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音更町都市計画マスタープラン

新旧対照表





- 1 -

■第Ⅰ章 見直し案の検討（新旧対照表）
現行計画 見直し案 説明

第Ⅰ章 音更町都市計画マスタープランの基本的な考え方 第Ⅰ章 音更町都市計画マスタープランの基本的な考え方

Ⅰ.計画の背景と目的【3Ｐ】 Ⅰ.音更町都市計画マスタープラン見直しの背景と目的 ・文言整理

昨今、わが国を取り巻く社会経済環境は大きく変容を遂げており、急速な少子

高齢化の進展や高度情報化、地球規模での環境保全などへの対応がまちづくりに

おいても求められています。

また、最近の地方分権への移行、アカウンタビリティの向上、公共事業におけ

る透明性の確保などの潮流により、地域の個性を重視し、地方が自ら主体性を持

ってまちづくりを進めることが重要視されてきています。

このような背景のもと、平成４年の都市計画法の改正で、「市町村の都市計画に

関する基本的な方針」いわゆる「都市計画マスタープラン」の策定制度が導入さ

れました。

この都市計画マスタープランは、町民の参画のもと、地域の資源や可能性を明

らかにし、将来のまちのあり方を示していくものです。

本町では、この「音更町都市計画マスタープラン」を指針としながら、町民と

行政のパートナーシップのもとに、これからのより良いまちづくりを推進してい

きます。

「音更町都市計画マスタープラン」は、都市計画法第１８条の２の規定に基づ

き、本町の都市計画区域を中心に、長期的・総合的視点から概ね２０年後を見据

えた将来のまちのあり方を示す基本方針として、多くの町民の参加のものと、平

成１５年に策定されました。

策定から約１０年が経過し、その間に、少子高齢化の進展、人口減少社会の到

来、環境問題や防災に対する意識の高まり、地方分権・地域主権の推進など、社

会情勢が大きく変化しています。

また、都市計画マスタープランは、総合計画などの上位計画に即して定めるこ

ととされていますが、平成２３年に町の最上位計画である「第５期音更町総合計

画」が策定され、また、帯広市、芽室町、幕別町、音更町の１市３町で構成する

帯広圏都市計画区域の「整備、開発及び保全の方針」の見直しも行われています。

こうした経緯を踏まえ、町を取り巻く社会情勢の変化に即し、上位計画との整

合を図るため、中間年次における時点修正として音更町都市計画マスタープラン

の見直しを行いました。

・見直しの背景と目的を

記述

Ⅱ.音更町都市計画マスタープランの位置づけ【3Ｐ】 Ⅱ.音更町都市計画マスタープランの位置づけ

「音更町都市計画マスタープラン」は、平成１３年３月に策定された「第４期

音更町総合計画」にもとづく、都市づくりに関する部門別計画として位置付けら

れます。

また、現在までに策定されている「音更町緑の基本計画」や「音更町景観づく

り基本計画」、そのほかの部門別計画との整合を図ったものとなります。

そして、帯広市、芽室町、幕別町、音更町の１市３町で構成される、帯広圏広

域都市計画区域の「市街地整備基本計画」及び「整備、開発及び保全の方針」、さ

らには「北海道都市計画マスタープラン」の内容を十分に踏まえた計画となりま

す。

以上のように、本計画は、上位関連計画との整合に配慮した、音更町の将来像

「音更町都市計画マスタープラン」は、平成２３年に策定された「第５期音更

町総合計画」にもとづく、都市づくりに関する部門別計画として位置付けられま

す。

また、帯広市、芽室町、幕別町、音更町の１市３町で構成される、帯広圏広域

都市計画区域の「整備、開発及び保全の方針」の内容を十分に踏まえ、さらに、

現在までに策定されているそのほかの関連計画との整合を図った計画となりま

す。

以上のように、「音更町都市計画マスタープラン」は、上位計画・関連計画と

・文言整理
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にもとづいた都市計画の内容・方針を示すものです。 の整合に配慮した、音更町の将来像にもとづいた都市計画の内容・方針を示すも

のです。

Ⅲ.策定体制と策定の経過【4Ｐ】 Ⅲ.策定の体制・経過及び見直しの体制・経過 ・文言整理

「音更町都市計画マスタープラン」は、以下のような体制のもと、平成 13年度～

平成 14年度の２ヵ年で策定を行いました。

「音更町都市計画マスタープラン」は、以下のような体制のもと、平成 13 年度

～平成 14年度の 2ヶ年で策定を行いました。

＜第４期音更町総合計画＞
人と大地がひびきあい躍進する快適都市 おとふけ

農林業 環境 教育 福祉 商工業

都市計画・
基盤整備

○都市空間の形成
に関する事項

○土地利用に関す
る事項

○高齢化など新た
なまちづくりの
課題への対応

※まちづくり上の
各分野と、十分
な整合を確保

＜連携・整合＞

……

■音更町の上位計画・その他の部門別計画との関連

＜第５期音更町総合計画＞
豊かな大地に広がる笑顔 今も未来も住み続けたいまち おとふけ

農林業 環境 教育 福祉 商工業

都市計画・
基盤整備

○都市空間の形成
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※まちづくり上の
各分野と、十分
な整合を確保

＜連携・整合＞

……

■音更町の上位計画・その他の部門別計画との関連

町長（事務局：企画課）
公 表

知事への通知

策定委員会 都市計画審議会

原案
諮問

答申素案
提示

原案
提言

議 会

報告

町 民

意見収集

意見反映

作業部会 策定検討会

計画素案
の報告

計画素案
検討調整

各課係にて
個別調整

※庁内における検討

町長（事務局：企画課）
公 表

知事への通知

策定委員会 都市計画審議会

原案
諮問

答申素案
提示

原案
提言

議 会

報告

町 民

意見収集

意見反映

作業部会 策定検討会

計画素案
の報告

計画素案
検討調整

各課係にて
個別調整

※庁内における検討



- 3 -

また、計画の見直しについては、以下のような体制のもと、平成 24 年度～平

成 25年度の 2ヶ年で行いました。

・見直しの体制・経過を

追加
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Ⅳ.計画期間と対象範囲【6Ｐ】 Ⅳ.計画期間と対象範囲

1．計画の期間

「音更町都市計画マスタープラン」は、概ね２０年後を見据えた計画であり、

計画期間は平成１５年度（２００３年度）～平成３２年度（２０２０年度）とし

ます。

なお、音更町を取り巻く社会情勢の変化などに伴い、修正の必要が生じた場合

は、柔軟な姿勢でそのほかの計画や圏域の動向との整合に留意しつつ、計画の見

直しを行っていきます。

2．計画の対象範囲

計画の対象範囲は、音更町における都市計画区域を中心としつつ、まちづくり

上の総合的な視点において、整備、開発及び保全が必要な区域を対象とします。

1．計画の期間

「音更町都市計画マスタープラン」は、策定から概ね２０年後を見据えた計画

であり、計画期間は平成１５年度（２００３年度）～平成３２年度（２０２０年

度）としています。

なお、音更町を取り巻く社会情勢の変化などに伴い、修正の必要が生じた場合

は、柔軟な姿勢でそのほかの計画や圏域の動向との整合に留意しつつ、計画の見

直しを行っていきます。

2．計画の対象範囲

計画の対象範囲は、音更町における都市計画区域を中心としつつ、まちづくり

上の総合的な視点において、整備、開発及び保全が必要な区域を対象とします。

・文言整理

Ⅴ.都市像の実現のために【6Ｐ】 Ⅴ.都市像の実現のために

１.推進体制

「音更町都市計画マスタープラン」に記載した取り組みの実行性の確保や円滑

な推進に向け、既存の組織を活用した庁内の推進体制を確立します。

これとともに、国や北海道をはじめ、帯広圏を構成する他の１市２町との連携・

調整や、各分野の団体との連携の仕組みも構築していきます。

２．町民と協働で進めるまちづくり

この計画は、町民の意見を反映しながら策定したものですが、昨今の厳しい財

政状況や、公共事業全般に関わる構造改革の流れから、全てを短期間に実現して

１.推進体制

「音更町都市計画マスタープラン」に記載した取り組みの実行性の確保や円滑

な推進に向け、既存の組織を活用した庁内の推進体制を確立します。

これとともに、国や北海道をはじめ、帯広圏を構成する他の１市２町との連

携・調整や、各分野の団体との連携の仕組みも構築していきます。

２．町民と協働で進めるまちづくり

「音更町都市計画マスタープラン」は、町民の意見を反映しながら策定したも

のですが、昨今の厳しい財政状況や、公共事業全般に関わる構造改革の流れから、

・文言整理

策定の経過を添付

各会議の役割を添付



- 5 -

いくことは困難と考えられます。

しかし、自分たちのまちは自分たちで考え、つくるという基本認識のもとに、

行政と町民のパートナーシップにより、少しずつでも着実に目標の実現を図って

いくことが重要といえます。

以上のような考え方のもと、町が行う都市計画に関しては、町民の意見を十分

に踏まえながら協働で進めていくとともに、住環境の向上や景観保全ほか町民が

主体となって行うまちづくり活動も積極的に推進していきます。

このように、町民・企業・行政の各役割分担のもとで、「音更町都市計画マスタ

ープラン」の目標実現に向け、取り組んでいきます。

全てを短期間に実現していくことは困難と考えられます。

しかし、自分たちのまちは自分たちで考え、つくるという基本認識のもとに、

行政と町民のパートナーシップにより、少しずつでも着実に目標の実現を図って

いくことが重要といえます。

以上のような考え方のもと、町が行う都市計画に関しては、町民の意見を十分

に踏まえながら協働で進めていくとともに、住環境の向上や景観保全ほか町民が

主体となって行うまちづくり活動も積極的に推進していきます。

このように、町民・企業・行政の各役割分担のもとで、「音更町都市計画マス

タープラン」の目標実現に向け、取り組んでいきます。

Ⅵ．まちづくりにおける主要課題 ・項目追加

１．集約型都市構造への転換

●効率的で効果的なまちづくりの観点から、都市機能の集約化、不必要に拡散

させないコンパクトな市街地形成といった、町民が快適で安心して住み続けら

れるまちづくりに向けた取り組みが必要です。

２．環境負荷低減に向けた取組

●地球温暖化をはじめとするさまざまな環境問題が顕在化し、可能な限り二酸

化炭素を排出しない「低炭素型都市構造」への転換など、環境負荷の少ない「循

環型社会」の構築に向けた取り組みが必要です。

３．都市施設等の活用

●道路や公園など、これまで築いてきた社会基盤の潜在機能を最大限に活用し

ていくため、既存ストックの維持充実が必要です。

●都市計画決定され、長期未着手となっている道路について、都市を取り巻く

環境の変化や、めざすべき将来都市像に的確に対応できるよう、総合的な検証

が必要です。

４．安心・安全なまちづくり

●災害に強い都市基盤の構築とともに、地域の安全・安心を高める取り組みに

より、被害の拡大を最小にするまちづくりが必要です。

５．景観を重視したまちづくり

●自然環境、沿道景観などは、まちづくりや観光などの地域産業にとって重要

な資源であることから、その価値を高め、有効に活用されるような取り組みが

必要です。
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■第Ⅱ章 見直し案の検討（新旧対照表）
現行計画 見直し案 説明

第Ⅱ章 全体構想 第Ⅱ章 全体構想

Ⅰ.計画策定にあたって【9Ｐ】 Ⅰ.計画策定にあたって

１．音更町の概要

本町は、日本有数の穀倉地帯を形成している十勝平野のほぼ中央に位置してい

ます。

市街地の周辺には、豊かな畑地や樹林が広がっているほか、町名の由来ともな

っている十勝川や音更川など美しく豊かな川が多く流れているほか、自然あふれ

る環境の中、活力のある都市が形成されています。

また、観光面では「十勝川温泉」があり、多くの観光客が訪れ、安らぎと憩い

の場となっています。

交通面では、道央ほか全道主要都市と連絡する北海道横断自動車道及び国道な

どを軸としながら、周辺諸都市との連携がなされています。

１．音更町の概要

本町は、日本有数の穀倉地帯を形成している十勝平野のほぼ中央に位置してい

ます。

市街地の周辺には、豊かな畑地や樹林が広がっているほか、町名の由来ともな

っている十勝川や音更川など美しく豊かな川が多く流れているなど、自然あふれ

る環境の中、活力のある都市が形成されています。

また、観光面では「十勝川温泉」があり、多くの観光客が訪れ、安らぎと憩い

の場となっています。

交通面では、道央ほか全道主要都市と連絡する北海道横断自動車道及び国道な

どを軸としながら、周辺諸都市との連携がなされています。

・文言整理

２．圏域における位置付け

本町は、１市３町で構成される帯広圏広域都市計画区域の一部を担っており、

帯広市の北側に隣接して位置しています。

その規模としては、圏域人口の約 15％、圏域都市計画区域面積の約 19％を担っ

ており、圏域第２の都市となっています。

また、本町は定住基盤の整備を重点施策のひとつとしたまちづくりを進めてお

り、その結果として、近年も着実に人口の増加が進んでいる状況にあります。さ

らに、定住環境の整備のみならず、周辺都市との良好な連絡条件などから、郊外

型商業施設の立地も進行しています。

２．圏域における位置付け

本町は、１市３町で構成される帯広圏広域都市計画区域の一部を担っており、

帯広市の北側に隣接して位置しています。

その規模としては、圏域人口の約 17％、圏域都市計画区域面積の約 19％を担

っており、圏域第２の都市となっています。

また、本町は定住基盤の整備を重点施策のひとつとしたまちづくりを進めてお

り、その結果として、平成２２年の国勢調査では人口増加率が全道で２番目と高

い状況にありました。また、定住環境の整備のみならず、周辺都市との良好な連

絡条件などから、商業施設の立地も進行しています。

・数値の修正

・文言整理

３．将来人口

「第４期音更町総合計画」の位置付けを踏まえ、「音更町都市計画マスタープラ

ン」の目標年次である平成３２年度の行政区域内人口は、概ね５０，０００人と

します。

平成 1４年度(2002年度)

42,277人 (平成 15年 1月末 住民基本台帳)

平成 22年度(2010 年度)

45,000人 (第 4期音更町総合計画における目標人口)

平成 32年度(2020 年度)

50,000人

３．将来人口

人口減少・少子高齢化など社会情勢の変化により、これまでの拡大成長を前提

としたまちづくりから、持続可能でコンパクトなまちづくりへの転換が求められ

ています。各種推計の結果によると、増加傾向にあった本町の人口も、今後はこ

れまでのような伸びが期待できなくなっています。

これらの状況や、「第５期音更町総合計画」の将来人口などを踏まえ、「音更町

都市計画マスタープラン」の目標年次である平成３２年度の行政区域内人口は、

概ね４８，０００人とします。

平成 14年度(2002 年度)

42,277人 (平成 15年 1月末 住民基本台帳)

平成 24年度（2012 年度）

45,535人 （平成24年 5月末 住民基本台帳）

平成 32年度(2020 年度)

