成の推進 

   平成元年度から施行中である本通土地区画整理事業は、一部業務を残しているもの

の、街並み景観を意識した計画に沿った整備が進められ、美瑛駅を中心とする駅前後

の交流を目的としたフリーロードも整備されました。また、平成 4年度から施行して

いる鉄西土地区画整理事業も、国道２３７号線沿いに駐車場が整備され交通利便性を

活かした住宅団地造成が進められ、平成１６年度には換地計画が終了し、住宅街が形

成されつつあります。 

    

＜基本目標＞ 

・街並み景観の維持に努めます 

・障がい者にも住み良いまちづくりを進めます 

＜主な施策＞ 

・国道２３７号線の無電柱化に努めます 

・鉄西地区の住宅建設促進に努めます 

・歩道のバリアフリー化に努めます 

 

（２）住宅環境 

美瑛町は、寒暖の差が大きく住宅に関しては、大変厳しい環境といえます。近年、

寒冷地型住宅も数々の改良がなされ、住環境は快適さの度合いも向上してきておりま

すが、依然として自然条件としての雪や寒冷地対策が課題です。 

また、本町の高齢化率は全国平均を上回っており高齢者の世帯も著しく増加してい

ます。少子高齢化に伴い住宅に求められる住環境は、多様化する一方であり、省エネ

ルギー化の推進とともに、自然エネルギーの活用、省資源、地域の自然に配慮した健

康で快適な住まいづくりを促進することが課題です。 



 

－ 25 － 

＜基本目標＞ 

・雪国に適した北方型住宅の建設指導・普及に努め、質的向上を図ります 

・町営住宅の建替えについては、生活形態、環境に配慮し、高齢者・障がい者など

にも健康で快適な住環境を促進します 

・様々な年代が交流しながら生活できる住宅団地計画に努めます 

＜主な施策＞ 

・自然景観と調和のとれた北方型住宅の建設を促進します 

・平成１６年度美瑛町住宅マスタープランに基づき、住宅施策を推進します 

・平成１６年度美瑛町公営住宅ストック総合活用計画に基づき、公営住宅の建替・

個別改善・維持保全を推進します 

・低所得層等に向けた町営住宅の確保に努めます 

・高度化・多様化する住環境ニーズに応え、住環境整備費助成事業利用による、や

さしい住まいづくりの推進に努めます 

 
（３）公園・緑地 

 美瑛町には大小２０ヶ所の都市計画公園、１０ヶ所の都市公園、８ヶ所のその他公

園があり、量としては一定の水準を満たしています。 

街区公園の多くは、整備後かなりの年数を経過しており、少子高齢化に伴う利用形

態の変化に現状が対応しきれていない状況にあります。 

   今後は、「緑の基本計画」の中で、地区における公園の位置付け、機能を明確にし、

市街地のうるおいを演出する公園の再生を図らなければなりません。 

   郊外における公園の大きな役割は、地区における利便施設としての提供を図るととも

に、町内外からの利用者が集うレクリエーション施設として管理運営を図っていくこと

が重要です。 

一方、新たな公園の役割として、火災や地震等の災害から地域住民の生命を守る機

能を持った公園整備も重要な課題となっています。 

 

＜基本目標＞ 

   ・利用者のニーズに対応した公園の再整備に努めます 

・各々の公園に特色を持たせ、関連性のある整備に努めます 

  ＜主な施策＞ 

 ・既存公園の特性を生かしながら、地域の個性を生かした再整備に努めます 

   ・遊びを創造できる施設配置に努めます 

 

 （４）道路・橋梁 

 美瑛町の道路現況は、都市間交通網の国道２路線２３.８㎞を中心として、道道１０ 

路線１０９.１㎞、町道は４９７路線６４９.５㎞と長大な道路延長を有しており、道路 

の改良率は国道が１００％である以外、道道は８５.９％、町道が６４.５％にとどまっ 

ています。 

   道路は地域住民の日常生活に不可欠な生活関連施設であるとともに、経済活動を支え
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る基本的な社会基盤施設であるため整備が急務となります。計画に当たっては、道路が

