７．計画の実現・推進のための方策

未来の子ども達に素敵なまちを継承していくために

①協働のまちづくりにより推進します
本計画の実現・推進において、町民、企業、団体、行政が参加・連携する「協働のまちづくり」を基
本とし、まちの力を総結集して取り組みを進めていきます。
協働のまちづくりの推進にあたっては、町民、企業、団体、行政が参加する「対話の場」を設定し、
お互いの立場や考えを尊重し理解しながらアイデアや解決策を導き出します。

第 2 期中標津町都市計画マスタープラン

プロジェクトチーム・街づくり協議会によるまちづくりの推進
●これまで検討してきた「プロジェクトチーム」と、地域ごとの「街づくり協議会」が担い手となり、
町民が主体となったまちづくりを推進します。
街づくり協議会
●各プロジェクトチームや街づくり協議会に加え、町民
プロジェクトチーム
や企業、行政等も参加する、年に１回程度の合同会議
（プラットフォーム）を開催します。
●「対話の場」による意見交換を行い、各チームや協議
合同会議
（プラットフォーム）
会における取り組みの成果や課題の共有のほか、進捗
状況やまちの状況、社会経済状況に柔軟に対応しなが
ら、さらなる取り組みの展開や見直しを図り、まちづ
町民・企業
行政
団体
くりを進めていきます。

できることから始めてゆっくり育てていこう︕

●プロジェクトチームや街づくり協議会による取り組みは、まずはできることから始め、まちづくり
を楽しみながら進めましょう。
●ゆくゆくはプロジェクトチームや街づくり協議会が、それぞれの “ツボ” や地域を運営する「地域
運営組織」として、ソフトとハードをつなぐ役割を担い、まちづくり会社等の組織化や町と連携し
た「公民連携組織」等の持続的な組織運営にステップアップしていくことを目指します。

活動への支援

●町は活動に対して運営面、財政面等において支援し、協働によってまちづくりを推進します。

概要版

令和３年３月

本町では、平成 13 年（2001 年）3 月に町民との協働のもと、これからの “まちづくりの指針” となる「中標津
町都市計画マスタープラン」を策定しました。計画期間は平成 13 年度（2001 年度）～令和 2 年度（2020 年度）とし、
中間年を迎えた平成 23 年（2011 年）3 月に見直しを行いました。（以下「第 1 期計画」といいます。
）
令和３年（2021 年）３月で計画期間満了となることから、理念を継承しつつ、社会状況の変化に対応しながら、
未来を見据えた持続可能なまちづくりを町民と協働によって進めるため、第 2 期中標津町都市計画マスタープラン
を策定します。
都市マスとは、
都市マスは…、
誰が・いつ・どこで・
① 都市の将来像を明示し、町民と行政が共有する役割を担います。
どんなことをするのか
② 各行政計画で踏まえるべき都市づくりの総合的な指針です。
はっきりさせ、みんな
③ 具体的な土地利用や都市施設などの基本的な方針を示すものです。
で共有するもの !
④ 町民と行政が協働で実現するための指針です。
都市計画マスタープランは、正式には「都市計画に関する基本的な方針」といい、町が定めるものです。町が定
める都市計画は、この “都市マス” に即したものでなければならないとされており、概ね 20 年後を見据えた計画です。
●対象区域︓中標津都市計画区域全域（約 4,425 ha）。さらに計根別市街地も対象。
●計画期間︓概ね 20 年先を見据えて令和 3 年度（2021 年度）～令和 22 年度（2040 年度）。

社会状況の変化

これまでの 20 年間で取り組んできた成果と課題
＊策定委員による検証＊

③計画の進行管理

①本格化した人口減少・少子高齢化への対応
②コンパクトなまちづくりの推進
③激甚化する自然災害への対応
④都市間競争の激化に対応した、まちの個性や
魅力を高めるまちづくりの必要性
⑤産業技術の進展・生産性向上
⑥自然環境や地球環境との共生、持続可能な社
会に向けた世界的な共通目標（SDGs※）
⑦新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大に
よる “ウィズコロナ”、” アフターコロナ” を
見据えたまちづくりの対応