総人口を 48,000 人と設定し、50,000 人規模のまちづくりを視野に入れる。(第 5

期音更町総合計画)

・将来人口について言及

・数値の修正

（※今後、直近の数値に

置き換え）

・総計との整合

赤文字：変更箇所
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４．本町の目指す目標・方向（総合計画における位置付け）

第４期音更町総合計画における町の将来像は、

「人と大地がひびきあい躍進する快適都市 おとふけ」

とされています。

また、これにもとづいた基本目標としては、以下の５本の柱が設定されていま

す。

①活力にあふれた躍動する産業のまち

②安心して暮らせる快適環境のまち

③やさしさに満ちた健やかなまち

④心を育む学びのまち

⑤共に歩み、共に築くまち

そして、「音更町都市計画マスタープラン」も、総合計画の位置付けを踏まえ、

これらの実現に向けた内容とします。

４．本町の目指す目標・方向（総合計画における位置付けなど）

第 5期音更町総合計画における町の将来像は、

「豊かな大地に広がる笑顔 今も未来も住み続けたいまち おとふけ」

とされています。

また、これにもとづいた基本目標としては、以下の５つの基本目標が設定され

ています。

①元気あふれる産業のまち

②住み良さと自然が共生するまち

③心豊かな人を育むまち

④いつまでも健やかに、安心して暮らせるまち

⑤町民の力で動く、協働のまち

そして、「音更町都市計画マスタープラン」も、総合計画の位置付けを踏まえ、

これらの実現に向けた内容とします。

・同上

・同上

５．町民意識

本町のまちづくりアンケートによると、町民の意識を示すキーワードは、次の

ようなものです。

①まちの印象は……

「便利」、「自然が豊か」、「清潔」、「明るい」など、良い印象が多い。

②住み良さは……

「住み良い・どちらかというと住み良い」が９割強と評価が高い。

③今後の定住希望は……

約９割と定住希望割合が高い。

④本町の満足度は……

「自然」、「生活環境」などで満足度が高い。

⑤まちの将来像は……

「健康で安心して暮らせる」、「便利で快適に暮らせる」、「美しい自然環境に包ま

れた」など、自然・健康・暮らしが重要視されている。

⑥まちづくりの重点分野は、

「産業振興・雇用拡大」、「高齢者施策」が多く望まれている。

⑦満足度の低い項目は、

「バスなどの公共交通」、「交通安全対策」、「除雪対策」が挙げられている。

これらのまちづくりに対する意見を十分に踏まえながら、この「音更町都市計

画マスタープラン」を策定しました。

５．町民意識

本町のまちづくりアンケートによると、町民の意識を示すキーワードは、次の

ようなものです。

（まちづくり町民アンケート 平成 20年度及び平成 24年度実施より）

①満足度が高い分野は……【平成 24年度実施アンケートより】

「日常の買い物環境」、「ごみの収集・リサイクル」、「医療環境」などで満足度が

高い。

②重要度が高い分野は……【平成 24年度実施アンケートより】

「子育ての環境や支援」、「医療環境」、「道路や歩道の除排雪」などで重要度が高

い。

③住み良さは……【平成 24年度実施アンケートより】

「住み良い・どちらかというと住み良い」が 8割以上と評価が高い。

④今後の定住希望は……【平成 24年度実施アンケートより】

8割以上が今後とも町内に住み続けたいと定住希望割合が高い。

⑤望ましい将来像は……【平成 20年度実施アンケートより】

「健康で安心して暮らせる」、「便利で快適に暮らせる」、「美しい自然環境が豊か」

などが望まれている。

⑥特に力を注ぐべき産業分野は……【平成 20年度実施アンケートより】

「農業」、「福祉・情報・教育など新たな事業所誘致、起業支援」「地域物産・特

産品などの開発・振興」などが挙げられている。

⑦参加したいまちづくり活動は……【平成 20年度実施アンケートより】

「リサイクルや省資源活動」、「福祉活動」、「花などを植える活動や清掃活動」な

どが挙げられている。

これらのまちづくりに対する意見を十分に踏まえながら、「音更町都市計画マ

スタープラン」を見直しました。

・直近の町民アンケート

結果を反映

・文言整理
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第１節 基本方針 第１節 基本方針

Ⅰ.まちづくりのテーマ【11Ｐ】 Ⅰ.まちづくりのテーマ

本町は、母なる川の十勝川をはじめ、音更川、然別川、士幌川などの河川、樹

林や農地の美しい自然景観、温泉資源を有する、地域資源の豊かなまちです。

また、このような豊富な自然を背景に、小麦・小豆・てんさいなどを主要作物

とする農業を基幹産業としながら、帯広都市圏の一翼を担う主要都市として発展

を続けてきました。

昨今のわが国を取り巻く状況をみますと、少子・高齢化社会の到来、地球規模

での環境保全、国際化の進展、物質的豊かさから心の豊かさへの移行、高度情報

化社会の到来など、大きな変革の時を迎えています。

さらにまちづくり・都市計画の分野においては、地方分権の大きな潮流のもと、

地域の実情を踏まえた個性のあるまちづくりとともに、資源を最大限に活かした

まちづくりが求められており、このためには町民と行政が一体となって推進して

いくことが大きな課題とされてきています。

本町は、水辺・平原・樹林に囲まれた中に、利便性が高く安全で住み良いまち

が既に形成されています。これから社会が大きく変容することがあっても、今ま

で享受している豊かな自然を今後とも守り活用していきながら、町民との協働の

もと、いつまでも安心・安全・快適に住み続けられる活気の感じられるまちにし

ていくことが必要と考え、この「音更町都市計画マスタープラン」のテーマ（将

来像）を次のように設定します

本町は、母なる川の十勝川をはじめ、音更川、然別川、士幌川などの河川、樹

林や農地の美しい自然景観、温泉資源を有する、地域資源の豊かなまちです。

また、このような豊富な自然を背景に、小麦・小豆・てんさいなどを主要作物

とする農業を基幹産業としながら、帯広都市圏の一翼を担う主要都市として発展

を続けてきました。

昨今のわが国を取り巻く状況をみますと、少子・高齢化社会の進展、地球規模

での環境保全、国際化の進展、物質的豊かさから心の豊かさへの移行、高度情報

化社会の進展など、大きな変革の時を迎えています。

さらにまちづくり・都市計画の分野においては、地方分権の大きな潮流のもと、

地域の実情を踏まえた個性のあるまちづくりとともに、資源を最大限に活かした

まちづくりが求められており、このためには町民と行政が一体となって推進して

いくことが大きな課題とされてきています。

本町は、水辺・平原・樹林に囲まれた中に、利便性が高く安全で住み良いまち

が既に形成されています。これから社会が大きく変容することがあっても、今ま

で享受している豊かな自然を今後とも守り活用していきながら、町民との協働の

もと、いつまでも安心・安全・快適に住み続けられる活気の感じられるまちにし

ていくことが必要と考え、この「音更町都市計画マスタープラン」のテーマ（将

来像）を次のように設定します

・文言整理

Ⅱ.テーマ実現のための柱【12Ｐ】

「音更町都市計画マスタープラン」のテーマを実現するために、以下に５つの

柱と、それに伴う主な視点を掲げます。

＜自然との共生＞ まちの財産である自然環境を守る【12Ｐ】

Ⅱ.テーマ実現のための柱

「音更町都市計画マスタープラン」のテーマを実現するために、以下に５つの

柱と、それに伴う主な視点を掲げます。

＜自然との共生＞ まちの財産である自然環境を守る

～音更町都市計画マスタープランのテーマ～

※ メインを「人と自然のハーモニーが聞こえるまち おとふけ」、

サブを「生き生き・のびのび・WAKUWAKU!」としたこのテー

マには､

○ 自然環境と調和したまちづくりを進めたい

○ 町民が生き生きと暮らせるまちにしたい

○ のびのびとした自然を今後も大切にしたい

○ ワクワクするような楽しいまちにしたい

などの意味が込められています。

人と自然のハーモニーが聞こえるまち おとふけ

生 き 生 き の び の び ＷＡＫＵＷＡＫＵ！

～音更町都市計画マスタープランのテーマ～

※ メインを「人と自然のハーモニーが聞こえるまち おとふけ」、

サブを「生き生き・のびのび・WAKUWAKU!」としたこのテー

マには､

○ 自然環境と調和したまちづくりを進めたい

○ 町民が生き生きと暮らせるまちにしたい

○ のびのびとした自然を今後も大切にしたい

○ ワクワクするような楽しいまちにしたい

などの意味が込められています。

人と自然のハーモニーが聞こえるまち おとふけ

生 き 生 き の び の び ＷＡＫＵＷＡＫＵ！
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市街地の周囲は、優良な農用地や美しい川に囲まれているなど、自然環境に非