優先という考えではなく、ゆとり、やすらぎを感じさせる道路整備を進める必要があり、

また、本町の財産である自然景観にも配慮した計画が望まれます。 

   一方、道路の維持管理については、地域住民による道路愛護活動やボランティア活動

を通して、道路愛護の啓発を図るとともに、安全かつ快適な道路交通を目指し、適切な

維持管理を進めなければなりません。 

   橋梁では、国道２路線で１３橋、道道１０路線で２８橋、町道４９７路線で１６２橋

すべてが永久橋となっていますが、幅員が５.５ｍ以下の橋梁も多数あり、今後は老朽

化対策とともに計画的に改良を進めなければなりません。 

 

＜基本目標＞ 

   ・暮らしの利便性、安全性、快適性の向上に努めます 

   ・ゆとり、うるおいの創造のため道路の緑化等、景観整備に努めます 

   ・災害に強い道路整備に努めます 

＜主な施策＞ 

   ・道路の安全通行の充実を図ります 

   ・歩道網の整備及び既存歩道のバリアフリー改修を図ります 

   ・道道改良事業の促進に努めます 

   ・橋梁整備事業の促進に努めます 

 

 （５）農 道 

農道の整備は、大型化、近代化する農業機械の通行の確保、農畜産物の輸送に不可欠

なものであり、計画的な整備が求められます。 

   また、農業地帯を通過することから、景観構成の一端を担う役割もあり、整備に際し 

ては、利便性向上に合わせての景観への配慮が必要となります。 

 

＜基本目標＞ 

   ・幹線・支線農道の計画的整備に努めます 

  ＜主な施策＞ 

・農免農道の整備を進め、安全な輸送体系確立を図ります 

   ・効率的な事業により、地域間支線農道の整備を図ります 

 

 （６）除 雪 

冬道の円滑な交通の確保と安全を図っている道路除雪事業は、新雪除雪・路面整正・ 

拡幅作業・排雪作業･歩道除雪の作業を行っています。 

   現在の除雪状況は、町道497路線649.5kmのうち394路線79.3％、延長343

ｋｍ52.8％となっており、そのうち委託路線は 286路線 72.6％、延長 297ｋｍ

86.6％、直営路線は108路線27.4％、延長46ｋｍ13.4％、歩道除雪は全線委託と

なっています。また、除排雪機械については、各車両とも耐用年数及び走行距離に合わ

せて年次計画を立てて更新しており、現在の車両台数を確保し除排雪作業を進めていき
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ます。 

   今後は、流雪溝の整備等、道路・交通の高度化が進展し、除雪体制の再構築、除排雪

車両の導入等を図る必要があります。 

 

＜基本目標＞ 

   ・関係機関との連携を密にした除排雪業務の実施に努めます 

 ・生活道路及び幹線道路の除排雪強化に努めます 

＜主な施策＞ 

   ・国道、道道との連携を図り、適切で効率的な除排雪に努めます 

   ・車道の除排雪を強化し、安全かつ安定した道路網確保に努めます 

・歩道及び交差点の除排雪を強化し、安全な歩行スペース確保に努めます 

・病弱及び身体障がい等を負った世帯に対し、特に配慮した除排雪に努めます 

   ・冬期間交通閉鎖路線の農業生産活動に合わせた早期雪割り開通に努めます 

  

 （７）交 通 

   近年、都市間交通が増大しており、また、本町の自然景観を求め、道内外はもとよ

り外国からも観光客が訪れ、交通量の増大に拍車をかけています。 

これらを解消し、地域圏間交流を高め、産業経済の発展に寄与すべく交通システム

の構築が重要です。 

   本町より旭川圏、十勝圏を結ぶ幹線道路は、国道２３７号線のみであり、時期的には

渋滞を引き起こしています。これを解消すべく計画された地域高規格道路の整備が急務

であり、また、道央圏と旭川空港を結ぶ国道４５２号線や開発道路白川美唄線の 1日

も早い開通が望まれます。 

今後の重要課題として、本町と旭川空港を結ぶ路線の整備が望まれます。 

   道路交通機関として、町営バス９路線、旭川と美瑛市街を経由し白金温泉を結ぶ路線

を民間バスが運行していますが、自家用車への依存度が高い状況にあります。今後とも

町民の利便性を確保するため、バス運行の確保・充実を図る必要があります。 

また、道路交通以外の交通手段として、JR富良野線があり、旭川美瑛間１９便、旭

川富良野間１２便が現在運行しています。 

バス、JRは交通弱者に対し欠くことのできない交通手段であり、今後ともこれらの

確保に努めなければなりません。 

 

