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第１章 中標津町の現状と課題                   

１．社会的動向 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１－１ 人口減少社会の到来 
国立社会保障・人口問題研究所の平成 18 年 12 月推計によると、今後、日本の人
口は減少し続け、平成 58年には一億人を割ると考えられています。 
中標津町においては、人口は増加の傾向を示していますが、その伸び率は近年鈍化

の傾向を示しており、平成 19年 3月の同研究所推計では、平成 27年をピークに減
少に転じると予測されています。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●全国的には人口は減少の方向へ向かっています。中標津町においても、平

成 27 年をピークに減少に転じると予測されています。 

 

●出生率が低下し、子どもの数が少なくなる一方で、平均寿命の伸びにより

高齢者が増えており、平成 27 年には超高齢社会に突入します。 

 

●地球規模での環境問題が深刻化し、環境負荷の少ない持続可能な低炭素・

循環型社会への転換が求められています。 

 

●景観に対する関心が高まっており、国では景観法を制定し、景観まちづく

りに対する法的規制力の施策体系が整えられています。 

 

●大規模地震に対する切迫性や、日常生活における犯罪に対する不安など、

安全な地域づくりに対する意識が高まっており、自然災害への対応力の強

化とともに、地域の日常的な防犯力の強化が必要とされています。 

 

●都市間競争、地域間競争に勝ち抜く、個性を活かした魅力的な地域づくり、

都市づくりを行っていくことが求められています。 

中標津町の人口推移（国勢調査）
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１－２ 少子高齢化の進行 
女性の社会進出やライフスタイルの

多様化などを背景に、出生率が低下し、

子どもの数が少なくなる一方で、平均

寿命の伸びにより高齢者が増えてきて

います。 
全国の高齢人口割合は、平成 17年の

20.1％から、平成 32 年には 29.2％、
平成 42 年には 31.8％と進行し、約３
人に１人が高齢者になると推計されて

います（平成 18年 12月 国立社会保
障人口問題研究所推計（出生・死亡中

位））。 
中標津町では、全国に比べ高齢化の進展は遅いものとなっていますが、平成 17年
には高齢人口割合と幼少年人口割合が逆転し、平成 27年には高齢人口割合 21％を上
回る超高齢社会に突入し、平成 32年には 26.5%、平成 42年には 30.6%になると予
測されており、中標津町においても例外なく少子高齢化が進行しています。 

 
 

１－３ 地球規模での環境問題への対応 
CO2排出量の増加に伴う地球温暖化は、地球規模での環境問題となっており、人々
の環境に対する関心は、地球環境を視野に入れて

高まっています。 
今後は、省エネルギー化や自然エネルギーの活

用、ごみの減量化やリサイクルなど、日々の暮ら

しや事業活動などを環境負荷の少ないものへと変

え、持続可能な低炭素・循環型社会へと転換して

いくことが求められています。 
 
 

１－４ 景観に対する意識の高まり 
近年、精神的、文化的に豊かな生活を求める意識の高まりとともに、景観に対する

関心が高まっています。 
国においては、良好な景観の形成を促進するため、平成 16 年に景観法を制定し、
地方自治体が進める景観まちづくりに対して法的

規制力を持たせる施策体系が整えられました。 
中標津町においては、平成 9年に景観条例を施
行し「ふるさと中標津の良好で緑豊かな自然景観

や酪農景観などを守り、つくり、育てること」を

目的に景観形成に取り組んでいるところですが、

国の法体系や施策体系の変革に対応した新たな段

中標津町の幼少年人口・高齢人口割合の推移
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階の景観行政に向かうことの検討が必要とされます。 
 