総合計画の実施計画及び事務事業評価と連動させながら、計画の進行管理を行い、庁内が一体となっ
た連携体制のもと、本計画の実現に向けた取り組みを推進します。

町民の皆さんの参加と「対話」により計画をつくりました

財源確保に
向けた支援

総合的な運営支援

ファシリテーターや
アドバイザーの派遣

庁内の横断的な体制

②庁内の横断的連携により推進します
将来都市像「環境首都なかしべつ」の実現に向けて、都市計画に限らず、農業や商工業、観光、医療、
福祉、教育、環境等のまちづくりに関わる様々な分野が深く関わり、相互に連携を図りながら各種施策
や事業を総合的に展開していきます。
「庁内推進会議」を継続的に設置し、各課で行われている各種施策や事業を共有化し、連携を図ります。

社会経済状況やまちの状況の変化に応じながら、
臨機応変に計画を見直し、機動的かつ柔軟にまち
づくりを進めていきます（＝アジャイルな計画実
行）。
計画
見直し
実行

計画
見直し

計画
見直し
実行

進捗・状況の変化

実行
進捗・状況の変化

第２期中標津町都市計画マスタープラン
― 概要版 ―
令和３年３月
発 行
中標津町 建設水道部都市住宅課
〒086-1197 北海道標津郡中標津町丸山 2 丁目 22 番地
TEL 0153-73-3111

実行
進捗・状況の変化
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【達成度の評価が高かった施策】: 中標津町総合体育館やタワラマップ
川親水広場、児童センター等の施設整備
【今後さらにステップアップを図るべき施策】: 中標津の食の魅力を伝え
るまちづくり、景観に関する情報発信・意識醸成、景観形成団体の育成
【今後取り組んでいくべき施策・検討が必要な施策】公共交通の再編／
中心市街地における世代別・世代間の気軽な交流の場づくり／町民の
力を活かす仕組みづくり、町内会を中心とした地域コミュニティの構
築／観光案内プロの育成、農商工観の連携による地域イメージ戦略＆
マーケティング／歴史的建造物の保存、管理、活用

など

この計画は、平成 30 年度（2018 年度）から令和 2 年度（2020 年度）の３か年をかけて検討しました。策定
委員会のほか、対話の場やアンケート調査、インタビュー、フォーラム、プロジェクトチーム会議など、町民の
皆さんが参加し対話する場を設定し、意見交換を重ねて計画をつくりました。
H30 年度（2018 年度）

計画の検証・まちの課題
●策定委員会 ︓２回
●庁内推進会議 ︓２回

R1 年度（2019 年度）

R２ 年度（2020 年度）

都市づくり構想

●策定委員会
︓２回
●庁内推進会議 ︓２回
●対話の場
︓２会
●アンケート調査 ●インタビュー
●フォーラム

1

R３ 年度（2021 年度）～

プロジェクトチーム・実現化方策

協働により計画の実行

●策定委員会
︓３回
●庁内推進会議 ︓２回
●プロジェクトチーム会議 ︓３回

●庁内推進会議
●街づくり協議会
●プロジェクトチーム
●町民、企業、団体

１．将来都市像と基本目標
●将来都市像

●基本目標

環境首都 なかしべつ

中標津町では、自然や歴史といった風土を大切にするな
かで、交流を楽しみ、共生を重んじ、自律を追求し、人間
を中心に据えた都市を実現するための将来の都市像を『環境
首都 なかしべつ』と掲げ、世界に誇れる取り組みを継続し
ていく、強い意志を内外に示し、都市づくりに取り組みます。

２．私たちのまちの” ツボマップ”

①都市の骨格を形成してきた自然や歴史
を長期的に大切にします。
②総合計画と連動しながら、生活実感に
基づいた実効性の高い施策を展開する
短中期的な都市づくりに取り組みます。
③協働による都市づくりを進めます。

～協働で取り組む短中期構想～

短中期構想「私たちのまちの “ツボマップ”」は、身近でま
ちの大切な場所（＝まちの “ツボ”）を、町民、企業、団体、
行政の協働により、魅力的な場所・暮らしやすいまちに変え
ていこうとする作戦マップです。
総合計画と連動しながら、取り組みを実践・検証し、状況
の変化に合わせて柔軟に計画を見直しながら進めていきます。