常に恵まれています。今後ともこれらを守り育てていくとともに、自然に対する

意識の高揚を図り、自然と共生するまちづくりを進めていくこととします。

【主な視点】

●無秩序な都市的土地利用の抑制と、優良な農用地・樹林などの保全

●川・緑など、自然をつなぐ軸動線づくり

●市街地内の公園緑地の整備・活用

●レクリエーション・防災など、都市機能向上のための緑の確保

●緑豊かな美しい市街地の形成

●自然に対する町民意識の高揚

●自然にふれあい、自然を学ぶ場の創出

●環境負荷の低減と資源循環型社会の形成

●都市計画区域外における幹線道路沿道の土地利用方向の検討

市街地の周囲は、優良な農用地や美しい川に囲まれているなど、自然環境に非

常に恵まれています。今後ともこれらを守り育てていくとともに、自然に対する

意識の高揚を図り、自然と共生するまちづくりを進めていきます。

【主な視点】

●無秩序な都市的土地利用の抑制と、優良な農用地・樹林などの保全

●川・緑など、自然をつなぐ軸動線づくり

●市街地内の公園緑地の整備・活用

●レクリエーション・防災など、都市機能向上のための緑の確保

●緑豊かな美しい市街地の形成

●自然に対する町民意識の高揚

●自然にふれあい、自然を学ぶ場の創出

●環境負荷の低減と資源循環型社会の形成

●都市計画区域外における幹線道路沿道の土地利用方向の検討

・文言整理

＜都市機能の強化＞ 便利で機能的なまちを目指す【12Ｐ】

本町は１市３町の帯広圏で都市計画を進め、都市機能の強化に努めてきました。

将来にわたっても、その機能を大切にするとともに、本町の持つ市街地の特性や

課題を十分に踏まえ、都市の健全な発展を促す効率的かつ機能的な土地利用・基

盤整備を進めていきます。

【主な視点】

●連続性確保による効率的な市街地の形成（長期的視野での音更・木野両市街地

の一体的形成）

●圏域を結ぶ骨格的道路網の整備

●高齢者などにも配慮した、安全な都市基盤・空間の整備

●冬季間の積雪に配慮したまちづくり

●市街地の特性を踏まえた、機能的かつ適切な土地利用の推進

●市街地内未利用地などを活用した、新たな土地利用の検討

●本町の特色を活かした、個性あるまちの形成

●都市機能促進に向けた、国道 241号の４車線化の促進

●拡幅を見据えた、国道 241 号沿道土地利用の検討

●北海道横断自動車道インターチェンジを活かした、新たな機能の導入検討

＜都市機能の強化＞ 便利で機能的なまちを目指す

本町は１市３町の帯広圏で都市計画を進め、都市機能の強化に努めてきました。

将来にわたっても、その機能を大切にするとともに、本町の持つ市街地の特性や

課題を十分に踏まえ、都市の健全な発展を促す効率的かつ機能的な土地利用・基

盤整備を進めていきます。

【主な視点】

●連続性確保による効率的な市街地の形成（長期的視野での音更・木野両市街地

の一体的形成）

●圏域を結ぶ骨格的道路網の整備

●高齢者や障がい者、子どもなどにも配慮した、安全な都市基盤・空間の整備

●冬季間の積雪に配慮したまちづくり

●市街地の特性を踏まえた、機能的かつ適切な土地利用の推進

●市街地内未利用地などを活用した、新たな土地利用の検討

●本町の特色を活かした、個性あるまちの形成

●都市機能向上のための国道 241 号の４車線化の促進

●拡幅を見据えた、国道 241 号沿道土地利用の検討

●北海道横断自動車道インターチェンジの活用と、追加インターチェンジなど新

たな機能の導入検討

・総計との整合

・文言整理

・スマートＩＣに言及

＜生活基盤の充実＞ いつまでも安全で快適に過ごせる定住環境の創造【13Ｐ】

誰もが安心して住み続けられる生活環境は、まちづくりの基本的要素と考えら

れます。

町民の高い定住希望意識を踏まえながら、良質かつ適切な規模の居住地の確保

や日常生活サービス向上のための施設整備を進め、生活環境の向上を図っていき

ます。

また、世代や分野を越えた地域コミュニティ向上のための仕組みづくりについ

ても検討していきます。

【主な視点】

＜生活基盤の充実＞ いつまでも安全で快適に過ごせる定住環境の創造

誰もが安心して住み続けられる生活環境は、まちづくりの基本的要素と考えら

れます。

町民の高い定住希望意識を踏まえながら、良質かつ適切な規模の居住地の確保

や日常生活サービス向上のための施設整備

を進め、生活環境の向上を図っていきます。

また、世代や分野を越えた地域コミュニティ向上のための仕組みづくりについ

ても検討していきます。

【主な視点】
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●新たな住宅需要に対応した市街地の拡大

●良質な住環境の創出（地区計画の導入・駐車場付置義務の検討ほか）

●生活道路の整備や道路網の充実

●計画的な公園整備

●生活利便機能の向上

●文化・教育・福祉ほか公共施設の整備・充実

●良質な住宅(公営・民間)の整備促進

●高齢者対応など、町民の要望を踏まえた住宅の整備促進（緊急通報システムな

どの設置ほか）

●安全性・快適性向上のための生活サービスの充実

●地域コミュニティの活発化と多世代・多分野交流促進のための場づくり

●新たな住宅需要に対応した市街地の適切なマネジメント

●良質な住環境の創出（地区計画の導入など）

●生活道路の整備や、適切な維持補修による道路網の充実

●計画的な公園整備、維持管理

●生活利便機能の向上

●文化・教育・福祉ほか公共施設の整備・充実

●良質な住宅の整備促進

（上記と統一し削除）

●安全性・快適性向上のための生活サービスの充実

●地域コミュニティの活発化と多世代・多分野交流促進のための場づくり

・文言整理

・同上

・総計との整合

・同上

・文言整理

＜観光交流の促進＞ 十勝川温泉市街地の魅力向上と地域資源の活用【13Ｐ】

十勝川温泉地区は、その泉質とともに平原の中の温泉として全国的に名を馳せ

ており、毎年多くの人々が訪れています。

今後も本町を代表する観光拠点との位置付けのもと、市街地としての機能強化

を図っていくとともに、レクリエーション・レジャー空間としての魅力を高めて

いくこととします。

また、本町固有の景観などを再度見直すとともに、まちの顔となる観光資源と

して積極的に PRしていきます。

【主な視点】

●温泉市街地の都市的土地利用推進に向けた、都市基盤整備の促進

●温泉市街地の観光地という特性を踏まえた、道路など都市基盤の整備

●温泉市街地の地区特性を踏まえた居住地の形成（地区就業者のための住宅地ほ

か）

●温泉市街地の観光地としての魅力づくり（イベントの開催ほか）

●地域の景観資源の見直しとその PR

＜観光交流の促進＞ 十勝川温泉市街地の魅力向上と地域資源の活用

温泉地としての良好な市街地形成に向け、平成 18 年 3 月に市街化区域に編入

した十勝川温泉地区は、その泉質とともに平原の中の温泉として全国的に名を馳

せており、毎年多くの人々が訪れています。

一方で、市街地中心部に位置する宿泊施設が閉館により廃墟化し、都市環境の

悪化や観光地としてのイメージダウンが危惧される状況にあります。

今後も本町を代表する観光拠点との位置付けのもと、市街地中心部の再整備に

よる都市環境の悪化抑制と活力ある温泉街づくりを進め、市街地としての機能強

化を図っていくとともに、レクリエーション・レジャー空間としての魅力を高め

ていくこととします。

また、本町固有の景観などを再度見直すとともに、まちの顔となる観光資源と

して積極的に PRしていきます。

【主な視点】

●温泉市街地における観光地としての土地利用推進及び都市環境の悪化抑制に

向けた基盤整備の促進

●温泉市街地における町民の利便性や生活基盤の維持・向上

●温泉市街地の地区特性を踏まえた居住地の形成（地区就業者のための住宅地ほ

か）

●温泉市街地の観光地としての魅力づくり（イベントの開催ほか）

●地域の景観資源の見直しとその PR

・文言整理

・同上

・同上

・総計との整合

＜産業振興＞ 地場資源・交通利便性を活かした産業の創造【14Ｐ】

本町は就業の場が少なく、圏域でも特に就業場所の町外依存率が高くなってい

ます。

就業場所の確保は町民からも多く望まれていることから、農業をはじめとする

地場産業や製造業、交通利便性を活かした流通型工業の振興ほか、新たな産業の

創出を支援していきます。

【主な視点】

＜産業振興＞ 地場資源・交通利便性を活かした産業の創造

本町は就業の場が少なく、圏域でも特に就業場所の町外依存率が高くなってい

ます。

就業場所の確保は町民からも多く望まれていることから、農業をはじめとする

地場産業や製造業、交通利便性を活かした流通型工業の振興ほか、農商工観・産

学官連携、６次産業化などを推進し、新たな産業の創出と地産地消や食育に取り

組み、経済の活性化と雇用の拡大に努めます。

また、本町の農畜産物と地場産品の販売や食に接する機会などを増やすため、

新たに魅力を発信する拠点づくりに努めます。

【主な視点】

・総計との整合
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●農業の振興（優良な農用地の保全）

●農業を軸とした産業クラスターの形成促進

●地場資源型製造業などの振興（需要を見据えた適切な規模の工業系市街地の確

保ほか）

●交通利便性を活用した流通型工業地の拡充整備

●新たな産業創出に対する支援（情報通信技術を活用した産業、地域の状況に応

じた産業活性化の検討ほか）

●産・学・官の協働・連携の促進

●農産物ほか地場産品を活かした音更ブランドの創出

●都市部と農村部の交流など、地域の産業とふれあえる場づくり

●農業の振興（優良な農用地の保全）

●農商工観連携、産学官連携、６次産業化、グリーンツーリズムの推進

●地場資源型製造業などの振興（需要を見据えた適切な規模の工業系市街地の確

保ほか）

●交通利便性を活用した流通型工業地の拡充整備

●新たな産業創出に対する支援（情報通信技術を活用した産業、地域の状況に応

じた産業活性化の検討ほか）

●農畜産物、地場産品をＰＲする新たな魅力発信拠点づくり

●農産物ほか地場産品を活かした音更ブランドの創出

●都市部と農村部の交流など、地域の産業とふれあえる場づくり

・総計との整合

・同上

Ⅲ.「音更町都市計画マスタープラン」全体構想のフロー Ⅲ.「音更町都市計画マスタープラン」全体構想のフロー

（図は別添）将来都市構造総括図 （図は別添）将来都市構造総括図

Ⅳ．将来都市構造【19Ｐ】 Ⅳ．将来都市構造

「音更町都市計画マスタープラン」のテーマや、その実現に向けた５つの柱を

踏まえ、本町の都市構造の基礎となる「土地利用」、「交通の骨格」、「緑の骨格」

について、将来のあり方を示します。

「音更町都市計画マスタープラン」のテーマや、その実現に向けた５つの柱を

踏まえ、本町の都市構造の基礎となる「土地利用」、「交通の骨格」、「緑の骨格」

について、将来のあり方を示します。

１．土地利用【19Ｐ】

本町の都市計画区域は、「音更地区」、「木野地区」、「宝来地区」、「IC工業団地地

区」とともに、東側に位置する「温泉地区」を含む約 6,280ha であり、その内訳

は、市街化区域が 931ha、市街化調整区域が5,349ha となっています。（平成 15年

1月末現在）

音更町都市計画マスタープランでは、本町の財産といえる良好な自然環境に配

慮した効率的かつ効果的な土地利用の推進を目指し、都市計画区域外においては

原則的に都市的土地利用を抑制していくことと考え、一方、都市計画区域内にお

いては都市計画法の趣旨により、「整備、開発及び保全の方針」にもとづいた適切

な土地利用を図っていくことを基本とします。

将来市街地も含めた市街化区域については、農用地などの周辺自然環境の保全

を前提に、産業及び人口の動向や土地利用需要を的確に見極め、音更・木野間の

連続性確保ほか、上述の既存市街地を中心とした合理的な土地利用を促進してい

きます。また、土地利用の方向性を明確にし、住居系や商業系、工業系など、計

画的で調和のとれた市街地形成を図っていきます。

さらに、現在の市街化区域以外で都市基盤の担保・整備が必要と考えられる「十

勝川温泉地区」については、今後、都市的土地利用の推進に向け、課題解決に取

り組みます。

市街地の周辺部については「市街化調整区域」として優良な農用地や豊かな樹

林の保全を行い、本町の基幹産業である農業の発展を促すとともに、自然環境へ

の配慮や田園景観の確保・創出を図っていきます。

将来市街地も含めた土地利用構造図は、次のページに示すとおりです。

１．土地利用

本町の都市計画区域は、「音更地区」、「木野地区」、「宝来地区」、「IC 工業団地

地区」、「温泉地区」を含む約 6,280ha であり、その内訳は、市街化区域が 1,083ha、

市街化調整区域が 5,197haとなっています。（平成 23年 3月末現在）

音更町都市計画マスタープランでは、本町の財産といえる良好な自然環境に配

慮した効率的かつ効果的な土地利用の推進を目指し、都市計画区域外においては

原則的に都市的土地利用を抑制していくことと考え、一方、都市計画区域内にお

いては都市計画法の趣旨により、「整備、開発及び保全の方針」にもとづいた適

切な土地利用を図っていくことを基本とします。

将来市街地も含めた市街化区域については、農用地などの周辺自然環境の保全

を前提に、産業及び人口の動向や土地利用需要を的確に見極め、音更・木野間の

連続性確保ほか、上述の既存市街地を中心とした合理的な土地利用を促進してい

きます。また、土地利用の方向性を明確にし、住居系や商業系、工業系など、計

画的で調和のとれた市街地形成を図っていきます。

市街地の周辺部については「市街化調整区域」として優良な農用地や豊かな樹

林の保全を行い、本町の基幹産業である農業の発展を促すとともに、自然環境へ

の配慮や田園景観の確保・創出を図っていきます。

将来市街地も含めた土地利用構想図は、次のページに示すとおりです。

・数値の修正

・文言削除

・文言整理

（図は別添）土地利用構造図 （図は別添）土地利用構想図 ・文言整理

２．交通の骨格【21Ｐ】

本町では良好な交通条件も伴って、郊外型の商業施設や医療施設などの立地が

進行しています。

また、道東を代表する温泉地である「十勝川温泉」を有しているなど、圏域他

２．交通の骨格

本町では良好な交通条件も伴って、商業施設や医療施設などの立地が図られて

いるとともに、道東を代表する観光地である「十勝川温泉」を有していることな

どから、圏域他都市からも観光及び日常生活の面で多くの人々が訪れており、道

・文言整理
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都市からも観光及び日常生活の面で多くの人々が訪れており、道路交通を主軸と

した周辺都市との連携が確保されています。

さらに、北海道の高速道路交通の骨格といえる北海道横断自動車道（道東自動

車道）の「音更帯広インターチェンジ」が市街地に隣接して整備され、今後は当

該道路の延長整備に伴って道央だけではなくオホーツク圏や釧路根室圏にも連絡

し、利便性の飛躍的な向上が期待されます。

以上のような状況から、広域との連携強化に伴い増加が見込まれる交通量への

円滑な対応を目指し、道路の骨格としては「帯広圏都市計画道路構想図（平成 9

年１２月作成）」を踏まえた主要幹線道路・幹線道路網を位置付け、産業及び生活、

観光など圏域の今後の土地利用と整合した総合的な交通網を確立し、さまざまな

都市活動を支えていくこととします。

路交通を主軸とした周辺都市との連携が確保されています。

また、北海道の高速道路交通の骨格といえる北海道横断自動車道（道東自動車

道）の「音更帯広インターチェンジ」が市街地に隣接して整備されており、平成

23年の夕張IC－占冠IC間の開通により、帯広圏と道央圏が直結したことに加え、

今後の延長整備に伴い、利便性のさらなる向上が期待されます。

このような状況から、広域との連携強化に伴い増加が見込まれる交通量への円

滑な対応を目指し、道路の骨格としては「帯広圏都市計画道路構想図（平成 9年

12 月作成）」を踏まえた主要幹線道路・幹線道路網を位置付け、産業及び生活、

観光など圏域の今後の土地利用と整合した総合的な交通網により、さまざまな都

市活動を支えていくこととします。

・文言整理

（図は別添）骨格道路網 （図は別添）骨格道路網

３．緑の骨格【23Ｐ】

本町は広大な十勝平野のほぼ中央に位置しており、周囲を東大雪や十勝川、

優良な農地に囲まれています。また、本町の東端には南北に走るオサルシナイ

丘陵地帯が位置しているなど、豊かな緑や自然環境に恵まれています。

特に河川については「十勝川」をはじめ、「士幌川」、「然別川」、「音更川」

などがあり、美しい水辺空間を創出しています。

これらを踏まえ、本町の緑や自然の骨格形成にあたっては、十勝川河畔や音

更川河畔、河岸段丘林といった、快適な都市生活を支える音更らしい緑の軸構

成を基本としながら、核となる総合公園や運動公園ほか、地区内あるいは街区

内居住者のための公園を適切に配置・整備し、緑の持つ環境保全機能、レクリ

エーション機能、防災機能、景観構成機能を最大限に活用するなど、「音更町

緑の基本計画」にもとづいた、豊かでうるおいのある都市づくりを推進してい

きます。

■緑の基本理念（「緑の基本計画」より）

○町民みんなで取り組もう

町民・企業・行政などが協力しあって取り組みを進めていきます。

○身近な緑を守り、増やそう

身近な緑を守り、そして身近な緑を増やし、まち全体に緑を広げ、つなげて

いきます。

○自然とともに暮らすまちにしよう

音更の自然を代表する川や緑、自然環境を守り、未来に伝えていきます。

○健康な心と体を育む緑をつくろう

小さな子どもからお年寄りまで、町民みんなが健康に暮らすことができる緑

のまちづくりを目指していきます。

○まちを守る緑をつくろう

安全で快適な暮らしを支える緑づくりを進めていきます。

○十勝らしい四季が感じられるまちにしよう

音更らしさを印象付ける景観を大切にしながら、緑のまちづくりに取り組

んでいきます。

○彩り豊かなまちにしよう

３．緑の骨格

本町は広大な十勝平野のほぼ中央に位置しており、周囲を東大雪や十勝川、

優良な農地に囲まれています。また、本町の東端には南北に走るオサルシナイ

丘陵地帯が位置しているなど、豊かな緑や自然環境に恵まれています。

特に河川については「十勝川」をはじめ、「士幌川」、「然別川」、「音更川」

などがあり、美しい水辺空間を創出しています。

これらを踏まえ、本町の緑や自然の骨格形成にあたっては、十勝川河畔や音

更川河畔、河岸段丘林といった、快適な都市生活を支える音更らしい緑の軸構

成を基本としながら、核となる総合公園や運動公園ほか、地区内あるいは街区

内居住者のための公園を適切に配置・整備し、緑の持つ環境保全機能、レクリ

エーション機能、防災機能、景観構成機能を最大限に活用するなど、「音更町

緑の基本計画」にもとづいた、豊かでうるおいのある都市づくりを推進してい

きます。

■緑の基本理念（「緑の基本計画」より）

○町民みんなで取り組もう

町民・企業・行政などが協力しあって取り組みを進めていきます。

○身近な緑を守り、増やそう

身近な緑を守り、そして身近な緑を増やし、まち全体に緑を広げ、つなげて

いきます。

○自然とともに暮らすまちにしよう

音更の自然を代表する川や緑、自然環境を守り、未来に伝えていきます。

○健康な心と体を育む緑をつくろう

小さな子どもからお年寄りまで、町民みんなが健康に暮らすことができる緑

のまちづくりを目指していきます。

○まちを守る緑をつくろう

安全で快適な暮らしを支える緑づくりを進めていきます。

○十勝らしい四季が感じられるまちにしよう

音更らしさを印象付ける景観を大切にしながら、緑のまちづくりに取り組

んでいきます。

○彩り豊かなまちにしよう
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まち全体に彩り豊かな緑を広げ、町民も来訪者も豊かな気持ちで過ごせるま