＜基本目標＞ 

・町内外の中核施設を結ぶ交通体系の再構築を図ります 

・美瑛町と旭川空港を結ぶ道路整備を図ります 

 ・道路交通とJR交通の連携を図ります 

＜主な施策＞ 

   ・うるおいのある道路の整備促進を図ります 

   ・都市間道路交通網の整備・促進を図ります 

   ・路線バス運行の確保・充実を図ります 
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 第４節  はつらつとした人づくりのために 

 １ 学校教育     

学校教育は、人間尊重の精神に基づき、児童生徒の心身の調和のとれた発達を促し、人

格の完成を目指して行われるものです。基礎・基本の確実な定着と個性を生かす教育を基

盤としながら、自分で課題を見つけ、自ら学び自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題

を解決する能力、豊かな人間性や社会性を身に付けさせ、国際社会に生きる日本人として

の自覚と、たくましく生きるための健康や体力などの育成により「生きる力」を、ゆとり

ある教育活動の展開の中で育むことが求められています。 

 （１）幼稚園 

 幼児教育は、義務教育の基礎的な素地を養う重要な役割を担っています。 

  美瑛町においては、私立幼稚園１園が開設されており、幼児教育に大きな役割を果た

しています。 

  幼児教育の重要性が高まっている現在、幼稚園と保育所の関連性を十分配慮し、私立

幼稚園児の保護者の負担軽減のため、助成制度の充実と幼稚園の運営に対する補助制度

の継続の必要があります。 

 

＜基本目標＞ 

   ・教育の充実を図るための諸条件の整備促進に努めます 

＜主な施策＞ 

・私立幼稚園に関連する助成制度の充実に努めます 

・小学校との連携に努めます 

 

（２）学校教育の活性化 

学校教育においては学習指導要領に基づき、特色ある教育活動が展開されております

が、「確かな学力」「豊かな心」「たくましい健康や体力」を柱とする「生きる力」を育て

るとともに、「信頼される学校づくり」に向けて、創意工夫に満ちた取組みを強力に推進

する必要があります。  

  また、情報化・国際化など社会の変化に学校が積極的かつ柔軟に対応し、個性的・創

造的にたくましく生きる心豊かな児童・生徒の育成に努めることが大切であります。し

たがって、学校においては基礎・基本の確実な定着と個性を生かす教育の充実や、道徳

教育をはじめ、豊かな人間性や社会性を身につけさせる多様な奉仕・体験活動を取り入

れた教育活動を進める必要があります。さらに、障がいをもつ児童生徒の教育は「特殊

教育」から、「特別支援教育」へと移行されることから、特別の教育的ニーズに応じた教

育を行うための支援体制を築く必要があります。 

 

＜基本目標＞  

・確かな学力の育成を図ります 

・豊かな心の育成を図ります 

・たくましく生きる健康や体力の育成を図ります 

・信頼される学校づくりの推進を図ります 
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＜主な施策＞ 

・特別支援教育の充実を図るため、教育指導助手と特別支援教育専門員の継続配置に

よる個別指導や少人数指導を展開し、基礎･基本の定着を図ります 

・「総合的な学習時間」交付金による学校運営費の充実を図ります 

・英語指導助手の複数継続配置による国際理解教育の充実を図ります 

・心の教室相談員の継続配置による適切な生徒指導の充実に努めます 

・美瑛産米・地場産手作り味噌等地産地消に努め、食育の充実を図ります 

・学校運営支援協議会の全校設置により、外部評価を取り入れた「信頼される学校づ

くり」に努めます 

 

（３）小規模校における複式教育の振興 

   過疎化や少子化が進み児童・生徒の減少と地理的条件から、段階的に学校の統廃合を

推進し、小学校７校、中学校３校、計１０校（うち一校は併置）となっております。 

    このうち小規模校は、教師の目が届き、きめ細かな教育ができる反面、集団的な話合

い学習の機会が少なく、社会性が育ちにくいといわれており、適正な学校規模・児童生

徒数等の問題をどう解決していくかが課題です。 

 

＜基本目標＞  

・小規模校の特性を生かしたへき地教育の充実を図ります 

＜主な施策＞ 

・複式教育の充実を図る教育課程の編成に努めます 

・合同学習や集合指導の充実と大規模校との交流の推進を図ります 

・へき地複式校の条件の整備に努めます 

・地域と一体となった活動や、様々な体験のできる教育活動の促進を図ります 

 