まちの” ツボ” って…︖

私たちの身体にある “ツボ” と同
じように、そこを刺激するとまち
がイキイキするような場所のこと
を指しています。
ツボ 「広域交流拠点

６ （中標津空港など）」

ツボ

２ 「身近な地域の拠点」

ツボ

プロジェクト④「公共交通」
《目的・目標》

町民の移動に “自由” を︕
より利用しやすい公共交通を目指す

《どんなことをやるか》

・空港と空路、バス、ハイヤー、その他
の補助的な移動手段について個々の現
状把握をしてから、中標津らしい公共
交通のあり方を全体把握する。

《具体的な行動計画》

＊最初の一歩＊（R2 年度（2020 年度）に考えたこと）
・来年度に向けた内容の検討
・利用者アンケートやヒアリング
・町営バスを一元化した時刻表の作成 など
* 次の一歩 *（R3 年度（2021 年度）以降にやること）
・各交通事業者等の現状把握、ヒアリング等
・「中標津町らしい公共交通会議」の開催検討
・中標津町交通センターの内部空間の活用検討
・農高生の移動支援 など

プロジェクト⑤「計根別」
《目的・目標》

多世代交流により計根別を持続可能な
地域にする

《どんなことをやるか》

・計根別の将来全体像をイメージする

３ 「公園・公共施設」

《具体的な行動計画》

＊最初の一歩＊（R2 年度（2020 年度）に考えたこと）
・計根別まち歩き

* 次の一歩 *（R3 年度（2021 年度）以降にやること）
・小学校跡地の活用（ベンチを置く、テントを設置し
て農高の製品販売をしてみる
・農高生と町内会（地元住民）とで計根別の未来のマ
チの全体像を考えてみる

６つの 地域別街づくり構想

ツボ

７ 「計根別」

地域別街づくり構想は、町民が身近な地域の街づくりに自発的に関わるための構想として、第 1 期計画で、
６つの地域に区分した「地域別街づくり構想」を作成し、その後「西町地域」「中心部地域」「西部地域」の
３地域で「街づくり協議会」が設立され、独自のまちづくり活動が展開されています。
第 2 期の本計画では、基本的には平成 23 年の見直し時における方向性を踏襲するものとし、今後は、「ま
ちの “ツボ” 活性化プロジェクト」と連携・協働しながら、住みよいまちづくりを進めていきます。

ツボ

１ 「まちなか」

西町地域

東中地域

多様な世代・世帯の交流を育み自然と共生した豊かな

目標 緑豊かな環境を暮らしの中に活かす街づくり

目標 暮らしを実現する街づくり

①地域内外から人の訪れる緑の名所づくり

①地域の交流拠点としての公園の活用
②小公園を分散配置した住宅地環境の整備
方針 ③丸山公園の利活用
④「中標津町家庭菜園」の利用促進に向けた環境整備の検討
⑤ポンタワラ川の生態系に配慮した環境整備

方針 ②住宅地の花と緑の環境の魅力向上

ツボ

４ 「歴史文化資産
（伝成館など）」

ツボ

５ 「公共交通」

③幹線道路の安全性確保

中心部地域

東部地域

目標 歴史と文化の薫る賑わいの街づくり

対話の場とは…︖

“対話” とは、相手の意見を尊重し、相手の立場に立って、新たな解決策
を導く話し合いのことです。
地域には様々な人が暮らし多様な意見を持っています。このような “場”
をつくり、ほかの方の意見を聴くことで気付きが生まれ、人のつながりが
でき、次へのアクションにつなげることを狙いとしています。
フォーラムでも︕

策定委員会でも︕ プロジェクトチームでも︕ 町民ファシリテーターが大活躍︕

※SDGs︓持続可能な開発目標（SDGs）
とは，2015 年 9 月の国連サミットで
採択された 2030 年までに持続可能で
よりよい世界を目指す国際目標です。
17 のゴールが示され，地球上の「誰
一人取り残さない（leave no one
behind）」ことを誓っています。