ちづくりを目指します。

まち全体に彩り豊かな緑を広げ、町民も来訪者も豊かな気持ちで過ごせるま

ちづくりを目指します。

（図は別添）緑の骨格 （図は別添）緑の骨格

第２節 都市計画の方針 第２節 都市計画の方針

Ⅰ.土地利用方針【25Ｐ】 Ⅰ.土地利用方針

1.基本的考え方【25Ｐ】

○自然景観や農用地の保全を視野に入れ、需要を的確に捉えた適切な規模の

市街地拡大を行っていきます。

○産業及び人口、市街地の新たな動きなどを見据えた、効率的かつ機能的な

土地利用・市街地整備を図るとともに、地域の特性を踏まえた土地利用を

推進し、魅力あるまちの形成に努めます。

○自然が豊かなうるおいのあるまちにしていきます。

○市街地においては、住居系・商業系・工業系のそれぞれの区分や役割を明

確化するとともに、土地需要に対応した用途地域の見直しなどの適切な規

制誘導により、市街地全体の均衡ある発展を促していきます。

○地域特性に応じ、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図

ります。

○音更・木野間の連続性確保ほか、長期的視点における将来の市街地形態を

見据えた、都市基盤・公共施設などの整備・充実を今後とも進めていきま

す。

○住居系の市街地においては、地区計画などの導入により、安全でうるおい

のある、良質な生活環境の創出に努めます。

○将来市街地を見据えた戦略的視点から、市街化調整区域における地区計画

制度の適切な運用を行っていきます。

○市街地内の既存未利用地及び土地利用転換などにより新たに発生する大規

模な未利用地については、周辺の特性や各種計画の方針などに照らしあわ

せた上で、適切な土地利用を推進していきます。

○十勝川温泉地区においては、地区特性を活かした温泉観光地としての都市

基盤整備・市街地形成を図ります。

1.基本的な考え方

○自然景観や農用地の保全を視野に入れ、需要を的確に捉えた市街地の適切

なマネジメントを行います。

○集約型都市構造を目指し、コンパクトで効率的な市街地形成を図ります。

○環境への負荷が少ないまちづくりを目指し、低炭素社会・循環型社会の構

築に向けた取組を進めます。

○産業及び人口、市街地の新たな動きなどを見据えた、効率的かつ機能的な

土地利用・市街地整備を図るとともに、地域の特性を踏まえた土地利用を

推進し、魅力あるまちの形成に努めます。

○自然が豊かなうるおいのあるまちにしていきます。

○市街地においては、住居系・商業系・工業系のそれぞれの区分や役割を明

確化するとともに、土地需要に対応した用途地域の見直しなどの適切な規

制誘導により、市街地全体の均衡ある発展を促していきます。

○地域特性に応じ、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図

ります。

○音更・木野間の連続性確保ほか、長期的視点における将来の市街地形態を

見据えた、都市基盤・公共施設などの計画的な整備・維持管理を行います。

○住居系の市街地においては、地区計画などの導入により、安全でうるおい

のある、良質な生活環境の創出に努めます。

○将来市街地を見据えた戦略的視点から、市街化調整区域における都市計画

制度の適切な運用を行っていきます。

○市街地内の既存未利用地及び土地利用転換などにより新たに発生する大

規模な未利用地については、周辺の特性や各種計画の方針などに照らしあ

わせた上で、適切な土地利用を推進していきます。

○十勝川温泉地区においては、観光地としての整備を進めるとともに、町民

の利便性や生活基盤の維持・向上を図ります。

・文言整理

・同上

・集約型都市構造、低炭

素まちづくりに言及

・文言整理

・開発許可制度も踏まえ

た表現

・総計との整合

2.市街地の方向性【25Ｐ】

本町の中心的な市街地は、役場の立地する「音更地区」と南部の「木野地区」

の２つで成り立っており、これらの地区は国道２４１号を市街地の軸道路として

まちが発展してきました。

このようなまちの形成過程を踏まえつつ、定住環境の創出や健全で円滑な都市

機能促進のため、今後とも適切かつ合理的な市街地としての土地利用を図ってい

きます。

2.市街地の方向性

本町の中心的な市街地は、役場の立地する「音更地区」と南部の「木野地区」

の２つで成り立っており、これらの地区は国道２４１号を市街地の軸道路として

まちが発展してきました。

このようなまちの形成過程を踏まえつつ、定住環境の創出や健全で円滑な都市

機能促進のため、今後とも適切かつ合理的な市街地としての土地利用を図ってい

きます。

（１）住居系土地利用【26Ｐ】

①一般住宅地区

本町の高い定住意向を十分に踏まえ、需要に対応した宅地開発を適切に誘導し、

音更・木野間の連続性確保を中心に土地利用を進めます。

（１）住居系土地利用

①一般住宅地区
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また、住環境の悪化をもたらす恐れのある施設の混在を防ぐほか、地区計画制

度などの導入により、良好かつ快適な居住空間の維持・創出に努めます。

②沿道サービス地区

地区住民のための日常生活利便施設などを誘導し、車両交通がもたらす住環境

への悪影響を緩和するために、主要幹線道路沿道などを「沿道サービス地区」と

位置付け、機能的な土地利用を促していきます。

住環境の悪化をもたらす恐れのある施設の混在を防ぐほか、地区計画制度など

の導入により、良好かつ快適な居住空間の維持・創出に努めるとともに、ユニバ

ーサルデザイン化、２世帯住宅等多様なライフスタイルに応じたゆとりある住ま

いづくりに対応した土地利用について検討を進めます。

②沿道サービス地区

地区住民のための日常生活利便施設などを誘導し、車両交通がもたらす住環境

への悪影響を緩和するために、主要幹線道路沿道などを「沿道サービス地区」と

位置付け、機能的な土地利用を促していきます。

・既存住宅地の充実に言

及

（2）商業系土地利用【26Ｐ】

①一般商業業務地区

高度利用地区を核とした音更中央通沿道や、本町の背骨となる国道２４１号沿

道に商業機能の集積を図り、周辺諸都市も視野に入れた広域的商業地区としての

位置付けを行っていきます。

②観光業務地区

現在、市街化調整区域である「十勝川温泉地区」は、道東を代表する温泉観光

拠点として機能強化を図っていく必要があります。

今後は、合理的な土地利用推進のために必要な一定規模以上の観光資源周辺を

中心に、「平原の湯の里」などの地区特性を活かした都市基盤整備を進めるととも

に、自然資源の活用や観光産業従事者の職住近接、新たな居住者層の需要など、

観光業務を核とした総合的な視野での市街地のあり方について、地域との連携の

もと検討を進めていきます。

（2）商業系土地利用

①一般商業業務地区

高度利用地区を核とした音更中央通沿道や、本町の背骨となる国道２４１号沿

道に商業機能の集積を図り、周辺諸都市も視野に入れた広域的商業地区としての

位置付けを行っていきます。

②観光業務地区

「十勝川温泉地区」は、道東を代表する温泉観光拠点として機能強化を図って

いく必要があります。

今後は、合理的な土地利用推進のために必要な一定規模以上の観光資源周辺を

中心に、「平原の湯の里」などの地区特性を活かして観光地としての整備を進め

る一方、町民の利便性や生活基盤を維持・向上させていくとともに、市街地中心

部の再整備による都市環境の悪化抑制と活力ある温泉街づくり、自然資源の活用

や観光産業従事者の職住近接、新たな居住者層の需要など、観光業務を核とした

総合的な視野での市街地のあり方について、地域との連携のもと検討を進めてい

きます。

・文言整理

・総計との整合、文言整

理

（3）工業系土地利用【27Ｐ】

①工業専用地区

国道２４１号と圏域環状線に隣接し、既に相当数の工業施設が立地している木

野地区については、住宅など他の用途との混在を防ぐとともに、工業業務の利便

性を増進し、本町の生産活動などを担う地区としての位置付けを行っていきます。

②一般工業地区

北海道横断自動車道の音更帯広インターチェンジに隣接する IC 工業団地地区

については、その交通利便性を活かした物流業務系ほか、産業振興に寄与するた

めの都市的土地利用を推進していきます。

また、国道２４１号と木野東大通（北九線）に隣接する北開進地区についても、

本町の生産活動などを担う地区としての位置付けを行っていきます。

さらに、長期的には、圏域全体の動向を見据え、自然環境にも配慮した上で、

木野西部の都市的土地利用についても視野に入れていきます。

（3）工業系土地利用

①一般工業地区

北海道横断自動車道の音更帯広インターチェンジに隣接する IC 工業団地地区

については、その交通利便性を活かした物流業務系ほか、産業振興に寄与するた

めの都市的土地利用を推進していきます。

また、国道２４１号と木野東大通（北九線）に隣接する北開進地区、市街地北

部に位置する北明台地区、圏域環状線に隣接し、既に相当数の工業施設が立地し

ている地区についても、本町の生産活動などを担う地区としての位置付けを行っ

ていきます。

さらに、長期的には、圏域全体の動向を見据え、自然環境にも配慮した上で、

木野西部の都市的土地利用についても視野に入れていきます。

・文言削除

・文言整理

３．市街化区域以外の区域【27Ｐ】 ３．市街化区域以外の区域

長期的視点における将来市街化区域以外の区域においては、国土利用計画法や 長期的視点における将来市街化区域以外の区域においては、国土利用計画法や
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都市計画法などの理念に照らし、自然環境の保全、優良な農用地の確保、効率的・