 
１－５ 安全な地域づくり意識の高まり 

■自然災害への対応力の強化 
我が国はこれまで、地震、台風、集中豪雨など、様々な自然災害に見舞われ、毎年、

多くの尊い人命や財産が失われています。特に近年、各地域において大規模地震の切

迫性が指摘されており、大地震に対する意識が高

まっています。 
中標津町においても平成６年 10月４日に発生

した東方沖地震では大きな被害を受け、この災害

を教訓に、10 月４日を防災の日と位置づけ、防
災訓練等により防災意識を保持し、万が一の災害

に備えるよう、広報周知を行っています。 
 
■日常的な地域の防犯力の強化 
地域社会で発生する犯罪は減少傾向にありますが、町民の日常生活における犯罪へ

の不安は高い状況が続いています。 
価値観の多様化などに伴って地域の連帯意識が希薄となり、地域の防犯力を低下さ

せているともいわれています。 
地域の町民一人ひとりが生活の安全に関する意識を高め、町民、事業者、ボランテ

ィア団体、ＮＰＯ※、行政などが相互に連携・協力し、日常生活を通して犯罪の発生

しにくい地域づくりに取り組むことが求められています。 
また、まちなかに自然な「人の目」を確保するために道路、公園等の公共施設や住

宅の構造、設備、配置等を工夫して適切に管理することや賑わいを創出することも重

要とされます。 
 
 

１－６ 個性を活かした地域づくり・都市づくり 
近年、経済・社会等の様々な側面で地球規模での相互交流が進み、日本を含むアジ

ア地域においても国際的な都市間競争が激しくなってきています。 
一方、消費社会の成熟によって、質的な豊かさを求める傾向が強くなり、いわゆる

「本物志向」が高まるなか、地域間の競争も活発

となってきています。 
地域の特性や実情に応じた独自性を発揮し、自

他ともに認め、認められる、個性を活かした魅力

的な地域づくり、都市づくりを行っていくことが

求められています。 

※NPO 
「Non-Profit 

Organization」
の略で、ボラン

ティア団体や

市民活動団体

などの「民間非

営利組織」を広

く指す。 
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２．改定前の都市マスの残した主要課題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２－１ 都市マス全体に対する評価・検討課題 
■都市マスに基づく実績を町民にしっかりと伝えることが必要 
都市マスの実績評価にあたって、ソフトからハードまで大小様々な取組みや事業の

実績が 200 ほどあげられましたが、これらの実績が町民、また庁内にも伝わってい
ないという問題が浮き彫りとなりました。 
これは、都市計画審議会と景観審議会の両審議会から「都市計画マスタープランの

実現の手立てについて」として指摘されているところでもあります。 
情報公開を行っていなかったわけではありませんが、伝える努力や伝える工夫が欠

けていたとの反省を踏まえ、しっかりと伝えていく必要があるとの確認がなされまし

た。 
 

■業務と都市マスの関係を認識し横断的な推進体制を整えることが必要 
庁内における都市マスの認識は、建設行政に関わる課・係だけのものとの認識が強

いとともに、総合発展計画を上位計画とし、その実施レベルのなかで、連動して都市

マスを推進していくという認識が各課・係で共有されていないという課題が明らかと

なりました。 
実績としての取組みが、都市マスを意識したわけではないが、実は都市マスと関係

していたと改めて気づいたという職員も多く、都市マスとの関係が改めて確認されま

した。 
今後は各課・係での日々の業務の中で都市マスを

意識し庁内の一体的な連携により推進していくこと

が必要との意識共有がなされ、より一層明確な指針

及び手引きとして都市マスを見直す必要があるとの

確認がなされるとともに、協働による推進体制の構

築が必要であるとの確認もなされました。 

●都市マスに基づく実績を町民にしっかりと伝えることが必要です。 

 

●業務と都市マスの関係を認識し横断的な推進体制を整えることが必

要です。 

 

●コンパクトなまちづくりへ向けた具体的で実践的な対応が必要です。 

 

●農村の環境・景観を活かし産業の活性化に結びつく戦略的な方策の検

討が必要です。 

 

●交流拠点としての市街地中心部の具体的ビジョンと活性化策の検討

が必要です。 
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■コンパクトなまちづくりへ向けた具体的で実践的な対応が必要 
実績として評価されるものとして、防風林等の自然環境保全、