①歩いて楽しい中心市街地づくり
②魅力的なたまり場のある中心市街地づくり
方針 ③人が住まう中心市街地への転換
④来訪者・観光客にもアピールできる中心市街地づくり

①潤いのある道道沿線の景観づくり
②住宅地の花と緑の環境の魅力向上
方針 ③ますみ川やチナナ川周辺の憩いの場づくり
④道道沿線の自転車通行路用地を利用した賑わいづくり
⑤安全・安心な東１９条通の環境整備

西部地域

目標 緑豊かな環境のなかで健康に暮らせる街づくり

南部地域

①みんなで集まれる交流拠点・施設のある街づくり
②地域の憩いの場としての運動公園の利活用
方針 ③地域の自然、歴史を学べる環境の維持、保全、管理
④運動公園・中標津小学校周辺の安全・安心な交通環境の整備

地域共通
テーマ
2

目標 武佐岳を望み暮らしの中に水と緑の潤いを感じる街づくり

目標 暮らしの中に町の成り立ち、歴史の面影が見える街づくり

①町立病院周辺の憩いの環境づくり／②伝成館を核に町の
歴史を伝える環境づくり／③開発行為緑地の公園化／④樹
方針 木の安全と安心の確保／⑤タワラマップ川上流部の自然を
守り伝える街づくり／⑥安全・安心な西５条通の環境整備
／⑦砂埃、地吹雪、吹きだまりのない環境づくり

①快適なウォーキング環境の整備
②公共交通ネットワークの充実
③快適な生活道路を確保した住宅地の形成
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６．まちの” ツボ” 活性化プロジェクト・地域別街づくり構想
まちの “ツボ” とその “ツボ” を刺激
する様々なまちづくりのアイデアの実現
化に向けて、まちの “ツボ” 活性化プロ
ジェクトを設置しました。
まちの “ツボ” 活性化プロジェクトは、
町民が主体となった取り組みであり、
「街
づくり協議会」と連携・協働をしながら、
その場所（＝“ツボ”）の価値を高めてい
くことを目指します。

まちなか

公園・公共
施設

計根別

公共交通

●まちの“ツボ”やそれぞれの
地域の魅力と価値を高める
取り組みを実施

連携・協働
※

地域別街づくり構想・街づくり協議会

※第1期計画（H13策定、H23見直し）において、町民が身
近な地域の街づくりに自発的に関わるための構想として市
街地を６つの地域に区分して「地域別の街づくり構想」を
策定。

「街づくり協議会」が設立している地域

西町地域

中心部地域

西部地域

東中地域

東部地域

南部地域

５つの まちの” ツボ” 活性化プロジェクト
プロジェクト①「まちなか」

《目的・目標》

しるべっと広場を町民であふれる自慢で
きるような交流の拠点にする

《どんなことをやるか》

・町民、企業、行政が一体となってアイ
デアを出し合い、みんなの「やってみ
たい」を実現する。
・より使いやすい広場に生まれ変わるた
めに継続的な仕組み・仕掛けをつくる