（４）教育環境の整備・充実 

  校舎は、すべて非木造となっていますが、建築後２５年を経過した学校もあり、学校

営繕を十分行い、緊急度に応じて改修の検討を進める必要があります。 

  学校プールは、現在２校に設置していますが、一部老朽化もあり、修理をしながら維

持することが必要であり、屋外環境やグランドは、必要に応じて緊急度の高いものから

整備することが必要です。 

  スクールバスは、現在８路線を運行し通学の足を確保しており、学校の統廃合により、

さらに重要性が高まります。教員住宅は、教職員の定着を図るため老朽化の激しいもの

の需要を見定めながら、年次的に計画を進めることが必要です。 

情報教育の充実と促進を図りコンピューターの導入を進めましたが、マルチメディア

対応と質的な進展もあり、機器の更新と、ソフトの充実を図ることが必要です。 

児童生徒の安全確保が求められており、交通安全はもとより、地域住民と連携を図り、

関係団体と協調しての対策が必要です。 
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＜基本目標＞  

・子どもたちが等しく学べ、かつ安全な教育環境の整備に努めます 

＜主な施策＞ 

・スクールバスの運行による通学環境の確保と車両の計画的更新を図ります 

・教員住宅の適正な維持管理と計画的改修を図ります 

・コンピューターの計画的更新とコンピューターソフトの充実を図ります 

・学校安全危機管理マニュアルを整備し、地域と連携した安全対策を図ります 

   

２ 生涯学習 

生涯学習は、全ての人々の社会参加と自己実現のために生涯にわたって学ぶことであり、

一人ひとりの生きがいのために行われるものであります。このことから生涯学習の必要性

が提唱され、社会教育がその振興の中心的な役割として、住民の学習機会の充実や学習環

境の整備に努めるとともに、学校・地域・行政などの関連機関がさらに連携を深め、総合

的な教育活動へと発展させていくことが必要です。 

 （１）社会教育 

   社会環境の急激な変化により、地域内の人々の連携意識が希薄化し、地域社会の活力

が低下してきています。 

   このような中で、特色のある地域を目指すには、住民一人ひとりが自ら住み良い地域

づくりを実践し、地域の魅力を掘り起こしながら、自らの知恵と工夫によって地域や産

業を活性化することが必要となります。 

   そのためには、家庭・学校・地域・行政がそれぞれの役割を果たすなかで、安全で快

適な地域環境の確保や環境にやさしい生き方の確立など、さまざまな課題があり、地域

全体で、住民がともに学び合える生涯学習のまちづくりを進めることが望まれます。 

図書館は、生活に密着したサービス拠点であり、今後ともサービス低下をまねかない

ように、知識・経験豊かなスタッフによる運営体制を整えていきます。 

 

＜基本目標＞ 

○社会教育 

・生きがいのもてる学習活動の推進を図ります 

  ・家庭の教育機能の充実を図ります 

  ・地域コミュニティの充実を図ります 

○図書館・郷土資料館 

・地域活動を行う学習意欲に応える情報の提供に役立つ運営を図ります 

・学校と連携した読書サービスを提供し、心にゆとりのある子育ての支援を図ります 

・資料要求に応えられる図書館ネットワークの活用に努めます 

＜主な施策＞ 

○社会教育 

・地域の特性を活かした自然体験や生活体験活動の推進に努めます 

・親子のふれあいを深める体験的な学習機会の充実を図ります 

   ・生涯各期の目的に応じた学習プログラムの開発と学習機会の充実に努めます 
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・地域の教育資源の発掘と、地域指導者との連携を図ります 

・学習活動に関する機会と場の提供、学習情報の提供・相談窓口の整備・充実に努め

ます 

○図書館・郷土資料館 

・自己学習に応える知識・情報提供、サービス機能の拡充に努めます 

・乳幼児から児童生徒までの子育て支援、学習の支援に努めます 

・図書館の情報システム化、ネットアクセスを推進します 

・次世代へ伝える郷土資料の収集・展示と保存に努めます 

 