効果的な都市整備などの観点から原則都市的土地利用の抑制を図っていきます。

ただし、現在既に相当数の住宅を中心とする都市的土地利用が進行している区

域や、良好な自然的環境との共生が図られ、地域の産業・魅力を活用した土地利

用などについては、農業との調整を図りながら今後検討を進めていきます。

また、市街化調整区域において、市街化区域に隣接または近接し、市街化区域

と一体的な日常生活圏を構成している地域については、現在の環境を担保してい

くための適切な手法について検討を進めます。

都市計画法などの理念に照らし、自然環境の保全、優良な農用地の確保、効率的・

効果的な都市整備などの観点から原則都市的土地利用の抑制を図っていきます。

ただし、現在既に相当数の住宅を中心とする都市的土地利用が進行している区

域や、良好な自然的環境との共生が図られ、地域の産業・魅力を活用した土地利

用などについては、農業との調整を図りながら今後検討を進めていきます。

また、市街化調整区域において、市街化区域に隣接または近接し、市街化区域

と一体的な日常生活圏を構成している地域については、都市計画制度の運用によ

り、良好な住環境の保全を図ります。

・道条例指定を見据えた

表現

（図は別添）土地利用の方針 （図は別添）土地利用の方針

Ⅱ．交通体系整備方針【29Ｐ】 Ⅱ．交通体系整備方針

１．基本的な考え方【29Ｐ】 １．基本的な考え方

○都市機能の向上や、生活・産業・文化など圏域都市や圏域外都市との連携・交

流を促進するため、広域的な道路網の早期整備を図ります。

○本町の健全な都市活動を支えていくため、全町を網羅する利便性の高い道路網

を構築していきます。

○自動車が交通の主体となっていることを踏まえ、冬季間の利用に配慮しながら、

今後の高齢化社会にも対応した、安全なみちづくりや移動手段の充実を図って

いきます。

○十勝川など豊かな自然環境と一体となった、日常の通勤・通学・レクリエーシ

ョンなどの場となるサイクリングロードの連携を図っていきます。

○生活・産業の軸道路である国道２４１号の４車線化に努めます。

○市街地の状況や交通量を的確に見極め、計画的な道路網の構築・見直しを図っ

ていきます。

○都市機能の向上や、生活・産業・文化など圏域都市や圏域外都市との連携・交

流を促進するため、広域的な道路網の早期整備を図ります。

○本町の健全な都市活動を支えていくため、全町を網羅する利便性の高い道路網

を構築するとともに、適切な維持補修により長寿命化に努めます。

○誰もが利用しやすい、ユニバーサルデザインに配慮した道路整備や移動手段の

充実を図ります。

○十勝川など豊かな自然環境と一体となった、日常の通勤・通学・レクリエーシ

ョンなどの場となるサイクリングロードの連携を図っていきます。

○生活・産業の軸道路である国道２４１号の４車線化に努めます。

○市街地の状況や交通量を的確に見極め、長期未着手道路のあり方を含めて、計

画的な道路網の構築・見直しを図っていきます。

・総計の整合

・同上

・長期未着手道路見直し

に言及

２．交通体系整備方針【29～30Ｐ】 ２．交通体系整備方針

（１）道路網の充実・強化【29～30Ｐ】

①主要幹線道路

道央ほか広域を結ぶ北海道横断自動車道とともに、周辺諸都市との産業・生活

文化・観光など多岐にわたる都市活動を支えるため、市街地の背骨となる国道２

４１号や北海道横断自動車道・道道帯広新得線を通過し国道３８号に至る帯広北

バイパス（国道２４１号）、圏域主要部を大きく連絡する道道帯広新得線・道道

帯広浦幌線（圏域環状線）を「主要幹線道路」と位置付け、交通量に対応した円

滑な交通体系を確保していきます。

特に、道東圏あるいは旭川圏との都市間道路としてはもとより、十勝圏の中核

都市である帯広市への主軸道路として生活・産業などの役割を一手に担っている

国道２４１号については、市街地形成の過程や生活利便機能の集積など、本町の

まちづくりの上で重要な役割を担っています。

このような役割や「第４期音更町総合計画」における位置付けを十分に踏まえ、

国道２４１号の４車線化に向けた必要な幅員の確保に努めるほか、沿道地域にお

いても一定の広がりをもった中で適切な土地利用を今後も進めていくこととしま

す。

また、十勝川温泉から札内方面に連絡する圏域環状線については、温泉市街地

の都市的土地利用の推進も視野に入れ、関係機関との調整を進めていきます。

（１）道路網の充実・強化

①主要幹線道路

道央ほか広域を結ぶ北海道横断自動車道とともに、周辺諸都市との産業・生活

文化・観光など多岐にわたる都市活動を支えるため、市街地の背骨となる国道２

４１号や北海道横断自動車道・道道帯広新得線を通過し国道３８号に至る帯広北

バイパス（国道２４１号）、圏域主要部を大きく連絡する道道帯広新得線・道道

帯広浦幌線（圏域環状線）を「主要幹線道路」と位置付け、交通量に対応した円

滑な交通体系を確保していきます。

特に、道東圏あるいは旭川圏との都市間道路としてはもとより、十勝圏の中核

都市である帯広市への主軸道路として生活・産業などの役割を一手に担っている

国道２４１号については、市街地形成の過程や生活利便機能の集積など、本町の

まちづくりの上で重要な役割を担っています。

このような役割や「第 5期音更町総合計画」における位置付けを十分に踏まえ、

国道２４１号の４車線化に向けた必要な幅員の確保に努めるほか、沿道地域にお

いても一定の広がりをもった中で適切な土地利用を今後も進めていくこととし

ます。

また、十勝川温泉から札内方面に連絡する圏域環状線については、温泉市街地

の都市的土地利用の推進も視野に入れ、関係機関との調整を進めていきます。

・文言整理
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②幹線道路

主要幹線道路の機能を補完し、良好な都市間及び市街地内の連携向上を図るた

め、国道２４１号と帯広北バイパスの間に位置し、すずらん大橋に連絡する道道

上士幌士幌音更線、国道 241 号から音更市街を経由し帯広北バイパスに連絡する

道道音更新得線（音更中央通）、国道２４１号から帯広北バイパスを東西に連絡す

る雄飛が丘通及び緑陽北通、木野・宝来・十勝川温泉地区と池田方面を結ぶ道道

長流枝内木野停車場線・道道帯広浦幌線、道道長流枝内木野停車場線と圏域環状

線を南北に連絡する宝来中央通、さらに、音更・木野市街を有機的に連絡する町

内環状道路を「幹線道路」として位置付け、整備の促進を図ります。

③補助幹線ほか

補助幹線道路については、前述の広域的道路と互いに密接かつ機能的に連絡し、

南北に広がる本町の市街地を結ぶ格子状の道路網を、都市計画道路を中心に位置

付けを行います。

また、道路の整備にあたっては、高齢者や子供たちなど誰もが安全に通行でき

る道路として整備していきます。

さらに、北海道横断自動車道利用における利便性向上のため、追加インターチ

ェンジなど新たな機能の導入について検討します。

②幹線道路

主要幹線道路の機能を補完し、良好な都市間及び市街地内の連携向上を図るた

め、国道２４１号と帯広北バイパスの間に位置し、すずらん大橋に連絡する道道

上士幌士幌音更線、国道241 号から音更市街を経由し帯広北バイパスに連絡する

道道音更新得線（音更中央通）、国道２４１号から帯広北バイパスを東西に連絡

する雄飛が丘通及び緑陽北通、木野・宝来・十勝川温泉地区と池田方面を結ぶ道

道長流枝内木野停車場線・道道帯広浦幌線、道道長流枝内木野停車場線と圏域環

状線を南北に連絡する宝来中央通、さらに、音更・木野市街を有機的に連絡する

町内環状道路を「幹線道路」として位置付け、整備の促進を図ります。

③補助幹線ほか

補助幹線道路については、前述の広域的道路と互いに密接かつ機能的に連絡し、

南北に広がる本町の市街地を結ぶ格子状の道路網を、都市計画道路を中心に位置

付けを行います。

また、道路の整備にあたっては、高齢者や子供たちなど誰もが安全に通行でき

る道路として整備していきます。

・スマートＩＣに言及

（２）サイクリングネットワークの充実【30Ｐ】

十勝川・音更川を主軸とし、日常のレクリエーションや通学・買物への利用、

ジョギングなどの健康増進のために、「サイクルウェブおとふけ」の位置付けを踏

まえ、チェリングロードなどを活用したサイクリングネットワークを図っていき

ます。

また、サイクリングネットワークを温泉市街地とも連絡することにより、観光

などの利用者の要望にも対応した市街地間の連携を確保していきます。

（２）サイクリングネットワークの充実

十勝川・音更川を主軸とし、日常のレクリエーションや通学・買物への利用、

ジョギングなどの健康増進のために、チェリングロードなどを活用したサイクリ

ングネットワークを図っていきます。

また、サイクリングネットワークを温泉市街地とも連絡することにより、観光

などの利用者の要望にも対応した市街地間の連携を確保していきます。

・文言整理

（３）公共交通（バス）の充実【30Ｐ】

本町にとっては、バスは唯一の公共交通機関であり、今後の高齢化社会の進展

などに伴い、その重要性がますます高まってくるものといえます。

また、今後の北海道横断自動車道の延長整備に伴い、本町は道内の主要都市と

帯広圏を結ぶ道路交通の要衝となっていくことが予想されます。このことから、

高速バスなどによる公共交通網の整備についても重要な課題といえます。

現在、町内の主要な公共施設などを連絡するコミュニティバスが運行されてお

り、町民の日常的な移動手段として重要な役割を果たしています。今後のさらな

る公共交通の利便性向上や都市間の連絡強化に向け、将来を見据えた公共交通機

関のあり方について、十分に検討を進めていきます。

（３）公共交通（バス）の充実

本町にとっては、バスは唯一の公共交通機関であり、今後の高齢化社会の進展

などに伴い、その重要性がますます高まってくるものといえます。

民間事業者により運営されている路線バスは自家用車の普及や少子化などの

影響で赤字路線の廃止や減便が続いており、現在、国、道、町が運行経費を助成

することにより路線を維持しています。町民の生活交通を確保するため、今後も

沿線自治体や民間事業者と協力して利用増を図る取り組みを進めていきます。

また、今後の北海道横断自動車道の延長整備に伴い、本町は道内の主要都市と

帯広圏を結ぶ道路交通の要衝となっていくことが予想されます。このことから、

高速バスなどによる公共交通網の整備についても重要な課題といえます。

現在、町内の主要な公共施設などを連絡するコミュニティバスが運行されてお

り、町民の日常的な移動手段として重要な役割を果たしています。今後のさらな

る公共交通の利便性向上や都市間の連絡強化に向け、将来を見据えた公共交通機

関のあり方について、十分に検討を進めていきます。

・路線バスについての記

述を追加

（図は別添）道路網構想図 （図は別添）道路網構想図

Ⅲ.都市環境形成方針【32Ｐ】 Ⅲ.都市環境形成方針

１．緑の形成方針【32Ｐ】 １．緑の形成方針
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（１）基本的な考え方【32Ｐ】

○市街地周辺の良好な農用地や樹林を保全していきます。

○十勝川や音更川、河岸段丘林などの緑を軸とし、緑の有機的連携を図ります。

○市街地内の公園緑地の整備や四季を通じた活用を図っていきます。

○防災機能・レクリエーション機能などに対応した緑の確保に努めます。

○景観面に配慮した緑の確保に努めます。

○自然環境に対する町民の意識高揚を図ります。

○街路樹などにより道路の緑化を進め、うるおいのある環境形成に努めます。

（１）基本的な考え方

○市街地周辺の良好な農用地や樹林を保全していきます。

○十勝川や音更川、河岸段丘林などの緑を軸とし、緑の有機的連携を図ります。

○市街地内の公園緑地の適正な配置に努めます。

○既存公園の延命化と再整備を計画的に進めます。

○防災機能・レクリエーション機能・景観構成機能などに対応した緑の確保に努

めるとともに、質的向上が図られる取り組みを進めます。

○自然環境に対する町民の意識高揚を図ります。

○街路樹などにより道路の緑化を進め、うるおいのある環境形成に努めます。

・総計との整合

・同上

・文言整理

（２）緑の軸構成の考え方【32Ｐ】

①河岸段丘林の軸

１）「市街地内部の河岸段丘林」～市街地内に残されている斜面緑地などの緑

２）「音更川左岸の河岸段丘林」～市街地東部の緑の縦軸

②河川の軸

１）「音更川河畔」～十勝川水系河川緑地

２）「十勝川河畔」～圏域を構成する市町をはじめ、周辺都市と一体的に活用すべ

き十勝川水系河川緑地

（２）緑の軸構成の考え方

①河岸段丘林の軸

１）「市街地内部の河岸段丘林」～市街地内に残されている斜面緑地などの緑

２）「音更川左岸の河岸段丘林」～市街地東部の緑の縦軸

②河川の軸

１）「音更川河畔」～十勝川水系河川緑地

２）「十勝川河畔」～圏域を構成する市町をはじめ、周辺都市と一体的に活用す

べき十勝川水系河川緑地

（３）核となる公園の位置付け【32Ｐ】

①希望が丘運動公園

本町のスポーツ拠点として、今後は既存の施設とともに、野球場の整備など機

能を拡充していきます。

②鈴蘭公園

自然林を活かした本町のシンボル的な総合公園として、また町民の憩いの場と

して、今後とも保全・活用を図っていきます。

③十勝が丘公園

イベントの開催ほか、総合的な利用に供する公園として活用していくとともに、

十勝川温泉を訪れた観光客のための観光スポットとして、サイクリングロードと

の連携にも配慮した魅力付けを行っていきます。

④エコロジーパーク

温泉市街地の魅力のひとつと捉え、十勝川河畔の水辺空間と一体となった、自

然にふれあい自然を学ぶ場所として、積極的な活用を行っていきます。

（３）核となる公園の位置付け

①希望が丘運動公園

本町のスポーツ拠点として、新たなスポーツ施設整備計画を踏まえ、既存施設

の機能向上などに努めていきます。

②鈴蘭公園

自然林を活かした本町のシンボル的な総合公園として、また町民の憩いの場と

して、今後とも保全・活用を図っていきます。

③十勝が丘公園

イベントの開催ほか、総合的な利用に供する公園として活用していくとともに、

十勝川温泉を訪れた観光客のための観光スポットとして、フットパスやサイクリ

ングロードとの連携にも配慮した魅力付けを行っていきます。

④エコロジーパーク

温泉市街地の魅力のひとつと捉え、十勝川河畔の水辺空間と一体となった、自

然にふれあい自然を学ぶ場所として、積極的な活用を行っていきます。

・関連計画、総計との整

合

・総計との整合

（４）緑の形成方針【33～34Ｐ】

町民の緑に対する関わりと緑のかたちから、取り組みの対象となる緑を『育む

緑』、『まとまりのある緑』、『つなぐ緑』、『目にする緑』の４つに区分し、以下の

ような視点により取り組みを推進していくこととします。

また、まちなかのうるおい創出に向けて、花のある樹木の植栽や、四季を感じ

ることのできる実のなる木による並木道づくりを進めるとともに、花を積極的に

取り入れた公園や道路整備ほか、総合的視点でのまちづくりを行っていきます。

①育む緑

本町が目指す緑の姿を実現するためには、まず町民が緑に対する関心を持つこ

とが第一と考えます。

（４）緑の形成方針

町民の緑に対する関わりと緑のかたちから、取り組みの対象となる緑を『育む

緑』、『まとまりのある緑』、『つなぐ緑』、『目にする緑』の４つに区分し、以下の

ような視点により取り組みを推進していくこととします。

また、まちなかのうるおい創出に向けて、花のある樹木の植栽や、四季を感じ

ることのできる実のなる木による並木道づくりを進めるとともに、花を積極的に

取り入れた公園や道路整備ほか、総合的視点でのまちづくりを行っていきます。

①育む緑

本町が目指す緑の姿を実現するためには、まず町民が緑に対する関心を持つこ

とが第一と考えます。
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町民の緑に対する関心を高め広めていく活動を進めるとともに、町民が積極的

に緑のまちづくりに参加できる機会を増やしていきます。

・町民の関心を高め広める

緑を知り、親しむ、花と緑のまちづくり賞、緑のリサイクル

・町民参加の機会を増やす

町民と育てる公園緑地づくり、緑化の支援体制づくり、緑の情報収集と発信

②まとまりのある緑

市街地内に緑の拠点となる公園緑地の整備を推進していきます。

市街地内や周辺に分布する貴重な樹林や樹木については、自然とともに暮らす

まちのシンボルとして保全を図りながら、積極的に森の創出を推進していきま

す。また、これら樹林の節度ある活用を図ります。

・緑の拠点をつくる

公園緑地の整備、公園緑地の魅力づくり

・緑の拠点を守る

まちの中の樹木・樹林の保全と活用、まちのまわりの樹林・樹木の保全と活

用

③つなぐ緑

都市環境の向上、自然との共生、レクリエーション活動の場、都市防災機能の

向上、うるおいのあるまちづくりなど、緑が持つ機能を総合的に高めていくため

には、さまざまな緑でまちをつないでいくことが重要です。

公園緑地ばかりではなく河川・道路空間なども活用して緑の連続性を確保して

いきます。

・まちを結ぶ緑をつくる

緑のネットワーク構想の推進

・水辺の空間の緑化

川辺の緑づくり、生き物とのふれあいの場づくり

・みちの空間の緑化

緑のレベルアップ

④目にする緑

まちの景観と町民の暮らしに生きいきとした雰囲気をつくり、来訪者に緑とと

もに暮らす音更のまちを印象付ける空間の緑化を推進します。

町民の生活に身近な中心市街地や公共空間のほか、町民・企業・行政が協力し、

民有空間の緑化を積極的に推進します。

・緑によるイメージアップ

中心市街地の緑化、まちかどの緑化、主要な道路の緑化

・公共空間の緑化

公共公益施設の緑化、学校の緑化

・民有空間の緑化

民有施設の緑化、住宅地の緑化、緑化重点地区の整備

町民の緑に対する関心を高め広めていく活動を進めるとともに、町民が積極的

に緑のまちづくりに参加できる機会を増やしていきます。

・町民の関心を高め広める

緑を知り、親しむ、花と緑のまちづくり賞、緑のリサイクル

・町民参加の機会を増やす

町民と育てる公園緑地づくり、緑化の支援体制づくり、緑の情報収集と発信

②まとまりのある緑

市街地内に緑の拠点となる公園緑地の適正な配置と、誰もが利用しやすい公

園づくりに努めます。

市街地内や周辺に分布する貴重な樹林や樹木については、自然とともに暮らす

まちのシンボルとして保全を図りながら、積極的に森の創出を推進していきま

す。また、これら樹林の節度ある活用を図ります。

・緑の拠点をつくる

公園緑地の適正な配置、公園緑地の魅力づくり

・緑の拠点を守る

まちの中の樹木・樹林の保全と活用、まちのまわりの樹林・樹木の保全と活

用

③つなぐ緑

都市環境の向上、自然との共生、レクリエーション活動の場、都市防災機能の

向上、うるおいのあるまちづくりなど、緑が持つ機能を総合的に高めていくた

めには、さまざまな緑でまちをつないでいくことが重要です。

公園緑地ばかりではなく河川・道路空間なども活用して緑の連続性を確保して

いきます。

・まちを結ぶ緑をつくる

緑のネットワーク構想の推進

・水辺の空間の緑化

川辺の緑づくり、生き物とのふれあいの場づくり

・みちの空間の緑化

緑のレベルアップ

④目にする緑

まちの景観と町民の暮らしに生きいきとした雰囲気をつくり、来訪者に緑とと

もに暮らす音更のまちを印象付ける空間の緑化を推進します。

町民の生活に身近な中心市街地や公共空間のほか、町民・企業・行政が協力し、

民有空間の緑化を積極的に推進します。

・緑によるイメージアップ

中心市街地の緑化、まちかどの緑化、主要な道路の緑化

・公共空間の緑化

公共公益施設の緑化、学校の緑化

・民有空間の緑化

民有施設の緑化、住宅地の緑化、緑化重点地区の整備

・総計との整合

・同上

（図は別添）公園の状況図 （図は別添）公園の状況図

２．景観の形成方針【36Ｐ】 ２．景観の形成方針

（１）基本的な考え方 （１）基本的な考え方
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○本町の大切な財産である豊かな自然景観を守り、育てます。