●双方が連携・協働し、柔軟
に体制を変えながら、継続
的なまちづくりを展開

プロジェクトチーム
でも対話︕

《具体的な行動計画》
＊最初の一歩＊（R2 年度（2020 年度）に考えたこと）

・出来ることとアイデア出しを行い、イベントプ
ランの実現に向けて検討
* 次の一歩 *（R3 年度（2021 年度）以降にやること）

・“映えスポット” の作成
牧草ロールの設置（牧草ベッド）
・コスプレイベント
ハロウィンやランタンも関連して

プロジェクト②「身近な地域の拠点」
《目的・目標》

《具体的な行動計画》

（目標）希薄になった地域コミュニティを
令和に即し復活させる
（目的）拠点を作って活動する

・ぷらっと茶フェへ農高生が出向き、農高加工品の販売
などをすることで高校生との地域コミュニティを創出

《どんなことをやるか》

* 次の一歩 *（R3 年度（2021 年度）以降にやること）

・既存施設を活用した拠点づくり、地域の
人が繋がり防災協力体制をつくる

＊最初の一歩＊（R2 年度（2020 年度）に考えたこと）

・伝成館で開催している朝市に農高加工品を販売し、地
域や朝市出店者、高校生との交流を創出指せる

お金をかけずに、まずは公園の情報発信︕
もっと多くの人に公園を使ってもらう

《どんなことをやるか》

①しるべっと広場など既存施設を活用した賑わい・
交流の創出

③魅力的なまちなかづくりに向けた、遊休不動産
の活用や起業・出店支援

・しるべっと広場やタワラマップ川親水広場などが位置する
エリアを核としながら広場等の既存施設を活用し、まちな
かに賑わいと交流を創出。

・まちなかにある空き地、空き家、空き店舗等の遊休不動産
を活用した起業・出店を支援し、まちなかの価値を高める
取り組みを推進します。

②市街地内の回遊性を高める歩行者ネットワークの整備

④安心・便利なまちなか暮らしの実現

・人生 100 年時代を見据えて健康寿命の延伸を目指し、市街
地内の主要箇所を結ぶ散策する歩行者ネットワークを整備
し、まちなかの回遊性を高めます。

・地域食堂など高齢者の暮らしと交流を支える場を確保。高
齢者向けの住宅（サービス付き高齢者向け住宅、シェアハ
ウスなど）の整備を促進します。

ツボ２「身近な地域の拠点」

ツボ３「公園・公共施設」

①子どもから高齢者まで一緒に集える
交流・防災の拠点づくり

①既存の公園を活用し、町内外から
人を呼ぶ交流拠点づくり
・町内にある各公園の特色を踏まえ、協働体制のもと公園を有
効活用することで、交流の場づくりや人を呼び込む魅力づ
くりに取り組みます。

・児童館、町内会館、老人クラブなど町内の団体の交流や多
世代交流、多文化共生を進めるコミュニティ拠点や交流の
場づくりを進めます。

②まちづくり活動をやりたい人をサポートできる
体制づくり

②身近な公園緑地の活用策の検討
・長寿命化対策を行うことで、適正な維持管理を行うとともに、
町内会をはじめ各地域で積極的な有効活用を図ります。

・町内で活動する各団体の活動や人を知ることができる場や
情報交換できる場づくりを促進します。（（仮称）町民活動
センターの設置）

ツボ４「歴史文化資産（伝成館など）」

ツボ５「公共交通」

①伝成館周辺の保存・活用

①関心は高いが使われない公共交通の状況を変える

・適切に保存・管理するとともに、中標津の歴史・文化を学
ぶ地域学習の場や、町内外の人との交流の場となる観光の
拠点として活用します。

・町民のニーズに応じた公共交通ネットワークの維持・充実
を図ります。
・ICT やアプリ等を活用した新たなモビリティサービスの構
築等を行います。

②景観まちづくり活動の実践

②交通センターの交通結節機能の強化と施設の有効活用

・景観に対する町民意識の醸成や関心の向上、景観まちづく
り活動の促進や支援を行います。
・景観活動団体等のネットワーク化や景観整備機構の組織化
に向けた活動の展開を進めます。

・交通結節機能の強化を図るため、施設内においてバス待ちを
しながら過ごせる飲食等の機能強化や観光案内機能の強化、
レンタサイクルの整備などを図ります。

ツボ６「広域交流拠点（中標津空港など）」

プロジェクト③「公園・公共施設」
《目的・目標》

” ツボ” を刺激する取組
ツボ１「まちなか」

まちの”ツボ”活性化プロジェクト
身近な地域
の拠点

対話によって
作りました︕

《具体的な行動計画》

＊最初の一歩＊（R2 年度（2020 年度）に考えたこと）

・焚火をできるようにしたい（森林公園）
・各公園の情報を集める
・単なる紹介ではなくキャッチコピーを付ける
・実際に公園を見てみる

・SNS で発信
・トイレや施設に貼紙して発信（問合せ先、 * 次の一歩 *（R3 年度（2021 年度）以降にやること）
・施設の簡単な整備
何ができるか）
・FM はな、情報誌等での発信
・公園の特色等の情報収集
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ツボ７「計根別」

①中標津空港をまちの生命線として維持・活性化

①魅力ある暮らしやすい環境整備

・空港機能の向上を図るとともに、交通や観光などの発信機
能の強化、利便性の向上のほか、空港でしか買えないもの
や食べられないものの整備など集客機能の強化を図りま
す。