 （２）スポーツ・レクリェーション 

  近年、都市化・ＩＴ化の進むなか、運動不足や精神的ストレスが増し個々の健康保持・

増進が大きな社会的関心事となっております。加えて高齢化の進行、自由時間の増加な

どから充実した余暇を過ごしたいという状況が生まれています。 

特に最近は、軽スポーツやアウトドアスポーツ等への関心も高く、量的・質的にも多

様なニーズに対応する必要性が生じています。 

本町においては、従来から多くのグループ・サークルが組織され活発な活動が展開さ

れています。 

一方で、体育協会加盟団体のなかには会員の高齢化、固定化などから会員が減少し組

織が弱体化している団体もあり、その活性化が急務となっています。 

これらの問題に対応すべく、町民待望のスポーツセンターが建設されます。今後は町

民自身がこの施設を積極的に有効活用していくことが望まれます。また、北海道でも屈

指のスポーツイベントとして定着した「ヘルシーマラソン」「宮様国際スキーマラソン」

への町民の積極的な参加促進を図ります。 

 

＜基本目標＞ 

・スポーツ・レクリェーションを実践する機会の拡大に努めます 

・スポーツ団体の育成及び活動の支援に努めます 

・生涯スポーツを支えるスポーツ施設の有効活用に努めます 

＜主な施策＞ 

・各種スポーツ教室・講座の開設と情報の提供に努めます 

・多様な生涯スポーツ活動の要求に応える学習プログラムの作成に努めます 

・スポーツセンターをはじめとする社会体育施設の有効利用を促進します 

・「ヘルシーマラソン」「宮様国際スキーマラソン」への積極的な参加を促進します 

 

（３）人材育成と国際交流 

  近年の社会の進展や人々の意識の変化等に伴い、自分たちが住んでいる町は自分たち

でより良くしていこうという住民参加型のまちづくりを求める声なども増大し、これか

らのまちづくりには、住民の自発的な力を引き出し、一人ひとりの個性を生かした地域

づくりを行う地域コーディネーターともいうべき役割を果たす人材が求められるように

なってきております。 
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大人も子どもも、共に、地域を知り、地域に学び、地域を生かす場や、地域との出会

い、人との出会い、自分との出会いとなる機会を提供するとともに、住民、それぞれの

夢や願いなどの実現に向けた創造の場をつくり出すことが大切であり、今後の人材育成

にあたっては、まちづくりと一体となった人づくりの観点に立ち、創造的な場づくりを

担う人材の育成に一層努める必要があります。 

また、国際化が進み、この流れは地方へも波及してきており、世界の生活文化を理解

するとともに、歴史や風土、言語について正しい認識をもち、交流することが必要とな

ります。 

本町では、国際交流友好協会を中心に留学生の受け入れや町民との交流を行っていま

す。また、町民を対象に会話教室を開催し、国際交流の一翼を担っており、今後は、外

国の文化、その国の社会事情や歴史的背景について学ぶ研修機会の提供に努めます。 

 

＜基本目標＞ 

・地域コーディネーターの育成に努めます 

・人間性豊かな青少年が育つ自由な学習機会の提供に努めます 

・国際感覚を醸成する学習活動の推進に努めます 

・国際交流を通して経済的・文化的活動をまちづくりに反映させるよう努めます 

＜主な施策＞ 

・各種指導者研修会の実施・派遣に努めます 

・ホームスティなどを通して外国の人々と交流する機会を増やします 

・国際交流友好協会を中心にした、国際交流活動の支援に努めます 

・各種学級・講座での外国語会話教室や外国人とのふれあい事業の実施に努めます 

 
（４）芸術文化の振興 

生活水準の向上に伴い、心の豊かさを求め、文化活動に対する要望が高まっています。 

本町における文化活動の普及は、文化連盟を中心とし、新サークルの設立など活性化さ

れる一方で、会員の高齢化などに伴う現サークルの会員の減少が見られる状況にありま

す。 

また、心の豊かさが求められているなか、子供から高齢者までが参加できる事業の展

開や新たな団体・サークルの育成を奨励していくことが求められています。今後、文化

活動を一層活発に展開するために、団体の自主活動を育成･支援することが必要であり、

拠点となる町民センターの整備充実を図る必要があります。 

 

＜基本目標＞ 

・芸術文化を推進するための環境整備に努めます 

・芸術文化を通しての広域的な交流事業の促進に努めます 

・芸術文化の拠点となる施設の有効利用の促進に努めます 

＜主な施策＞ 

・芸術文化団体の自主運営と活動支援に努めます 

・広域的な文化活動への参加奨励と文化情報の提供に努めます 
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・芸術文化活動の拠点となる施設の整備に努めます 