大規模公園整備などが、“共生”、“交流”をテーマとした都市マス

の推進として評価されるものであるが、バイパス沿いの土地利用

など、一部、都市マスと整合を欠く実績がみられるなどの問題が

指摘されます。 
「まちづくり三法（中活法、都市計画法、大店法）」の改正や、

「景観緑三法（景観法、景観法関係法、都市緑地法）」の制定など、

当時はなかった法規制が新たに整備されていることから、その活

用も視野に入れ”自律”した都市（＝コンパクトシティ）の実現

に向けて、その対応策を検討していくことが必要です。 
 

■農村の環境・景観を活かし産業の活性化に結びつく戦略的な方策の検討が必要 
農村の豊かさと都会的な暮らしの共存・共生する環境が中標津の魅力として捉えら

れています。特に、中標津の発展を支えた基幹産業の農業や、市街地の中心を流れる

標津川やタワラマップ川、都市を囲む防風林などの

自然が大きな魅力として認識されており、それらを

守り、活かし地域の活力としていこうとする団体や

民間の取組みが多くみられます。 
農村部の環境・景観を守り、活かし地域産業の活

性化に結びつけていく戦略的な方策の検討が必要と

なっています。 
 

■交流拠点としての中心市街地の具体的ビジョンと活性化策の検討が必要 
当初計画の策定当時、踏み込んだ検討を行う条件が整っていな

かったため、具体的な議論にいたらなかった中心市街地に関して

は、具体的なビジョンがなく共有されていないことから、その取

組みは停滞気味となっていまし

た。 
交流拠点としての中心市街地

のあり方と方策を検討し、まちぐ

るみでビジョンを共有し、その実現に向けて取り組

んでいくことが必要です。 
 
 

２－２ 各構想に対する評価と課題 
【自然と歴史を大切にした都市の骨格方針を示す構想（ミレニアムプラン）】 
■１ 自然環境骨格を大切にする取組み  
☆☆☆ 大規模な緑地（公園、保安林など）の整備や維持管理等の充実した取組み

を行ってきています。 
⇒ 公園、森林等の適切な維持管理を行っていくことが必要です。 

評価 
☆☆☆   高い実績 
☆☆  中程度の実績 
☆   低い実績 
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☆☆ 河川の保全、整備・活用に関しては、河川を活用したイベントなど河川活

用の民間の取組みがみられます。ハード整備は徐々に進められていますが、

途上段階にあり、会議や調査、都市計画としての緑地決定など調査研究、

制度的な取組みを中心に行ってきています。 
⇒ 調査研究成果等を活かした河川環境整備をどのように行うかの検討

が必要です。 
 ☆☆ 武佐岳への眺望確保に関しては、携帯電話基地局設置に係る指導指針の制

定などの制度的な規制誘導策の取組みを行ってきました。 
⇒ 景観眺望点の設定や具体的な空間保全策の検討、また景観まちづくり

における法的規制効果の導入の検討などが必要となっています。 
☆ 河岸段丘の保全、活用に関しては、緑の基本計画に位置づけました。 
⇒ 具体的、実践的な取組みに向けた検討が必要です。 

 
■２ 歴史環境骨格を大切にする取組み 
☆☆☆ 中標津神社鎮守の森は、適切な維持管理により保全されています。 

⇒ 適切な維持管理を行っていくことが必要です。 
☆☆ 先史時代の遺跡は現状保存がされています。 

⇒ ただ残すだけではなく、歴史的資源としての活かし方を検討すること

が求められます。 
 ☆☆ 中標津の発展の礎となった旧農業試験場庁舎「伝成館」を保存し、開拓の

歴史を大切にしながらまちづくりに活かしていこうとする民間の取組み

がみられます。 
⇒ 当該施設の戦略的活用、情報発信、意識共有、取組みの活性化、支援

体制の充実が求められます。 
 ☆☆ 道路整備、空港整備が進められてきていますが、未整備道路もまだ多くみ

られます。 
⇒ まちの歴史、中標津らしさが伝わる整備とともに、施設の有効活用に

向けた検討が求められます。 
☆☆ 鉄道跡地を活用したウォーキングコースなど民間の取組みがみられます

が、環境整備は立ち後れている状況にあります。 
⇒ まちの歴史を伝える情報伝達のしくみや環境の整備が求められます。 

 ☆☆ 開拓当時の市街地区画形態に配慮した道路配置を行っていますが、一部で

未舗装の生活道路もみられます。 
⇒ 生活道路の整備と適切な維持管理を行っていくことが必要です。 

  
【交流・共生・自律をテーマとして町民の地域への夢や希望を叶える都市の構造方針を

示す構想（夢実現化構想）】 
■１ “交流のある都市”実現の取組み 
☆☆☆ 交流拠点としての各種公園（運動、ゆめの森、森林、児童など）の充実し

た整備が行われてきました。 
⇒ 適切な維持管理とともに、交流拠点としての活用方策を検討してくこ
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とが必要です。 
☆☆ 広域交流アクセス網となる幹線道路は、充実した整備が行われてきました。