○「北海道美しい景観のくにづくり条例」や「音更町景観づくり基本計画」にも

とづいて、美しい景観形成を進めます。

○町民と協働で魅力ある景観づくり・保全に努めます。

○本町の大切な財産である豊かな自然景観を守り、育てます。

○「北海道景観条例」や「音更町景観づくり基本計画」にもとづいて、美しい景

観形成を進めます。

○町民と協働で魅力ある景観づくり・保全に努めます。

・道の条例改正・制定

（２）景観の形成方針

①恵まれた景観資源の保全と活用

本町を取り囲む山並みや農用地、河岸段丘の緑と耕地防風林・保安林は景観財

産として守り育てることが必要です。

また、郊外の樹林をより身近なものとするために、樹間に散策路やサイクリン

グロードなどを整備し、市街地と農村部の交流・農村部間の交流に役立てること

が考えられます。

②市街地と農村部の景観交流

本町の市街地と農村部との景観上の落差を小さくすることが必要です。

農村部の豊富な自然を市街地へ少しでも取り入れ、農村部へは市街地の利便性

を増やしていくことが望まれます。

③地区活動と個性の発信

農村部は、それぞれの地区ごとに個性あふれる活動イベントが展開されていま

す。

これらの活動も大切な景観資源として捉え、地区ごとの個性が現れるような地

区景観づくりが必要です。

④自然河川の環境保全と親水河川の積極利用

自然河川の環境保全を町民参加の景観づくりの第一歩と位置付け、行政の支援

により推進していくことが必要です。

また、小河川は、町民が安心して遊べる親水広場として、積極的に活用するこ

とが望まれます。

（２）景観の形成方針

①恵まれた景観資源の保全と活用

本町を取り囲む山並みや農用地、河岸段丘の緑と耕地防風林・保安林は景観財

産として守り育てることが必要です。

また、郊外の樹林をより身近なものとするために、樹間に散策路やサイクリン

グロードなどを整備し、市街地と農村部の交流・農村部間の交流に役立てること

が考えられます。

②市街地と農村部の景観交流

本町の市街地と農村部との景観上の落差を小さくすることが必要です。

農村部の豊富な自然を市街地へ少しでも取り入れ、農村部へは市街地の利便性

を増やしていくことが望まれます。

③地区活動と個性の発信

農村部は、それぞれの地区ごとに個性あふれる活動イベントが展開されていま

す。

これらの活動も大切な景観資源として捉え、地区ごとの個性が現れるような地

区景観づくりが必要です。

④自然河川の環境保全と親水河川の積極利用

自然河川の環境保全を町民参加の景観づくりの第一歩と位置付け、行政の支援

により推進していくことが必要です。

また、小河川は、町民が安心して遊べる親水広場として、積極的に活用するこ

とが望まれます。

⑤沿道景観づくり

幹線道路沿道で、大型広告物の色彩などの景観に与える影響が大きいことか

ら、事業者などとも連携して優れた景観づくりが必要です。

・総計との整合

Ⅳ.その他都市施設などの整備方針 Ⅳ.その他都市施設などの整備方針

１．河川【38Ｐ】 １．河川

（１）基本的な方針

○治水機能の確保に向け、整備を促進していきます。

○本町のまちを構成する大きな緑の軸として、緑化の推進を図っていきます。

○本町のまちを構成する大きな緑の軸として、緑化の推進を図っていきます。

○市街地の公園緑地との連携を強め、河川の持つ親水機能に配慮し、利用の向上

に努めていきます。

○町民や来訪者に安らぎを与える空間を創出します。

（１）基本的な考え方

○治水機能の確保に向け、整備を促進していきます。

○本町の大切な財産である豊かな水辺を保全・活用していきます。

○本町のまちを構成する大きな緑の軸として、緑化の推進を図っていきます。

○市街地の公園緑地との連携を強め、河川の持つ親水機能に配慮し、利用の向上

に努めていきます。

○町民や来訪者に安らぎを与える空間を創出します。

・文言整理

（２）整備方針

・未改修河川の整備に努めます。

・河川改修にあたっては、自然体系を損なわないよう、生態系の保全に配慮した

工法などによる改修を図ります。

・十勝川水系河川緑地の整備を進め、うるおいのある水辺空間づくりに努めます。

（２）整備方針

・未改修河川の整備に努めます。

・河川改修にあたっては、自然体系を損なわないよう、生態系の保全に配慮した

工法などによる改修を図ります。

・十勝川水系河川緑地の整備、維持管理に努め、うるおいのある水辺空間づくり

を目指します。

・文言整理
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・河川空間の有効活用を促進するため、改修計画や利活用に関し、町民参加の組

織づくりを進めます。

・河川空間の有効活用を促進するため、改修計画や利活用に関し、町民参加の組

織づくりを進めます。

２．下水道【38Ｐ】 ２．下水道

（１）基本的な方針

○将来市街地の方針との整合のもと、快適かつ衛生的な生活環境の保全ととも

に、公共水域の水質保全のために、公共下水道の整備を図っていきます。

（２）整備方針

・公共下水道の区域を拡大し、その整備を進めます。

・未整備区域の解消に努めます。

・汚水処理とあわせ雨水処理の整備を進め、不良排水地区の解消に努めます。

・農村地域における個別排水処理施設（合併浄化槽）の整備を進めます。

・整備区域内及び個別排水処理区域内における水洗化の普及に努めます。

（１）基本的な考え方

○将来市街地の方針との整合のもと、快適かつ衛生的な生活環境の維持ととも

に、公共水域の水質保全のために、公共下水道の整備・維持管理に努めます。

（２）整備方針

・公共下水道の区域を拡大し、その整備を進めます。

・未整備区域の解消に努めます。

・不良排水地区を解消するため、雨水整備を進めます。

・集合処理区域以外の地域における個別排水処理施設（合併浄化槽）の整備を進

めます。

・整備区域内及び個別排水処理区域内における水洗化の普及に努めます。

・文言整理

・総計との整合

・同上

（図は別添）下水道の整備状況図 （図は別添）下水道の整備状況図

３．上水道【40Ｐ】 ３．上水道

（１）基本的な方針

○安全で良質な水の安定供給に努めます。

（２）整備方針

・水需要の増加に伴い、新たな水源の確保に努めます。

・上水道区域内未普及地域の整備を促進します。

・各種制度を導入し、計画的な整備を図ります。

（１）基本的な考え方

○安全で良質な水の安定供給に努めます。

（２）整備方針

・水源の適切な維持管理、更新を進めます。

・上水道区域内未普及地域の整備を促進します。

・水道施設の長寿命化のため、計画的な更新と耐震化を進めます。

・文言整理

・総計との整合

・同上

４．火葬場・霊園【40Ｐ】 ４．火葬場・霊園

（１）基本的な方針

○永遠の安らぎの場・憩いの場として、火葬場や霊園の整備を進めます。

（２）整備方針

・老朽化している火葬場の改築とあわせて、管理運営体制の充実を図ります。

・霊園が手狭の状況にあることから、拡張造成を図ります。

（１）基本的な考え方

○永遠の安らぎの場・憩いの場として、火葬場や霊園の環境整備を進めます。

（２）整備方針

・火葬場の管理運営体制の充実を図ります。

・使用状況に応じて、霊園の拡張造成を計画的に進めます。また、適切な施設整

備と維持管理を行うとともに環境美化に努めます。

・文言整理

・同上

・同上

・総計との整合

５．公共賃貸住宅【40Ｐ】 ５．公共賃貸住宅

（１）基本的な方針

○良質な住宅・宅地の供給の促進と公共賃貸住宅再生マスタープランにもとづく

公営住宅の整備を進めます。

○多様な居住要望や高齢者に配慮した住空間の整備に努めます。

（２）整備方針

・市街地形成にあわせた公営住宅の適正配置を進めます。

・老朽化した公営住宅の建替えには、北国の風土に配慮した住宅づくりに努めま

す。

・高齢者と若者が一緒に生活し、ふれあいが持て、緊急時に対応ができる集合住

宅の建設を進めます。

・民間活力を活用した、買取り、借上げ公営住宅制度の活用を図ります。

（１）基本的な考え方

○良質な住宅・宅地の供給の促進と「住宅マスタープラン」、「公営住宅等長寿命

化計画」にもとづく公営住宅の整備・維持管理に努めます。

○多様な居住要望や高齢者に配慮した住空間の整備に努めます。

（２）整備方針

・市街地形成にあわせた公営住宅の適正配置を進めます。

・公営住宅の建替えにおいて、ユニバーサルデザインに配慮した住宅づくりに努

めます。

・高齢者と若者が一緒に生活し、ふれあいが持て、緊急時に対応ができる集合住

宅の適正な配置、維持管理に努めます。

・民間活力を活用した、買取り、借上げ公営住宅制度の活用を図ります。

・文言整理

・関連計画、総計との整

合

・総計との整合

・文言整理

Ⅴ．都市防災の方針【41Ｐ】 Ⅴ．都市防災の方針

１．基本的な方針 １．基本的な考え方 ・文言整理
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○町民の生命や財産を守るため、防災意識の高揚による予防体制の確立に努めま

す。

○災害に強く、安全で安心して生活できる環境づくりを目指します。

○「音更町地域防災計画」にもとづいて、より実践的な防災体制の確立を図りま

す。

○町民の生命や財産を守るため、防災意識の高揚による予防体制の確立に努めま

す。

○災害に強く、安全で安心して生活できる環境づくりを目指します。

○「音更町地域防災計画」にもとづいて、より実践的な防災体制の確立を図りま

す。

２．都市防災方針 ２．都市防災方針

・町民を地震、火災、水害などの災害から守るために、地域防災計画にもとづき

体制整備を図ります。

・急傾斜地崩壊危険区域における斜面の安全性を確保します。

・火災などに強いまちづくりのため、防火・準防火地域など、都市計画制度の適

切な運用を図ります。

・災害時の救急連絡が円滑に行われるよう、緊急連絡情報システムの整備拡充を

図ります。

・災害物資とその保管場所の充実、防災救助品の整備を図ります。

・町民の積極的な参加による自主防災組織などの育成を図ります。

・防災計画の周知徹底を図ります。

・町民を地震、火災、水害などの災害から守るために、地域防災計画にもとづき

体制整備を図ります。

・土砂災害危険箇所について、地域住民への周知を図るとともに、対策工事の実

施を推進します。

・火災などに強いまちづくりのため、防火・準防火地域など、都市計画制度の適

切な運用を図ります。

・災害時の救急連絡が円滑に行われるよう、緊急連絡情報システムの整備拡充を

図ります。

・災害時における生活必需品等の備蓄や防災資機材の整備とともに保管施設の整

備に努めます。

・町民の積極的な参加による自主防災組織などの育成を図ります。

・音更町地域防災計画の周知と防災知識の普及・啓発を図ります。

・根拠法の変更及び関連

計画との整合

・同上

・同上

Ⅵ．福祉・ユニバーサルデザインのまちづくりの方針【42～43Ｐ】 Ⅵ．福祉・ユニバーサルデザインのまちづくりの方針

１．基本的な方針 １．基本的な考え方 ・文言整理

○「おとふけ生きいきプラン21」や「21世紀おとふけ安心プラン」にもとづいた、

誰にでもやさしく、利用しやすい快適な生活環境づくりを進めます。

○ユニバーサルデザインに配慮した住宅・生活基盤の整備に努めます。

○施設整備・まちづくり・情報ネットワーク・人材育成などを基盤としながら、

保健・医療・福祉サービスの充実を図っていきます。

○「おとふけ生きいきプラン 21」や「21世紀おとふけ安心プラン」にもとづき、

ユニバーサルデザインを積極的に取り入れた誰もが利用しやすい快適な生活

環境づくりと住宅・生活基盤の整備を進めます。

○施設整備・まちづくり・情報ネットワーク・人材育成などを基盤としながら、

保健・医療・福祉サービスの充実を図っていきます。

・関連計画との整合

２．福祉・ユニバーサルデザインのまちづくり方針 ２．福祉・ユニバーサルデザインのまちづくり方針

（１）保健・医療・福祉施設の整備

町民にとって便利で、かつ、効率的・効果的なサービスを提供するとともに、

より有効な保健・医療・福祉施策の展開を図るため、「集約型」と「地域型」を基

本としながら、以下の項目を推進していきます。

・既存施設の老朽化や低機能化の改善と施設間の連携強化

・ユニバーサルデザインの推進

・高度医療、かかりつけ医、保健・福祉おのおのの機能分担の推進

（２）ユニバーサルデザインにもとづいた生活環境づくり

交通バリアフリー法（高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の

円滑化の促進に関する法律）や、ハートビル法（高齢者・身体障害者等が円滑に

利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律）、北海道福祉のまちづくり条例

などの趣旨も踏まえながら、誰もが快適に暮らせる基盤づくりを進めます。

①項目別事項

1）道路施設

日常生活における人の歩行という観点から、誰もが利用しやすいものとなるよ

（１）保健・医療・福祉施設の整備

町民にとって便利で、かつ、効率的・効果的なサービスを提供するとともに、

より有効な保健・医療・福祉施策の展開を図るため、以下の項目を推進していき

ます。

・既存施設の老朽化や低機能化の改善と施設間の連携強化

・ユニバーサルデザインの推進

・高度医療、かかりつけ医、保健・福祉おのおのの機能分担の推進

（２）ユニバーサルデザインにもとづいた生活環境づくり

バリアフリー法（高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）や、

北海道福祉のまちづくり条例などの趣旨も踏まえながら、誰もが快適に暮らせる

基盤づくりを進めます。

①項目別事項

1）道路施設

日常生活における人の歩行という観点から、誰もが利用しやすいものとなるよ

・文言整理

・新法施行による修正
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うな整備に努めます。

また、歩行面は基本的に平坦もしくはなだらかに、かつ、滑りにくい仕上げな

どを検討するとともに、歩行を支援するものとして休憩のための空間や施設の設

置を考慮した整備に努めます。

2）公園施設

近隣公園以上の規模の公園については、誰もが利用しやすいように、園路など

の歩行面は基本的に平坦もしくはなだらかにし、かつ、滑りにくい仕上げなどを

検討するとともに、休憩のための空間や施設の設置を考慮した整備に努めます。

②町民の理解と参画

1）普及

居住環境のみならず、福祉や教育、産業など各分野との連携を深める全体的な

ユニバーサルデザインによるまちづくりを意識した普及活動を推進します。

2）町民の参画

ユニバーサルデザインを進めるためには、町民の理解と参画が不可欠です。

町民一人ひとりの「こころ」が通いあうまちを実現するためには、家庭、学校

での教育はもとより、地域での活動がたいへん重要となってきます。大切なのは、

施設として「かたち」が配慮されるだけで良いと考えるのではなく、利用する人

たちがそれぞれの能力の中で支えあう、相互支援をあたりまえとする町民意識の

定着です。

町民がそれぞれの立場で、居住環境をより良いものにするために、考え、行動

していくことが望まれます。

また、困っている人に自発的に声をかけ、手助けすることも望まれます。

うな整備に努めます。

また、歩行面は基本的に平坦もしくはなだらかに、かつ、滑りにくい仕上げな

どを検討するとともに、歩行を支援するものとして休憩のための空間や施設の設

置を考慮した整備に努めます。

2）公園施設

誰もが利用しやすいように、園路などの歩行面は基本的に平坦もしくはなだら

かにし、かつ、滑りにくい仕上げなどを検討するとともに、休憩のための空間や

施設の設置を考慮した整備に努めます。

3)住宅

誰もが安全で安心して暮らせる住宅を確保するため、ユニバーサルデザインを

取り入れた住宅の建設を推進するとともに、既存住宅に対しては、段差解消、手

すりの設置等の改修を推進します。

4）公共・公益施設

高齢者や障がい者が安全で快適に利用できる施設づくりを推進するとともに、

既存施設の現状把握を行い、構造、設備等の改善に努めます。

5）公共施設標識

誰もが容易に公共施設の所在が理解できるよう、わかりやすさと景観に配慮し

た公共施設標識の整備を推進します。

6）交通安全施設

高齢者や障がい者を交通事故から守るため、ユニバーサルデザインを取り入れ

た信号機、標識、防護柵、歩道等の整備を推進します。

②町民の理解と参画

1）普及

居住環境のみならず、福祉や教育、産業など各分野との連携を深める全体的な

ユニバーサルデザインによるまちづくりを意識した普及活動を推進します。

2）町民の参画

ユニバーサルデザインを進めるためには、町民の理解と参画が不可欠です。

町民一人ひとりの「こころ」が通いあうまちを実現するためには、家庭、学校

での教育はもとより、地域での活動がたいへん重要となってきます。大切なのは、

施設として「かたち」が配慮されるだけで良いと考えるのではなく、利用する人

たちがそれぞれの能力の中で支えあう、相互支援をあたりまえとする町民意識の

定着です。

町民がそれぞれの立場で、居住環境をより良いものにするために、考え、行動

していくことが望まれます。

また、困っている人に自発的に声をかけ、手助けすることも望まれます。

・関連計画との整合
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■第Ⅲ章 見直し案の検討（新旧対照表）
現行計画 見直し案 説明