 
（５）文化財 

美瑛町では、文化財として高橋北修の絵画、美瑛小学校の敷地内にある旧陸軍演習場

廠舎門柱を有形文化財として指定するなど、歴史のある物件の保護・保存に努めていま

す。 

今後、文化財の保護や活用のあり方を周知しながら、文化財にふれる機会の拡充を図

ることが必要です。 

 

＜基本目標＞ 

・文化財保護に対する普及啓発活動の推進に努めます 

・記念物・史跡及び歴史的文書などの保護・保存に努めます 

＜主な施策＞ 

・郷土の文化財を保存・保護し活用に努めます 

・文化遺産の収集、継承に努めます 

 

 第５節  みんなで創る住み良い町に向けて 

 １ 住民の参加と協働 

市町村合併が推進される一方で地方分権が進められ、それぞれのまちがその地域の特色

を生かした個性的なまちづくりに取り組み、いかに魅力のある展開と、将来を切り開くこ

とが大きな課題となっております。 

地域づくりを進める上で、地域社会の主体である住民や住民組織の積極的な参画が欠く

ことのできない条件であり、住民と行政が協働することが今後のまちづくりの大きな力と

なってまいります。 

町民憲章を掲げ、住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例をもとに、積極的な情報提供

や組織づくりを支援し、住民と行政が相互に協力してのまちづくりを進めます。 

 

＜基本目標＞ 

  ・情報の共有を進め、だれもが参加できる体制構築を図ります 

＜主な施策＞ 

  ・住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例を基本に住民参加を進めます 

  ・まちづくりに関わる住民組織の支援に取り組みます 

 

 ２ 安心で安全なまちづくり 

  （１）防 災 

   平成１７年度に改定した美瑛町地域防災計画は、風水害等対策、火山噴火対策及び震

災対策等に区分し、それぞれの災害に対する予防対策、応急対策、復旧対策等を盛り込

み、大幅に見直しました。 

   今後は、地域防災計画に基づき火山噴火防災訓練はもちろんのこと風水害及び震災対

策等を想定した情報収集、通信及び避難訓練を実施する必要があります。また、防災無
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線機のデジタル化へ移行の検討時期に来ています。 

   平成１６年に「国民保護法」が施行され、武力攻撃事態等における国民保護計画策定

が必要となり、避難、救護等支援措置を講じる等の計画の検討を行います。 

  火災をはじめ各種災害に対応するため、消防力の整備が重要になります。消防車両や

資機材の近代化及び高度化等、消防施設の充実を重点に、一部事務組合の組織拡大や広

域消防応援体制に向けた取り組みの必要があります。 

   また、救急業務については、より専門的な知識と高度な救急処置技術が求められてお

り、従事する救急隊員の責務は一段と重くなることから、一層の高度な知識・技術の習

得に努め、病院前救護の充実を目指し、地域の医療機関である美瑛町立病院をはじめ圏

域の高度救急医療機関との連携体制の強化、応急手当の普及啓発に加え、新たに一般住

民まで使用範囲が拡大された全自動式除細動器（ＡＥＤ）の普及等についても検討を進

めます。 

   

＜基本目標＞ 

○地域防災 

・災害予防、災害応急、災害復旧等を迅速に行います 

・防災関係機関が連携して、地域住民の防災意識の高揚を図ります 

  ○消防防災 

・救急隊員の専門知識と技術水準を高め、医療機関との連携・情報連絡体制を強化す

るとともに、資機材と装備の充実を図り適正な運用に努めます 

・消防車両の年次計画による更新や、装備の近代化に努めます 

＜主な施策＞ 

○地域防災 

・十勝岳火山噴火対策事業を継続して行います 

   ・十勝岳避難設備、観測監視装置の充実を図ります 

   ・防災無線機のデジタル方式への移行を検討します 

   ・災害対策に関する町民防災マニュアル、行動マニュアルを策定します 

   ・「国民保護法」に係る対策を進めます 

  ○消防防災 

・消防水利の適正配置、消防車両、資機材の導入を進め、多様な災害に対応できる体

制整備を進めます 

・消防クラブ、防火クラブ等への防火思想の普及啓発を図るとともに、関係する機関・

団体と連携を図り、自主防災組織の整備に努めます 

   ・自然災害への対応として、予防、応急対策、住民避難対策を効率的に実施するため、

防災関係機関との連絡及び連携を強化します 

 