歩行者ネットワークの整備に関しては、ウォーキングルートの設定など民

間の取組みがみられますが、歩行者道路の整備はバリアフリー化が中心で、

レクリエーション対応の河川敷や鉄道跡地を活用した環境整備は立ち後

れている状況にあります。 
⇒ 歩行者ネットワークの具体的環境整備策の検討が必要となっていま

す。 
 ☆☆ 賑わい創出イベントや交流イベントなどの取組みが市街地で行われてい

ますが一過性の取組みとして終わっている状況にあります。 
⇒ 持続的な賑わい創出に向けた取組みへと転換していくことが求めら

れます。 
☆ 恒常的な街中回遊、賑わい創出に結びついた暮らしの環境（住・商・観の

複合拠点化）づくりに資する中心市街地形成、土地利用誘導施策はほぼ手

つかずの状況となっており、郊外部（白地地域）への大型店の出店により

中心市街地は衰退傾向にあります。 
⇒ 賑わい交流拠点としての中心市街地の活性化方策、土地利用方策の検

討が求められます。 
 

■２ “共生する都市”実現の取組み 
☆☆☆ 充実した草地更新、草地造成の取組みにより中標津らしい農地の環境を守

ってきています。 
⇒ この環境を守り、都市と共生した魅力の強化が求められます。 

 ☆☆ バイパス沿線の景観形成基準や携帯電話基地局設置に係る指導指針の制

定により市街地景観の保全誘導を行っていますが、土地利用施策と連動し

た十分なコントロールが出来ているというわけではありません。 
⇒ 土地利用施策と連動し、新たな段階の景観行政に向かうことの検討が

求められます。 
 ☆☆ 新規に開発する団地に対しての開発指導要綱を施行しました。また、緑の

基本計画に緑化ルールの要請や、既存の住宅地や商店、工場などでの敷地

緑化の要請を位置づけていますが、緑化要請の具体的な取組みまでには至

っていないのが現状です。 
⇒ 緑の保全や緑化に対する実践的な取組みの検討が求められます。 

 ☆☆ ますみ川の多自然型河川への改修など河川の環境整備は徐々に行われて

きており、タワラマップ川の親水環境整備に向けた調査も実施しています。

また、河川を活用した多様な民間の活動もみられています。 
⇒ 地域の利用ニーズに応じた河川環境整備の実現に取り組んでいくこ

とが必要です。 
 ☆☆ エゾリンドウ群生地の保全を緑の基本計画に位置づけたものの、保全が難

しいことから群生地の移植実験・調査を行っています。 
⇒ エゾリンドウの移植を進めるとともに移植跡の土地の有効利用の促
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進・誘導が必要です。 
  

■３ “自律した都市”実現の取組み 
 ☆☆ 市街地のエッジとなる保安林の保全は充実した取組みを行ってきており、

営林署苗畑跡地の市街地のエッジとしての森づくりを緑の基本計画に位

置づけました。 
⇒ 営林署苗畑跡地の実践的な緑化の推進が求められます。 

 ☆☆ 平成 13年以降、重点整備区域（既存用途地域＆一部の白地地域）内にお
ける開発行為は平成 20年度までに 15件（19.5ha）あります。一方で重
点整備区域外（白地地域）での開発行為も 11 件あり面積では 23.4ha と
上回っている状況にあります。宅地開発指導要綱により良好な宅地形成を

