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　合併により新たな枝幸町となって、早くも10年が経過しました。

　我が国は今、人口減少・少子高齢化をはじめ、環境・資源エネルギー問題など、大きな課題に直

面するなかで、持続可能な地域社会の実現に向けて、着実に歩を進めていく必要があります。

　合併以来、町民が「安全・安心に暮らすことができるまちづくり」の各施策を展開するとともに、

行財政基盤の確立を図ってまいりました。

　枝幸町がこれからも持続的に発展していくためには、恵まれた地域資源を生かし、町民皆さんと

明確なビジョンを共有しながら、課題解決に向け全力を挙げて取組んでいかなければなりません。

　本計画は、次の時代を担う世代に安心して暮らせる枝幸町を引き継ぐため、先に策定された

「新・枝幸町まちづくり計画」の基本理念を継承し、時代にあった新たな基本目標を定め、今後

のまちづくりの方向を示すものであります。

　これから、険しい道のりになると思われますが、まちの将来像である、「こころが結ぶ『森と

海』優しさと活気あふれる北の理想郷」づくりへの取組みをさらに進めてまいりますので、皆

さんのご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

　終わりに、本計画の策定にあたり、ご協力いただきました皆さんに、心からお礼を申し上げます。

平成28年3月

枝幸町長  村上 守継

・

こころが結ぶ「森と海」 
優しさと活気あふれる北の理想郷をめざして
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Ⅰ.序論



第１章　計画策定にあたってⅠ.序論

02

　新しい枝幸町がスタートし、平成28年3月で10年を迎えます。平成18年度から平成27年度までを計画期間とし
た「新・枝幸町まちづくり計画」では、「～こころが結ぶ『森と海』 優しさと活気あふれる北の理想郷～」を将来像に、
恵まれた自然を活かした地域産業の持続的な発展に向けた施策をはじめ、安心して暮らせる福祉、豊かな自然との
共生、快適な住環境の整備など、計画的なまちづくりの施策を展開してきました。

　この間、人口減少や少子高齢化はさらに進行し、地方の産業・経済にも大きな影響を与えています。また、近年多
発する様々な災害や不安定な雇用情勢を背景とした安全・安心への意識の高まりなど、わが国の社会経済状況や地
方自治体を取り巻く環境は大きく変化してきており、まちづくりを進める上で対応すべき課題も多い現状にあり
ます。

　このような時代の変化や課題に適切かつ速やかに対処し、今まで築き上げてきたふるさと枝幸町を、次の時代を
担う世代へ引き継いでいかなければなりません。
　そのため、本町がめざす将来像に向けた目標・方針を定め、幅広い分野にわたる施策の方向性や住民が担う役割、
住民と行政の共通した活動の指針を示し、今後10年間のまちづくりを計画的に進めていくため、「第2次枝幸町ま
ちづくり計画」を策定するものです。

第１節 計画策定の趣旨

枝幸市街地
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　本計画は、まちづくりの基本的な方向性と、将来の目標、それを実現していくための町政の取組むべき施策について
示し、各分野において策定する個別計画との整合性を持った、本町の最上位に位置づけられる計画です。

第2節 計画の位置づけ

（1）  計画の構成
　本計画は、枝幸町のめざすべき将来像と各分野の基本目標とその施策の大綱を定めた「基本構想」、基本構想を
実現するため、施策を体系的に明らかにするとともに、現状と課題、目標とする指標および主要となる施策を定
めた「基本計画」、基本計画を実施するための具体的な施策および事業を定めた「実施計画」で構成しています。
　なお、近年の国内外の社会経済情勢などの大きな変化に対応するため、「基本計画」及び「実施計画」について
は、平成28年度から平成32年度までの5年を前期計画とし、平成33年度から平成37年度までを後期計画とし
て策定することとします。
　また、実施計画については、毎年度3ヶ年のローリング方式※1により見直していくこととします。

（2）  枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略
　本計画の中で示す「まち」「ひと」「しごと」の創生に関係する3施策を重点的かつ戦略的に推進する「枝幸町ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略」を平成27年12月に策定しました。
　総合戦略では、「産業経営基盤の安定強化」を基本姿勢に、「本町への人の流れをつくり、若い世代の定住を促
進する」「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」「豊かな地域資源を活用し安定した雇用をつくる」の3つを基本
目標とし、「まち・ひと・しごと創生」に特化した8つのプロジェクトを掲げ、本計画との整合性を図りながら本計
画の基本計画を補完する形で、並行して各施策を実施していきます。

第3節 計画の構成と期間

※1   ローリング方式／計画の実施状況などに応じて計画内容を定期的に見直していく方法。



第１章　計画策定にあたってⅠ.序論
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将来像（構想）

方向性（施策）

取組み（事業）

基本構想

基本計画

実施計画
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移住・定住等の対応と
環境整備

プロジェクト1

基幹産業の
安定・強化の推進

住民が主体となった
活性化対策の推進

プロジェクト2

「オホーツク枝幸」の
構築

枝幸町情報提供
システムの構築

プロジェクト3

公共施設の効率的な
運用に向けた
再配置の実施

結婚・子ども・子育て
支援サービスの
着実な推進

プロジェクト4

行政事務改革の
推進

プロジェクト8プロジェクト5 プロジェクト6 プロジェクト7

枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略　
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歌登市街地

H37H36H35H34H33H32H31H30H29H28H27

第2次枝幸町まちづくり計画
基本構想

後期基本計画前期基本計画

枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略

後期実施計画前期実施計画

（3）  計画期間
　本計画の基本構想は平成28年度から平成37年度、基本計画および実施計画は、前期計画を平成28年度から平
成32年度、後期計画を平成33年度から平成37年度とします。
　また、総合戦略の計画期間は平成27年度から平成31年度であることから、本計画の後期基本計画は、前期基
本計画および総合戦略の検証を踏まえ策定します。