・子どもの遊び場を充実させるため、既存公園の活用や遊休
地の活用を推進します。
・中標津市街地と結ぶ交通手段の維持・充実を図ります。

②中標津町の魅力を伝える発信機能・案内機能の強化

②街づくり協議会による地域一体となったまちづくり・ひとづくり

・中標津町をはじめ根室管内や道東の観光情報の発信や観光
案内機能を強化します。
・町内の回遊性を高める取り組みや観光ガイドの育成などを
推進します。

・街づくり協議会の設立を検討します。
・地元高校との連携や子どもたちにも活躍してもらうことで地
域への愛着を高め、地域の担い手の育成に取り組みます。

3

まちづくりの土台

３．都市整備の基本方針

「将来都市像・基本目標」及び短中期構想「私たちのまちの “ツボマップ”」を実現するための都市整
備の基本方針として、北海道の「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」と整合を図りながら、
整備方針を定めます。

(1) 土地利用の方針
①自然環境と共生したまとまり
のある将来市街地の形成
②市街地周囲の自然環境や農用
地の保全と有効活用
③機能的・効率的な市街地の土
地利用を推進

４．次世代に継承し大切にする都市の自然環境と歴史環境
“豊かな自然と大地” を次世代に継承し、“街の基盤が形成された 20 世紀の近代化遺産” を大切にし、
長期的な視点から “自然と共生した持続的な都市づくり” と “歴史を積み重ねた個性ある都市づくり”
を進め、都市の風土や歴史を保全・活用したまちづくりを進めます。
次世代の子どもたちに伝えて
いきたいものをまちづくりの
土台にしていこう!

①自然と共生した持続
的な都市づくり

防風保安林

ゆめの森公園

先史時代の遺跡

“都市化以前の状態に近い良
好な自然” に該当する自然環
境を大切にします。

②歴史を積み重ねた個
性ある都市づくり

“開拓から近代化に至る 20
世紀の歴史” に該当する歴史
環境を大切にします。
酪農試験場

(2) 道路・交通体系の方針

(3) 水と緑の環境方針

①広域交通に対応した交通網の整備
②市街地内の道路網の整備
③人にやさしい歩行者道路網の整備
④持続可能な公共交通ネットワークの形成

①河川環境の保全と親水性の向上
②良好な自然景観、中標津らしい農村景観の保全と創出
③市街化の拡大を抑制する市街地外縁部の緑の保全
④公園の適正配置と施設の活用・維持管理
⑤市街地内の緑地の保全と花・緑による彩りあ
る市街地の形成
⑥水と緑のネットワークの形成と回遊環境の向上

長期構想

鉄道跡地

５．長期的な都市の構造づくり

「長期的な都市の構造づくり」は、100 年先を見据えたまちの将来都市構造として、第 1 期計画で位
置づけられたものです。第 2 期の本計画においては、短中期構想「私たちのまちの “ツボマップ”」を
受けて、この 100 年構想を継承しつつ、社会状況やまちの状況の変化に応じて見直し定めるものとし
ます。
将来にわたって中標津で
豊かに暮らしていくため
に、交流・共生・自律を
テーマとした都市の構造
をつくっていこう︕

①交流のある都市づくり

様々な魅力にあふれ、あたたかな
思いやりに包まれた “交流のある
都市” を実現するため、地区内で
の交流・広域との交流・世界との
交流のための拠点づくりと多様な
移動ネットワークをつくります。

②共生する都市づくり
地球に優しく、身近な潤いのあふ
れる “共生する都市” を実現する
ため、自然との共生に配慮する土
地利用を図るとともに、中標津ら
しい風景や美しい景観、小河川を
大切にします。

③自律した都市づくり
①効果的、効率的な生活環境施設の配置
②人にやさしい施設づくり
③環境に配慮した生活環境施設の整備

(4) その他都市施設等の整備方針
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武佐岳

無駄が少なく、ゆとりのある “自
律した都市” を実現するため、コ
ンパクトな市街地を目指し、環境
負荷の抑制に努めます。
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