促進しているものの市街地拡大の抑制力の効果まではないものとなって

います。 
⇒ 重点整備区域外（白地地域）の土地利用規制の有効な手立ての検討が

必要となっています。 
 ☆☆ 既成市街地内の土地の有効活用として、用途地域指定による土地利用の整

序、町有未利用地の処分や一団地化を推進しています。また、まちなか居

住の推進を住生活基本計画に位置づけ公営住宅のまちなかへの整備を推

進していますが、商業施設等の中心市街地への集積による暮らしの環境づ

くりは進んでいない状況にあります。 
⇒ まちなか居住誘導と連動し、商業施設の集積のみにこだわらない中心

市街地活性化方策や土地利用施策の検討が必要です。 
☆☆ 既存市街地の範囲を基本として都市計画道路網の配置と整備を行ってき

ています。順次、計画決定幅員どおりの整備が行っていますが、長年計画

幅員どおりに整備されていない未整備街路もみられます。 
⇒ 長期未整備都市計画道路の今後の扱いの検討が必要となっています。 

  ☆ 自動車優先型から歩行者優先型への転換に関しては、歩道のバリアフリー

化を進めているものの、歩行者優先への転換までに至っていないのが現状

です。 
⇒ 公共交通網の再編や中心市街地活性化方策と連動した歩行者優先の

まちづくりを検討してくことが必要です。 
  

【総合発展計画と連動し、実効性の高い施策をパートナーシップで展開する都市の整備

方針を示す構想（総合計画連動構想）】 
■１ “安全・安心のまちづくり”の取組み（＝テーマ別構想） 
 ☆☆ 安心して医療・福祉サービスを享受できる中心市街地の形成に向け、総合

福祉センターを建設し地域福祉活動の拠点としています。また、住宅が近

接した福祉交流拠点の形成に向けて、まちなかへの公営住宅整備を計画し

ています。 
⇒ まちなかでの暮らしと福祉サービスの連携した施策の検討が求めら

れます。 
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 ☆☆ 安全な移動空間の創出に向け、歩道のバリアフリー化を実施してきていま

す。道路照明については整備更新を進めていますが絶対数が不足している

状況にあります。バス輸送機能に関しては、空港連絡バスや障がい児移送

などのサービスを行っていますが、各種バス機能の集約化などに課題が残

されています。 
⇒ バリアフリー化未実施路線の整備や歩道以外の歩行空間整備、照明確

保の充実が求められます。 
⇒ 町民の暮らしや観光、福祉などの総合的なバス機能のあり方の検討が

求められています。 
 ☆☆ 人にやさしく安全な交流空間の創出としては、各種公園整備を中心に行わ

れてきました。公園は目的機能を優先しつつ緊急避難所に位置づけていま

す。幼児から小・中・高校生、高齢者までが利用できる公園以外の交流施

設や、まちづくり活動拠点としての施設整備などの取組みは進んでいない

状況となっています。 
⇒ まちなかでの公園以外の交流拠点の形成が求められます。 

  
■２ “交流と活力のあるまちづくり”の取組み（＝テーマ別構想） 
 ☆☆ 運動公園の整備により健康・スポーツに関するレクリエーション環境は充

実してきています。自然を楽しむ環境はゆめの森公園や森林公園の整備に

よって向上し、標津川などの河川環境を活用したウォーキングの取組みな

ど民間の活動がみられています。 
農業（酪農）をテーマとしたレクリエーション環境については、公共牧

場整備により環境整備を行っているとともに都市間交流事業による交流

が行われています。 
⇒ 各種レクリエーション活動を産業振興にどう発展させていくかの検

討が必要となっています。そのうえで、各種レクリエーション活動の

環境整備の検討を行うことが求められます。 
  ☆ おもてなしの気持ちを大切にした情報提供に関しては、情報発信センター

の検討がされていますが、運営実施主体が課題となっています。 
また、来訪客をもてなす市街地景観形成としての商業地における景観づ

くりは進んでいない状況にあります。 
⇒ 情報発信の運営体制の検討や、商工会や商店街等の関係者の意思統一

による連携した街なみづくりが求められます。 
☆ 既存商工業の集積による産業振興については、住工の混在を解消する土地

利用規制は行ってきましたが、集積に向けた土地利用の取組みは、中心市

街地の空洞化や活性化、商業圏域調査などの調査事業にとどまっている状

況にあります。 
⇒ 中心市街地活性化方策と連動した土地利用方策の検討が求められま

す。 
  ☆ 空港を活かした交流環境、新産業の振興については、空港周辺での大規模

公園（ゆめの森、森林）の整備が行われているものの、臨空型の新たな産
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業の受け入れは低迷している状況にあります。 
⇒ 空港を活用した臨空型産業のイメージを明確にし、地域で共有して戦