（２）治山・治水 

   美瑛町の１級河川は１９河川、延長２４５㎞あり、この内国が管理する河川は３河

川、延長９０㎞。道が管理する河川は１９河川（国管理３河川重複）延長１５５㎞。

また、町が管理する普通河川は１３９河川、延長５４０㎞となっています。 



 

－ 35 － 

   美瑛川は、十勝岳火山泥流対策としての整備が進み、平成１９年度に事業完了が見込

まれておりますが、他の河川は地形的要因により、急流の原始河川であるため融雪や局

地的集中豪雨による河岸の浸食、屈曲部の決壊溢水、土砂堆積・河床高にともなう低地

帯農地への流出冠水等の被害があり、今後もこれらの解決のため抜本的な整備推進が必

要です。 

 

＜基本目標＞ 

   ・美瑛川の築堤整備及び砂防事業を促進します 

   ・中小河川の堆積土砂浚渫、水衝部護岸を整備し、河川決壊の防止に努めます 

   ・環境保全への対応や魚・鳥・植物にやさしく、人の心の安らぎとなるような川づく

りに努めます 

＜主な施策＞ 

   ・美瑛川の築堤整備事業の促進を図ります 

 ・中小河川の改修促進と維持管理に努めます 

 

（３）防 犯 

   犯罪や非行を未然に防止するため、警察をはじめ、関係機関・団体との連携や住民の

協力により、問題行動の早期発見に努め、地域に防犯指導員を配置し、適切な防犯指導、

連携を図っています。 

   最近の犯罪は、情報化社会の影響を受けて大きく変化し、凶悪化されておりインター

ネット利用による犯罪やお年寄りを狙った電話詐欺、訪問詐欺が増加し、多種複雑化し

てきています。このため、地域ぐるみで防犯運動を推進し、防犯意識の啓発活動を実施

する必要があります。 

 

＜基本目標＞ 

   ・防犯意識の高揚を図り、地域ぐるみで犯罪のないまちづくりを進めます 

   ・日頃から、防犯対策を意識し、早期通報による関係機関の連携を高め、被害の軽減

に努めます 

＜主な施策＞ 

   ・防犯対策の意識高揚のための啓発活動に努めます 

   ・地域ぐるみで防犯体制の強化を図ります 
 

（４）交通安全 

   事故発生件数はここ数年横這いの状況にあります。しかし、悲惨な死亡事故で住民が

当事者となるケースがあるほか、無謀運転、歩行者のルール無視による事故、幼児・児

童や高齢者の被害事故があとをたちません。また、近年観光客の増加に伴う町外者の交

通事故、冬道事故などの憂慮すべき事態は今もなお続いています。 

   こうした状況を踏まえ「交通安全運動」のさらなる定着を地域・職域などに啓発し、

住民一人ひとりに交通安全の大切さを考えてもらうとともに、観光客に対する交通安全

の呼びかけを行います。また、「人命尊重」、「自分の命は自分で守る」との意識を喚起し、
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様々な諸施策を積極的に推進します。 

 

＜基本目標＞ 

・交通安全思想の普及徹底に努めます 

・交通安全施設の整備に努めます 

・交通安全運動と推進体制の充実・強化に努めます 

＜主な施策＞ 

・道路の整備改良、歩道の設置、規制標識の適正な配置など、道路交通環境の整備に

努めます 

・交通安全思想・知識の普及・啓発に努めます 

・夜光反射材など安全用品の普及に努めます 

 

 ３ 情報の高度化に向けて 

近年の情報通信技術・機器の急速な発達により、携帯電話やインターネット、衛星放送

等を通じ、文字・音声・画像をリアルタイムに扱うことが容易になるなど、情報化の進展

はめざましいものがあります。特に光ファイバー網やCATVによるブロードバンドは産業

の高度化や情報の双方向や迅速化を促すとともに、私たちの生活環境にも大きな影響を与

えています。 

本町ではこれまで、ブロードバンドの導入とともに住民情報・行政情報のシステム化や、

気象予報等の農業情報システム化を進めてきましたが、ブロードバンドを利用できるのは

市街地に居住する住民だけであり、町内で情報格差が生じています。        

今日、保健・医療・福祉・教育・文化・防災などのあらゆる分野で情報化は求められて

おり、全ての住民が等しく情報を得ることができるように情報格差是正を進めていく必要

があります。 

また、町民のニーズや行政事務の多様化が進む中で、町民サービスの向上や行政事務の

効率化を図るため、個人情報を保護しながら、行政情報システムの充実・効率化を進める

必要があります。 

なお、テレビの地上波デジタル放送への移行についても、難視聴地域への対応が必要と

なります。 

 