第Ⅲ章 地域別構想 第Ⅲ章 地域別構想

Ⅰ.地域区分の考え方【47Ｐ】 Ⅰ.地域区分の考え方

本町の都市計画区域内人口分布は、十勝川を挟んで帯広市に隣接した木野・宝

来市街地、さらに北側に位置し役場などの公共施設が立地している音更市街地、

そして十勝川のほとりで温泉が有名となっている十勝川温泉市街地に集積して

います。

以上のような、人口集積状況や市街地の形成状況を踏まえ、「音更地区」、「木

野・宝来地区」、「十勝川温泉地区」の３つの地域区分にもとづいた地域別構想を

以下に策定します。なお、「音更地区」と「木野・宝来地区」の対象範囲は、現

在の市街化区域及びその周辺とし、北海道横断自動車道（道東自動車道）を境に

北を「音更地区」、南を「木野・宝来地区」としています。

また、「十勝川温泉地区」については、現在の観光区域及びその周辺を対象範

囲としています。

本町の都市計画区域内人口分布は、十勝川を挟んで帯広市に隣接した木野・宝

来市街地、北側に位置し役場などの公共施設が立地している音更市街地、そして

十勝川のほとりで温泉が有名となっている十勝川温泉市街地に集積しています。

以上のような、人口集積状況や市街地の形成状況を踏まえ、「音更地区」、「木

野・宝来地区」、「十勝川温泉地区」の３つの地域区分にもとづいた地域別構想を

以下に策定します。なお、「音更地区」と「木野・宝来地区」の対象範囲は、現

在の市街化区域及びその周辺とし、北海道横断自動車道（道東自動車道）を境に

北を「音更地区」、南を「木野・宝来地区」としています。

また、「十勝川温泉地区」については、現在の市街化区域及びその周辺を対象

範囲としています。

・文言整理

（地区区分図） （地区区分図）

Ⅱ.ワークショップ開催の経緯【48Ｐ】 Ⅱ.ワークショップ開催の経緯

地域別構想策定にあたっては、４回のワークショップを開催し、各地区に居住

する町民のみなさんがテーブル毎に別れて意見交換を行いながら進めました。

第 1 回目のワークショップでは、地区の「宝もの」や「大切にしたいもの」、

「問題だと感じること」などについて参加者で意見交換しました。

第 2回目のワークショップでは、再度地域の資源・問題点を確認するとともに、

その資源を活かし、課題を解決するために、各地域におけるまちづくりの方向、

キーワードなどについて意見交換しました。

第 3 回目のワークショップでは、1 回目や 2 回目で話し合われた内容をもとに

作成した各地区のまちづくり方針図や取り組み内容について意見交換するとと

もに、地区のテーマ（将来像）を検討しました。

第４回目のワークショップでは、まちづくりの基本方針や目標、方針図などに

ついて最終的な調整を行うとともに、参加者全員が３地区について広く意見を交

わしました。

地域別構想策定にあたっては、平成 15 年策定時に、４回のワークショップを

開催し、各地区に居住する町民のみなさんがテーブル毎に別れて意見交換を行い

ながら進めました。

第 1 回目のワークショップでは、地区の「宝もの」や「大切にしたいもの」、

「問題だと感じること」などについて参加者で意見交換しました。

第 2回目のワークショップでは、再度地域の資源・問題点を確認するとともに、

その資源を活かし、課題を解決するために、各地域におけるまちづくりの方向、

キーワードなどについて意見交換しました。

第 3回目のワークショップでは、1回目や 2回目で話し合われた内容をもとに

作成した各地区のまちづくり方針図や取り組み内容について意見交換するとと

もに、地区のテーマ（将来像）を検討しました。

第４回目のワークショップでは、まちづくりの基本方針や目標、方針図などに

ついて最終的な調整を行うとともに、参加者全員が３地区について広く意見を交

わしました。

・文言整理

赤文字：変更箇所

第 1 回ワークショップ 平成 14 年 5 月 30 日実施

内容 ： 各地区の「宝もの」や「大切にしたいもの」、「問題だと感じること」などについて

第２回ワークショップ 平成 14 年 7 月 1 日実施

内容 ： 各地区の資源・問題点の見直し、まちづくりの方向やキーワードなどについて

第３回ワークショップ 平成 14 年 9 月 25 日実施

内容 ： 各地区のテーマ（将来像）や方針図、取り組み内容などについて

第４回ワークショップ 平成 14 年 12 月 9 日実施

内容 ： 各地区のまちづくりの基本方針や目標、方針図などについて
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Ⅲ．全体構想と地域別構想の関連【50Ｐ】 Ⅲ．全体構想と地域別構想の関連

地域別構想は、全体構想の都市計画マスタープランのテーマ、テーマ実現のた

めの柱を受けて地区ごとに基本方針を示しています。

地域別構想は、全体構想の都市計画マスタープランのテーマ、テーマ実現のた

めの柱を受けて地区ごとに基本方針を示しています。

Ⅳ.地域別構想 Ⅳ.地域別構想

1.音更地区【51Ｐ】 1.音更地区

1）現況

音更地区は、音更川の西側、北海道横断自動車道の北側に位置しています。

地区内は、役場をはじめ、総合体育館や保健センターなどの公共施設が集積し、

周囲には良好な住宅地が形成されています。また、道道音更新得線（音更中央通）

沿道は商業系の土地利用が主体となっており、近年においては再開発が行われる

など土地の高度利用も進められています。

さらに、北海道横断自動車道音更帯広インターチェンジに隣接するＩＣ工業団

地では、工業系の土地利用が図られています。

音更地区の人口は、平成 12年度で8,267人とまち全体の 20.7%を占めており、

（1）現況

音更地区は、音更川の西側、北海道横断自動車道の北側に位置しています。

地区内は、役場をはじめ、総合体育館や保健センターなどの公共施設が集積し、

周囲には良好な住宅地が形成されています。また、道道音更新得線（音更中央通）

沿道は商業系の土地利用が主体となっています。

近年は、市街地の拡大により、東通地区は住宅地、北明台地区は工業施設用地、

希望が丘地区は公共施設用地などとして土地利用が図られています。

また、北海道横断自動車道音更帯広インターチェンジに隣接するＩＣ工業団地

では、工業系の土地利用が図られています。

音更地区の人口は、平成 23年度で 8,384 人とまち全体の 18.4%を占めており、

・文言整理
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平成 2年度の 6,985人より 18.4%増加しています。世帯数は、平成 12年度で 3,286

世帯となっており、平成 2年度の2,481世帯より 32.4%増加しています。（住民基

本台帳：行政区単位の集計による）

2）地区の資源

市街地の中心には河岸段丘があり、起伏に富んだ地形となっています。さらに

その河岸段丘は千畳敷公園や谷汲山自然公園など、多くの緑に恵まれています。

市街地の周囲には、リスや蘭などの動植物が生息する防風林があり、河岸段丘

と連続したグリーンベルトを構成しています。さらに市街地の東側には音更川が

あり、その川沿いにはケショウヤナギなどの河畔林のほかパークゴルフ場も整備

されているなど、自然とふれあうことのできる環境に恵まれています。

また、希望が丘、雄飛が丘には、総合体育館や温水プールに代表される運動施

設や、短期大学などの文教施設が集積しています。

マスタープラン策定時の平成 14年度の人口 8,254 人より 1.6%増加しています。

世帯数は、平成 23年度で 3,761 世帯となっており、平成 14年度の 3,405世帯よ

り 10.5%増加しています。（住民基本台帳：行政区単位の集計による）

（2）地区の資源

市街地の中心には河岸段丘があり、起伏に富んだ地形となっています。さらに

その河岸段丘は千畳敷公園や谷汲山自然公園など、多くの緑に恵まれています。

市街地の周囲には、リスや蘭などの動植物が生息する防風林があり、河岸段丘

と連続したグリーンベルトを構成しています。さらに市街地の東側には音更川が

あり、その川沿いにはケショウヤナギなどの河畔林のほかパークゴルフ場も整備

されているなど、自然とふれあうことのできる環境に恵まれています。

また、希望が丘、雄飛が丘には、総合体育館や温水プールに代表される運動施

設や、短期大学などの文教施設が集積しています。

音更地区の資源マップ 音更地区の資源マップ

（３）音更地区のまちづくりのテーマ【53Ｐ】

音更地区の特性や課題、全体構想の理念にもとづき、まちづくりにあたっての

テーマ（将来像）を次のように定めます。

「環境に恵まれた人を育むまちづくり－音更地区」

音更地区では、河岸段丘、防風林、音更川など、市街地内及び周囲の自然環境

に恵まれており、また、文教施設や運動施設も充実していることから、文化・ス

ポーツほか町民活動に対する環境にも恵まれているといえます。

自然などの恵まれた環境
．．．．．．

を活用するとともに、地区が一体となって豊かな人材
．．

を育成
．．．

しながら、町民自らがまちづくりに参加する地区を目指します。

（４）まちづくりの基本方針

将来像の具体化に向けて、以下の基本方針を柱としたまちづくり構想を展開し

ていきます。

①豊かな自然環境の保全・活用

（３）音更地区のまちづくりのテーマ

音更地区の特性や課題、全体構想の理念にもとづき、まちづくりにあたっての

テーマ（将来像）を次のように定めます。

「環境に恵まれた人を育むまちづくり－音更地区」

音更地区では、河岸段丘、防風林、音更川など、市街地内及び周囲の自然環境

に恵まれており、また、文教施設や運動施設も充実していることから、文化・ス

ポーツほか町民活動に対する環境にも恵まれているといえます。

自然などの恵まれた環境
．．．．．．

を活用するとともに、地区が一体となって豊かな人材
．．

を育成
．．．

しながら、町民自らがまちづくりに参加する地区を目指します。

（４）まちづくりの基本方針

将来像の具体化に向けて、以下の基本方針を柱としたまちづくり構想を展開し

ていきます。

①豊かな自然環境の保全・活用
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地区の中心の骨格を形成している河岸段丘地形、防風林、河畔林、音更川を維