略を検討することが求められます。 
 
 ■３ “自律と共生のまちづくり”の取組み（＝テーマ別構想） 
 ☆☆ 市街地拡大のバッファーとしての優良農地、保安林は、適切な維持保全を

行い、町民と創る森を緑の基本計画に位置づけています。 
⇒ 町民と創る森の環境教育の場としての具体的活用方策の検討が必要

です。 
 ☆☆ 河川や河岸段丘を大切にした市街地形成としては、河岸段丘の緑の保全を

緑の基本計画に位置づけています。 
また、標津川の活用をテーマとした会議の開催、ウォーキングルートの

設定、町民との協働による河川沿いの憩いの場整備など行われています。 
⇒ 河川環境の環境教育の場としての具体的活用方策、環境整備の検討が

必要となっています。 
☆☆ 鉄道跡地や農業産業遺産、近代化遺産などの活用としては、町民有志によ

る鉄道跡地の散策路としての活用が行われているとともに、ＮＰＯによっ

て旧農業試験場伝成館の保存・活用や地域資源調査、ふるさと遺産探求な

どのまちづくり活動が行われています。 
⇒ 各種民間活動のさらなる活性化、支援強化とともに、産業遺産等のよ

り良い活用に向けた環境整備の検討が求められます。 
☆☆ 子どもからお年寄りまでの幅広い参加・協働に向けては、地域まちづくり

事業補助金の交付やパートナーシップ推進研究会の設立などをベースに

各種地域活動に取り組んでいます。 
⇒ 幅広い参加・協働に向けた協働意識の醸成や推進体制の検討が求めら

れます。 
  

■４ “冬の快適なまちづくり”の取組み（＝テーマ別構想） 
☆☆☆ 冬の快適な市街地形成の取組みとして、「はな通り会」によるアイスキャ

ンドルの取組みがみられます。 
⇒ 活動を持続させる支援体制を強化していくことが求められます。 

 ☆☆ 冬の遊び場創出に向けては、運動公園にスピードスケート場、アイスホッ

ケー場を整備しているとともに、ゆめの森公園では、歩くスキーを楽しめ

る環境を整えています。また、冬期の大きなイベントとして、なかしべつ

冬まつりを開催しています。 
⇒ 冬を楽しむなかしべつの広域的な利用促進に向けた取組みが求めら

れます。 
  ☆ 北国にふさわしい住宅・住宅地形成に関する住生活基本計画への位置づけ

は特に行われておらず、開発局主催の研究会、意見交換会を行いましたが、

その後の具体的な取組みは停滞ぎみとなっています。 
北国にふさわしい交通ネットワークの整備として、宅地開発指導要綱に
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より道路幅員の標準を規定しています。 
バス停の冬対策は利用者の低迷により未実施となっています。 
⇒ 北国にふさわしい住宅・住宅地形成に向けた具体的な施策の検討が求