＜基本目標＞ 

  ・町民が、いつでも、どこでも情報を取得できるようブロードバンドに対応する情報通

信基盤の整備を促進します 

・行政情報の電子化を図り、行政サービス効率化を目指します 

＜主な施策＞ 

・情報通信基盤の整備を進めます 

  ・行政情報の電子化を推進します 

  ・情報教育の充実を図ります 

  ・地上波デジタル放送への対応を進めます 
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 ４ まちの健全運営に向けて 

（１）行政組織と事務の近代化 

 複雑、多様化し、増大する行政需要に対して迅速かつ的確に対応できる体制づくりを

進めるため、機構改革と事務の効率化を適切に行うとともに、全ての住民が等しく行政

サービスを享受できるよう努めてきたところです。 

   社会経済情勢の変化と行政の広域化、多様化に対応した効率的で透明性の高い組織を

確立するとともに、研修活動の充実による人材の育成、適材適所の人材配置、事務の簡

素化、住民サービスの向上を図り、総合調整機能を発揮できる体制の強化に努めていく

必要があります。 

 

＜基本目標＞ 

・様々な行政需要に適切に対処できる組織の確立と、簡素で迅速な事務処理の体制づ

くりに努めます 

・住民と行政が互いの役割を認識し、ともに公正な施策の推進に努めます 

＜主な施策＞ 

・住民の声を反映させやすい組織機構の確立を目指し、適切に機構の見直しを行うと

ともに行政組織等を効果的に運用した総合調整機能の強化を図ります 

・行政事務の簡素化・効率化及び情報の公開と共有を進めます 

・職員それぞれの年齢・職務等の分類に応じた研修を効果的に実施し、職員の資質向

上を図るとともに、適正な人員配置及び管理に努めます 

・情報システムの適切な整備・更新を行い、処理業務の拡大を進めます 

 

（２）財政の健全化 

美瑛町の財政規模は、平成１１年度までは順調な伸びを示してきましたが、地方分権

一括法の制定と時を合わせたごとく縮減の一途を歩んでいます。 

国が進める地方交付税の削減や不況による税収の伸びが期待できないなかにあって、

多様化する住民ニーズや少子高齢化に対応する社会福祉等の財源を確保するためには、

行政経費の一層の縮減と事務事業の見直しを進めながら、新たな自主財源を確保するこ

とが本町財政にとって緊急の課題であります。社会資本の整備を図るため借入れした地

方債の償還が今日の財政運営に大きな負担となっておりますが、本町が進める自立の道

を確かなものにするためには、財政の健全性の確保に留意しつつ個性豊かで活力に満ち

た地域社会の構築を推進しなければなりません。 

地方自治の考え方、あり方が大きく変化した今日、地方財政を取り巻く環境は、かつ

てない危機に直面しております。自立したまちづくりを推進するためには、国と地方の

配分が不均衡状態にある税制度の抜本的見直しや、財源保障機能を確保してきた地方交

付税制度の一層の充実を国に要請するとともに、自主財源の確保に努め長期的視野に立

った計画的な財政運営を推進することが必要です。 

 

＜基本目標＞ 

・町税を根幹とする自主財源の確保と住民負担の適正化を進めるとともに、行政経費
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の一層の見直しを図り、効率的な財政運営による自主自立に向けた健全財政を目指

します 

＜主な施策＞ 

・長期の見通しに立った財政計画を策定し、住民への公表を通じて現況と課題につい

ての情報の共有を図り、財源の重点的配分と効率化を推進します 

・町税の的確な課税客体の把握と収納率の向上に努めるとともに、地方分権一括法の

本旨に基づく速やかな税源移譲による自主財源の確保を図ります 

・使用料・手数料・負担金等は、社会経済情勢の変化に伴い応益負担による料率の適

正化と事業の性格に応じた受益者負担の適正化を図ります 