持・保全し、後世に継承します。

その豊かな自然資源の中に生息するリス、ケショウヤナギなどの動植物の生息

環境を守り、人と自然が共生する環境づくりを進めます。

また、自然を感じることのできる河川敷には、パークゴルフ場など身近にスポ

ーツのできる空間を確保し、健やかな生活ができる環境を形成していきます。

②だれもが安心して住める安全・快適な定住環境づくり

地区を南北に走っている主要幹線道路国道 241 号については、安全に通行でき

るように機能性を向上させるとともに、本町にふさわしい沿道景観づくりを進め

ます。

自動車交通の利便性の向上を図る一方で、高齢者や通学者をはじめとした歩行

者が安全に移動できるように、歩道の段差解消、広い幅員の確保、傾斜の改善な

ど、人にやさしい歩道づくりを推進します。

また、人々が健やかな生活を送れるように、雄飛が丘や希望が丘をスポーツゾ

ーンとして位置付け、運動施設などの充実を図ります。

③コミュニティの活発な町民参加のまちづくり

周囲の資源を活用し、豊かな自然環境と生活環境づくりを行うために、幅広い

世代にわたる人材を育成し、町民による木、花の植栽や維持管理、ごみ拾いの実

施など、積極的な町民参加を推進します。

また、人々の交流ができる場の形成に努め、その中で思いやりの心を育てます。

地区の中心の骨格を形成している河岸段丘地形、防風林、河畔林、音更川を維

持・保全し、後世に継承します。

その豊かな自然資源の中に生息するリス、ケショウヤナギなどの動植物の生息

環境を守り、人と自然が共生する環境づくりを進めます。

また、自然を感じることのできる河川敷には、パークゴルフ場など身近にスポ

ーツのできる空間を確保し、健やかな生活ができる環境を形成していきます。

②だれもが安心して住める安全・快適な定住環境づくり

地区を南北に走っている主要幹線道路国道 241号については、安全に通行でき

るように機能性を向上させるとともに、本町にふさわしい沿道景観づくりを進め

ます。

自動車交通の利便性の向上を図る一方で、高齢者や通学者をはじめとした歩行

者が安全に移動できるように、歩道の段差解消、広い幅員の確保、傾斜の改善な

ど、人にやさしい歩道づくりを推進します。

また、人々が健やかな生活を送れるように、雄飛が丘や希望が丘をスポーツゾ

ーンとして位置付け、運動施設などの充実を図ります。

③コミュニティの活発な町民参加のまちづくり

周囲の資源を活用し、豊かな自然環境と生活環境づくりを行うために、幅広い

世代にわたる人材を育成し、町民による木、花の植栽や維持管理、ごみ拾いの実

施など、積極的な町民参加を推進します。

また、人々の交流ができる場の形成に努め、その中で思いやりの心を育てます。

（図は別添）音更地区のまちづくりの目標 （図は別添）音更地区のまちづくりの目標

（図は別添）音更地区まちづくり方針図 （図は別添）音更地区まちづくり方針図

2.木野・宝来地区【57Ｐ】 2.木野・宝来地区

（1）現況

木野・宝来地区は、帯広市と十勝川を挟んで北側に隣接し、音更川の西側に木

野地区、東側に宝来地区が位置しています。

国道 241号沿いには郊外型の商業施設が並び、商業系の土地利用が中心となっ

ていますが、一部では工業系の土地利用も見られます。その周囲は良好な住宅地

が広がっており、南宝来地区やすずらん台地区では、組合施行による区画整理事

業が進められているなど、市街地が拡大しています。

木野・宝来地区の人口は、平成 12 年度で木野地区 21,038 人、宝来地区 3,704

人、計 24,742 人とまち全体の 61.8%を占めており、平成 2年度の 19,571 人より

26.4%増加しています。世帯数は、平成 12年度で木野地区 8,360 世帯、宝来地区

1,441 世帯、計 9,801 世帯となっており、平成 2 年度の 6,868 世帯より 42.7%増

加しています。（住民基本台帳：行政区単位の集計による）

（1）現況

木野・宝来地区は、帯広市と十勝川を挟んで北側に隣接し、音更川の西側に木

野地区、東側に宝来地区が位置しています。

国道 241 号沿いには商業施設が並び、商業系の土地利用が中心となっています

が、一部では工業系の土地利用も見られます。その周囲は良好な住宅地が広がっ

ており、南宝来地区やすずらん台地区における区画整理事業をはじめとする宅地

開発により、市街地が拡大してきました。

木野・宝来地区の人口は、平成 23年度で木野地区 23,880 人、宝来地区 6,833

人、計30,713 人とまち全体の 67.4%を占めており、平成14年度の 25,774人より

19.2%増加しています。世帯数は、平成 23 年度で木野地区 10,548 世帯、宝来地

区2,760世帯、計13,308世帯となっており、平成14年度の10,418世帯より27.7%

増加しています。（住民基本台帳：行政区単位の集計による）

・文言整理

・数値の修正
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（2）地区の資源

地区内には、市街地の中心に音更地区と連なっている河岸段丘があり、起伏に

富んだ地形となっています。

市街地の周囲には、十勝川、音更川などの河川が流れ、川沿いには河畔林など

の自然があるほか、これらの自然を活かしたチェリングロードや散策路、パーク

ゴルフ場などにより河川空間が形成されています。

市街地内においては、鈴蘭川、第二鈴蘭川、鈴蘭公園など、水辺や緑などの自

然に恵まれている一方、郊外型商業施設や図書館や文化センターなどの公共施設

も多く立地しており、活気があり生活の利便性の高い地区となっています。

（2）地区の資源

地区内には、市街地の中心に音更地区と連なっている河岸段丘があり、起伏に

富んだ地形となっています。

市街地の周囲には、十勝川、音更川などの河川が流れ、川沿いには河畔林など

の自然があるほか、これらの自然を活かしたチェリングロードや散策路、パーク

ゴルフ場などにより河川空間が形成されています。

市街地内においては、鈴蘭川、第二鈴蘭川、鈴蘭公園など、水辺や緑などの自

然に恵まれている一方、商業施設のほか、図書館や文化センターなどの公共施設

も多く立地しており、活気があり生活の利便性の高い地区となっています。

・文言整理

木野・宝来地区の資源マップ 木野・宝来地区の資源マップ

（３）木野・宝来地区のまちづくりのテーマ【59Ｐ】

木野・宝来地区の特性や課題、全体構想の理念にもとづき、まちづくりにあた

ってのテーマ（将来像）を次のように定めます。

「川と緑に恵まれた個性豊かに発展するまち－木野・宝来地区」

木野・宝来地区は、十勝川や音更川といった河川とともに、まちの中心部に河

岸段丘地形があるなど、特色ある川や緑に恵まれて
．．．．．．．．

います。

その一方で国道 241 号沿道にショッピングセンターが多数立地しているなど、

利便性の高い地区でもあります。

自然資源に恵まれながらも生活利便性の高い当該地区の特徴や個性
．．

を活かし

ながら、将来にわたっても発展
．．

し続ける地区を目指します。

（４）まちづくりの基本方針

将来像の具体化に向けて、以下の基本方針を柱としたまちづくり構想を展開し

ていきます。

①水辺・樹林・農用地など、自然を大切にし共存できる地区づくり

河川や河岸段丘、動植物生息域など、地区の骨格となっている自然資源を保全

するとともに、これらの資源をチェリングロード、鈴蘭公園、河畔の散策路など

とあわせて活用し、町内外の人が自然を身近に感じることができる環境の形成に

努めます。

(３)木野・宝来地区のまちづくりのテーマ

木野・宝来地区の特性や課題、全体構想の理念にもとづき、まちづくりにあた

ってのテーマ（将来像）を次のように定めます。

「川と緑に恵まれた個性豊かに発展するまち－木野・宝来地区」

木野・宝来地区は、十勝川や音更川といった河川とともに、まちの中心部に河

岸段丘地形があるなど、特色ある川や緑に恵まれて
．．．．．．．．

います。

その一方で国道 241号沿道にショッピングセンターが多数立地しているなど、

利便性の高い地区でもあります。

自然資源に恵まれながらも生活利便性の高い当該地区の特徴や個性
．．

を活かし

ながら、将来にわたっても発展
．．

し続ける地区を目指します。

（４）まちづくりの基本方針

将来像の具体化に向けて、以下の基本方針を柱としたまちづくり構想を展開し

ていきます。

①水辺・樹林・農用地など、自然を大切にし共存できる地区づくり

河川や河岸段丘、動植物生息域など、地区の骨格となっている自然資源を保全

するとともに、これらの資源をチェリングロード、鈴蘭公園、河畔の散策路など

とあわせて活用し、町内外の人が自然を身近に感じることができる環境の形成に

努めます。
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また、まちなかにおいても街路樹の整備、小河川の魅力付けなどにより、緑に

恵まれたうるおいのある環境を創出していきます。

②安全・快適で利便性の高い地区づくり

主要幹線道路である国道 241 号は、町内外の移動あるいは沿道に多く立地する

商業施設への出入りなどにより、交通量が多い状況にあります。安全かつ快適に

通行できるように機能性を向上させ、本町にふさわしい沿道景観づくりを進めま

す。

国道 241号の機能向上を図る一方で、通学路の安全性向上、橋の整備など生活

道路の改良を図り、子供や高齢者に配慮した都市基盤づくりも進めていきます。

また、都市施設や公共施設を整備する中で、多世代の交流を促進する場や仕組

みづくりにも取り組みます。

③地域を大切に思う心で進めるまちづくり

地区にある緑を活かした美しいまちづくりを進めるために、植樹ほか緑の確

保・創出に努めます。また町民主体による街路樹などの維持・管理を推進します。

さらに、地域に対する意識を高めるために、交通やごみなどの生活マナーの向

上を図るとともに、地域の良さや文化を次世代に継承する活動も進めます。

また、まちなかにおいても街路樹の整備、小河川の魅力付けなどにより、緑に

恵まれたうるおいのある環境を創出していきます。

②安全・快適で利便性の高い地区づくり

主要幹線道路である国道 241号は、町内外の移動あるいは沿道に多く立地する

商業施設への出入りなどにより、交通量が多い状況にあります。安全かつ快適に

通行できるように機能性を向上させ、本町にふさわしい沿道景観づくりを進めま

す。

国道 241 号の機能向上を図る一方で、通学路の安全性向上、橋の整備など生活

道路の改良を図り、子供や高齢者に配慮した都市基盤づくりも進めていきます。

また、都市施設や公共施設を整備する中で、多世代の交流を促進する場や仕組

みづくりにも取り組みます。

③地域を大切に思う心で進めるまちづくり

地区にある緑を活かした美しいまちづくりを進めるために、植樹ほか緑の確

保・創出に努めます。また町民主体による街路樹などの維持・管理を推進します。

さらに、地域に対する意識を高めるために、交通やごみなどの生活マナーの向

上を図るとともに、地域の良さや文化を次世代に継承する活動も進めます。

（図は別添）木野・宝来地区のまちづくりの目標 （図は別添）木野・宝来地区のまちづくりの目標

（図は別添）木野・宝来地区まちづくり方針図 （図は別添）木野・宝来地区まちづくり方針図

3.十勝川温泉地区【63Ｐ】 3.十勝川温泉地区

（1）現況

十勝川温泉地区は、市街化調整区域内で十勝川のほとりに位置しています。

地区内には「美人の湯」として知られている十勝川温泉があり、温泉宿泊施設

が道道帯広浦幌線沿道に多数立地しています。

十勝川温泉地区の人口は、平成 12 年度で 508 人とまち全体の 1.3%を占めてお

り、平成 2 年度の 593 人より 14.3%減少しています。世帯数は、平成 12 年度で

290 世帯となっており、平成 2 年度の 291 世帯より 0.3%減少しています。（住民

基本台帳：行政区単位の集計による）

（2）地区の資源

この地区は、泉質的に珍しく「美人の湯」として知られている十勝川温泉を中

心として形成されている地区であり、年間 70 万人が訪れる観光地となっていま

（1）現況

十勝川温泉地区は、十勝川のほとりに位置しています。

地区内には「美人の湯」として知られている十勝川温泉があり、温泉宿泊施設

が道道帯広浦幌線沿道に多数立地しています。

十勝川温泉地区の人口は、平成 23年度で 213 人とまち全体の 0.5%を占めてお

り、平成 14年度の 278 人より 23.4%減少しています。世帯数は、平成 23年度で

129 世帯となっており、平成 14 年度の 166 世帯より 22.3%減少しています。（住

民基本台帳：行政区単位の集計による）

（2）地区の資源

この地区は、泉質的に珍しく「美人の湯」として知られている十勝川温泉を中

心として形成されている地区であり、国内外から多くの人が訪れる観光地となっ

・文言整理

・数値の修正
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す。

さらに周囲には、アクアパーク、十勝エコロジーパーク、十勝が丘公園の 3つ

の公園、オサルシナイ丘陵、白鳥が飛来する十勝川、日高山脈を望む景観など、

多くの自然資源に恵まれています。

ています。

さらに周囲には、アクアパーク、十勝エコロジーパーク、十勝が丘公園の 3つ

の公園、オサルシナイ丘陵、白鳥が飛来する十勝川、日高山脈を望む景観など、

多くの自然資源に恵まれています。

温泉地区の資源マップ 温泉地区の資源マップ

（３）十勝川温泉地区のまちづくりのテーマ【65Ｐ】

十勝川温泉地区の特性や課題、全体構想の理念にもとづき、まちづくりにあた

ってのテーマ（将来像）を次のように定めます。

大自然「とかち」のあったか工房－十勝川温泉地区

十勝川温泉地区は、温泉をはじめ、3 つの公園や日高山脈を望む景観など、大
．

自然の
．．．

恩恵による観光資源に恵まれ、とかち
．．．

を代表する観光地となっています。

この資源を活かしながら、温泉のあたたかさ
．．．．．

のみならず、人のあたたかさ
．．．．．

も育

みながらまちづくりを進め、観光客に十勝川温泉地区の思い出など、常に何かを

提供できる地区（工房
．．

）を目指します。

（４）まちづくりの基本方針

将来像の具体化に向けて、以下の基本方針を柱としたまちづくり構想を展開し

ていきます。

①自然資源の保全、有効活用

珍しい植物性の泉質（モール温泉）で知られている“温泉”、3つの公園に代表

される“緑”、白鳥も飛来する“十勝川”、日高山脈の“景観”など、誇れるべき

自然資源を保全し、自然とふれあうことができる場の整備など、恵まれた環境の

有効活用を図ります。

さらに、これらの公園や川を結ぶ自然ネットワークを構築し、「緑をテーマ」に

回遊できる環境づくりを進めます。

②快適な生活を支える基盤づくり

地域活性化や魅力ある市街地の形成を図り、定住人口を確保していくために、

道路、公園、下水道などの都市基盤整備とあわせ、快適かつ安全な空間づくりに

努めます。

特に、圏域環状線や道道帯広浦幌線、十勝が丘公園を南北に結ぶ東 15 号など

については、温泉街の骨格をなす道路としての位置付けを行います。

また、沿道においては、空地の有効活用や花木の植樹などによる景観整備を推

進していきます。

③特色があり、活気のある温泉街の創出

温泉街の特色を強くし、魅力を高めていくために、広さ・便利さ・新しさを感

じるゆとりある空間づくりを進めるとともに、地区全体に統一感をもたせた景観

の向上を図ります。

（３）十勝川温泉地区のまちづくりのテーマ

十勝川温泉地区の特性や課題、全体構想の理念にもとづき、まちづくりにあた

ってのテーマ（将来像）を次のように定めます。

「大自然「とかち」のあったか工房－十勝川温泉地区」

十勝川温泉地区は、温泉をはじめ、3 つの公園や日高山脈を望む景観など、大
．

自然の
．．．

恩恵による観光資源に恵まれ、とかち
．．．

を代表する観光地となっています。

この資源を活かしながら、温泉のあたたかさ
．．．．．

のみならず、人のあたたかさ
．．．．．

も育

みながらまちづくりを進め、観光客に十勝川温泉地区の思い出など、常に何かを

提供できる地区（工房
．．

）を目指します。

（４）まちづくりの基本方針

将来像の具体化に向けて、以下の基本方針を柱としたまちづくり構想を展開し

ていきます。

①自然資源の保全、有効活用

珍しい植物性の泉質（モール温泉）で知られている“温泉”、3つの公園に代表

される“緑”、白鳥も飛来する“十勝川”、日高山脈の“景観”など、誇れるべき

自然資源を保全し、自然とふれあうことができる場の整備など、恵まれた環境の

有効活用を図ります。

さらに、これらの公園や川を結ぶ自然ネットワークを構築し、「緑をテーマ」

に回遊できる環境づくりを進めます。

②快適な生活を支える基盤づくり

地域活性化や魅力ある市街地形成に向け、町民の利便性や生活基盤の維持・向

上に努めるとともに、都市環境の悪化抑制に向けた基盤整備を推進していきま

す。

特に、圏域環状線や道道帯広浦幌線、十勝が丘公園を南北に結ぶ東 15 号など

については、温泉街の骨格をなす道路としての位置付けを行います。

また、沿道においては、空地の有効活用や花木の植樹などによる景観整備を推

進していきます。

③特色があり、活気のある温泉街の創出

温泉街の特色を強くし、魅力を高めていくために、広さ・便利さ・新しさを感

じるゆとりある空間づくりを進めるとともに、地区全体に統一感をもたせた景観

の向上を図ります。

・文言整理
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そのゆとりの確保と景観の向上にあわせ、公園、十勝川温泉・十勝川を結ぶ散

策ルートや散策スポットの位置付けを行います。

また、温泉街の魅力を幅広い客層に知ってもらうために、「美人の湯」や「平

原の湯の里」などのキャッチフレーズによるＰＲを積極的に推進して集客を図る

とともに、イベントの活用や物産の充実、文化の発信などにより、観光客のリピ

ーターが増えるような工夫をしていきます。

そのための町民によるまちづくりも積極的に進めます。

そのゆとりの確保と景観の向上にあわせ、公園、十勝川温泉・十勝川を結ぶ散

策ルートや散策スポットの位置付けを行います。

また、温泉街の魅力を幅広い客層に知ってもらうために、「美人の湯」や「平

原の湯の里」などのキャッチフレーズによるＰＲを積極的に推進して集客を図る

とともに、イベントの活用や物産の充実、文化の発信などにより、観光客のリピ

ーターが増えるような工夫をしていきます。

そのための町民によるまちづくりも積極的に進めます。

（図は別添）十勝川温泉地区のまちづくりの目標 （図は別添）十勝川温泉地区のまちづくりの目標

（図は別添）十勝川温泉地区まちづくり方針図 （図は別添）十勝川温泉地区まちづくり方針図



第１節－Ⅲ 将来都市構造総括図
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直

し

案

摘

要

新まちづくりプランを受けた工業系土地利用の変更

北明台の工業系追加、温泉市街地の市街化区域の修正