められます。 
  ☆ パートナーシップによる除排雪体制整備など官民一体となった総合的雪

対策の取組みは未実施となっています。 
⇒ 民間活力や地域力の具体的な活用方策を検討した協働体制づくりが

必要となっています。 
  

 ■重点構想１ 中心市街地の活性化（＝緑園都心の創造）の取組み 
（緑園都心） 
☆☆☆ 都心部に残る貴重で身近な自然との共生と歴史の積み重ねにより醸成さ

れる環境を骨格とする緑園都心の創造に向けた、大規模な緑地（公園、保

安林など）の整備や維持管理は、充実した取組みが行われてきました。 
⇒ 公園、森林等の適切な維持管理を行っていくことが必要です。 

 ☆☆ 河川の保全、整備に関しては、改修整備が徐々に進められていますが、途

上段階にあり、会議や調査、都市計画としての緑地決定、緑地の保全や緑

化を緑の基本計画へ位置づけるなど、調査研究、制度的な取組みを中心に

行ってきています。 
⇒ 調査研究成果を活かした河川環境整備の具体的な推進策の検討が必

要となっています。 
 ☆☆ NPOや各種活動団体による自然、歴史をテーマとした環境の保全、活用

の取組みが行われています。 
⇒ 団体間の情報・意識の共有化や支援体制を強化していくことが求めら

れます。 
（生活都心） 
 ☆☆ 便利で快適なまちなかの生活の場（生活都心）づくりに向けては、まちな

か居住の推進を住生活基本計画に位置づけ公営住宅のまちなかへの整備

を計画しています。 
既成市街地の下水道整備はほぼ完了し、歩道のバリアフリー化も徐々に

推進していますが、商業施設等の中心市街地への集積による暮らしの環境

づくりは進んでいない状況にあります。 
⇒ まちなか居住誘導と連動し、商業施設の集積のみにこだわらない中心

市街地活性化方策や土地利用施策の検討が必要です。 
（生業都心） 
☆☆ 町民生活と密接に結びついたまちなかの仕事の場（生業都心）づくりに向

けては、中心市街地の集客増大に向けた各種調査等を実施してきていると

ともに、起業家支援事業の補助を実施しています。環境整備としては、中

央通りのシンボルロードとしての整備を行っています。 
⇒ 市街地の集客実現化の具体的な環境整備の計画検討が必要となって

います。 
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（交流都心） 
☆☆ 町民と来訪客の交流の場（交流都心）づくりに向けては、公園整備を中心

とした交流拠点整備を行ってきました。また、まちなかでの交流イベント

が開催されていますが、一過性の取組みとして終わっており恒常的にまち

なかで触れ合える環境は整っていないのが現状です。 
⇒ 産業振興に繋がるまちなか交流を育む環境整備を行っていくことが

求められています。 
 

■重点構想２ 公共性の高い環境のネットワーク化 
 ☆☆ ネットワーク骨格としての都心部の貴重な自然環境や酪農を基盤とした

歴史環境の保全・活用については、河岸段丘や樹林地、河畔林、エゾリン

ドウ群生地等の保全を緑の基本計画に位置づけました。 
また、中標津の発展の礎となった旧農業試験場庁舎「伝成館」を保存し、

開拓の歴史を大切にしながらまちづくりに活かしていこうとする民間の

取組みがみられます。 
⇒ 緑の保全意識の共有化や、個々の緑の具体的保全・活用実施策の検討

が必要です。 
⇒ 歴史環境資源の発掘、情報発信、意識の共有化、保全策の検討が必要

です。 
 ☆☆ 道路、公園・緑地、河川、公共施設、公共性の高い大規模民間施設等のネ

ットワーク拠点の環境形成にあたっては、緑の基本計画に民間施設の緑化

促進を位置づけ、各種公園整備や河川の整備・調査を行ってきたほか、河

川や道路沿線等での町内会などの民間による環境整備に対しての補助を

行ってきました。 
⇒ 緑の保全、緑化に対する意識の醸成と持続的な推進体制の検討が必要

です。 
☆☆ 自然環境や歩行者用道路などによるネットワーク化については、ウォーキ

ングコースなど民間の取組みがみられますが、歩行者道路の整備はバリア

フリー化が中心で、河川敷や鉄道跡地を活用した環境整備は立ち後れてい

る状況にあります。 
⇒ ネットワークづくりの具体的対象や環境整備策の検討が必要となっ

ています。 
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３．中標津町の特性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

３－１ “豊かな自然と大地”と“街の基盤が形成された 20世紀の近代化遺産” 
中標津町は、武佐岳や標津川、広

く続く平地と変化に富んだ河岸段

丘の地形など、悠久の時を超えて

形成された“豊かな自然と大地”

に恵まれており、町民には大切に

すべき環境として高く評価されて

います。 
また、中標津町の街の基盤が形成された 20世紀は、次世代に語
り継ぐべき重要な時代として町民の記憶に残っており、その時代

を代表する北海道遺産にも選定された格子状防風林や日本初の殖

民軌道、鉄道跡地、道路などの交通体系、防空壕跡

等の戦時中の遺構、空港・旧海軍による空港建設用

道路、神社周辺の鎮守の森、殖民区画を基盤とした

市街地、農業試験場、馬鈴薯原種農場、さけ・ます

ふ化場などは“街の基盤が形成された 20世紀の近
代化遺産”として保全や活用が強く意識されていま

す。 
 
 

３－２ 地域の発展とともに顕著となっている都市全体の複合的課題 
自然や大地、街の基盤の上に発展

を続けてきた現在では、人口増加に

代表される地域の発展とともに、市

街地が拡大し、都市基盤施設も充実

してきましたが、同時に市街地のス

プロール化や中心市街地の空洞化

の進行、自然災害に対するぜい弱さの露呈、郊外市街地における

開発圧力の高まりなどによる都市運営上の基盤等の整備・維持に

関する負担の増大など、都市全体の安全性や活力度、都市経営な

●大切なもの：“豊かな自然と大地”と“街の基盤が形成された 20 世紀

の近代化遺産”を大切にしていくことが強く意識されています。 

 

●心配なもの：都市全体の安全性や活力度、都市経営などにわたる複合

的な課題が顕著となっています。 

 

●関心の高いもの：身近な自然環境の保全意識が高いとともに、安全・

安心な環境の充実を求める声が高まっています。 
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どにわたる課題が複合化しながら顕著となり、町民全体が懸念しはじめています。 
特に、町民は、中心市街地の空洞化の進行により衰退する商業地域をはじめ、消滅

する近代化遺産や魅力に乏しい街なみ、増加する交通事故や遅れが露呈した自然災害

時対策、高齢化への対応が十分ではない都市環境、心のゆとり不足と青少年の行動、

新たな創造が求められる地域独自の文化や産業、対応が必要な分権化や環境共生への

体制、大変な冬期の雪処理対策などに関する関心が強くなっています。 
 
 

３－３ 身近な自然環境の保全意識、安全・安心な環境の充実意識 
身近な生活空間である地域

においては、タワラマップ川、

エゾリンドウ群生地などとい

った自然の緑地や小河川など、

身近な自然環境の保全に対す

る意識が高い一方、地域コミュ

ニティの希薄化や交通事故、犯罪などに対する不安が強く、集会所

や公園の整備などといったコミュニティ環境や安全性の高い交通環

境の充実などを求める声が高まっています。 
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４．町民の関心が高い地域課題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４－１ これからの 10年・20年大切にしたいまちづくりのテーマ 
平成 21年 11月、総勢 180名の町民の参加によ
り、「まちづくりフォーラム」を開催いたしました。

このなかで行ったワークショップにおいて、「これ

からの 10 年・20 年大切にしたいまちづくりのテ
ーマ」について議論しました。 
さらに、同月に開催された「中標津まちづくり交流広場」において、フォーラムで

議論いただいた意見に対し、アンケート調査を行い、「私も重要と思う、共感する」

というものを５つ選んでいただきました。 
町民の関心分野としては高い順に次のとおりです。 
 
 

１．高齢者や障がい者が安心して暮らせる思いやりのあるまちづくり 
２．子どもを安心して育てられるまちづくり 
３．若者が楽しめ、夢の持てるまちづくり 
４．安全・安心な生活環境づくり 
５．地場産業の元気なまちづくり 
６．暮らしにゆとりの感じられるまちづくり 
６．人と人とのふれあい、交流のあるまちづくり 
８．“食”の美味しいまちづくり 
９．自然環境と調和・共生したまちづくり 
９．酪農、農業の元気なまちづくり 
９．街なかの賑わい再生、市街地の活性化 
12．地方都市としての魅力をうまく活かしたまちづくり 
13．景観や風景の美しいまちづくり 
14．参加しやすい行事、イベント、祭りのある賑やかなまちづくり 
14．地域の資源を活かした観光の振興 
16．歴史を学び、伝え、感じられるまちづくり 
17．協働、共創のまちづくり 
18．スポーツが盛んなまちづくり 
18．水・空気のおいしいまちづくり 
20．交通の利便、立地特性を活かしたまちづくり 
20．広域連携によるまちづくり 
22．自然豊かな川を守り、活かしたまちづくり 
23．コンパクトな都市づくり 
24．みんなで行う都市マスの推進 

●高齢者や障がい者、子どもが安心して暮らせるまちづくりに対する関

心が特に高いものとなっています。 

 

●若者が楽しめ、働く場のあるまちづくりに対しての関心が集まってい

ます。 

 

●安全・安心、暮らしのゆとり、人とのふれあい、美味しい食、自然と

の調和など、暮らしの質を高める分野に関心が集まっています。 
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