第2章　枝幸町の現状Ⅰ.序論
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※1  合計特殊出生率／一人の女性が一生に産む子供の平均数。
※2  生産年齢人口／15 歳以上 65 歳未満の人口。
※3  生活困窮者／現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人。

（1）  人口減少・少子高齢社会
　我が国は、平成20年に人口減少社会「元年」を迎えました。合計特殊出生率※1は平成17年に1.26と過去最低の
数値を更新後、平成26年には1.42にまで回復しましたが、依然将来にわたって人口を維持するために必要な
2.07を大きく下回っています。北海道においても、人口は平成9年に約570万人に達して以降、減少に転じ、現在
も全国を上回るスピードで人口減少が続いています。
　本町においても、合計特殊出生率は平成24年には1.51と減少傾向にあり、新枝幸町まちづくり計画で推計し
た平成27年の人口までは減少していないものの、少子高齢化の進行により推計に対して老年人口が多く、年少人
口が少ない現状にあり、人口減少は加速していくものと思われます。
　このため、今後も本町が継続して発展し、住民が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、一層の地域活性化
対策に取組み、移住・定住人口や交流人口を増やすとともに、行財政の効率化を図り、福祉サービスの充実や子育
て支援などに努めていく必要があります。

（2）  厳しい地方経済
　若年人口の流出・少子高齢化による消費市場の縮小、生産年齢人口※2の減少に伴う産業の衰退・労働力供給の低
下による生産量の減少、医療・介護費といった社会保障費の増加など、地方の産業・経済はますます厳しさを増し
ていくものと思われます。
　今後は、各分野における担い手の確保・育成に努めるとともに、次の時代を担う世代にふるさとを誇り、責任を
持って引き継いでいくためには、本町の経済の中心である水産業・農業・林業の一次産業の基盤整備による安定し
た生産力の向上と、製造業・商業・建設業など町内各産業の経営基盤の強化を図り、本町が持つ豊富な自然と恵ま
れた資源を活かした産業を振興し、持続的に発展させていく必要があります。

（3）  急速に高まる安全・安心への意識
　近年多発する大規模な自然災害や、食品の安全管理への不信感の増大、悪質・巧妙化する詐欺犯罪の増加など、
住民の安全・安心に対する意識がますます高まっています。
　また、若い世代の非正規雇用者の増大や所得格差の拡大が進み、結婚・出産などに対し積極的になれない人や社
会的・経済的な自立が困難な生活困窮者※3が増加しています。このようなことから、すべての住民が安心して暮ら
すことができる社会環境の整備や、人と人とのつながりを築くため地域コミュニティの強化などに取組んで行く
必要があります。

第１節 取り巻く情勢と課題
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※1  ICT／情報通信技術。
※2  マイナンバー法／国民一人ひとりに番号を割り振り、社会保障や税に関する情報を一元的に管理する「共通番号（マイナン 
　　バー）制度」を導入するための法律。

（4）  地球環境と循環型社会
　私たちの生産活動や生活の基盤である自然環境は未来世代との共有財産であり、これを次の時代を担う世代に
良好な形で引き継ぐことは、私たちの責務であります。
　地球温暖化や環境問題が深刻化する中、東日本大震災に伴う原子力発電所の安全性や放射性廃棄物による環境
汚染などにより、新たなエネルギーの導入に関する意識が高まってきています。
　このため、本町の総面積の約8割を占める豊富な森林の有効利用が求められており、未利用森林資源を活用し
たエネルギーの創出や、環境に優しい省エネルギーの導入を図っていく必要があります。
　また、自然環境の保全や資源の再利用についても、現在も様々な施策を実施しているものの、将来に向けて更に
取組んでいかなければならない大きな課題となっています。
　ごみの減量化の推進については、住民一人ひとりが、身近な問題として正面から向き合い、日常生活において環
境負荷の軽減に努め、持続可能な循環型社会に向けて、本町にあった取組みを進めていく必要があります。

（5）  高度情報化
　ICT※1の進展により、利用者の活用範囲が広がりつつあるとともに、スマートフォンの普及により更に利便性
が増しています。
　本町は、平成22年度に全地域に光ファイバー網を整備、翌年度から自主放送EOS(イオスチャンネル)を開局す
るなど、高度情報化は着実に図られていますが、モバイル端末を利用した情報提供体制の整備が今後の大きな課
題となっています。
　また、本町が保有する住民の個人情報について、その適切な運用と管理の方法についても、マイナンバー法※2の
施行に伴い、更に高度化するよう求められている状況にあります。
　このため、これらの高度情報化の確立を促進するとともに、住民に対する迅速な情報提供および伝達の手段と
して更に整備を進めていく必要があります。

（6）  本格化する地方分権と求められる住民参画・協働
　国から地方へ権限が移譲され、住民に身近な行政サービスを地域の実情に即して提供できるよう、地方分権が
進められています。
　今後、地方分権はさらに進み住民ニーズも高度化・多様化することにより、事務の複雑化や増大が見込まれ、
ニーズに対応できる質の高いサービスの提供が求められるものと考えます。
　また、近年、行政としては対応できない課題も生じており、地域やボランティアによる支援に対しても関心が高
まりつつあります。
　このようなことから、地域の課題を自らの力で解決し次の時代を担う世代に引き継ぐには、住民がまちづくり
に参画する「協働のまちづくり」社会を築いていくことが重要であり、住民と行政の協働に加え、地域住民が互い
に連携し、住民同士が支え合って、地域のまちづくりを進める住民相互の協働を推進する必要があります。
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（1）  人口および世帯数の推移
　本町の人口は、平成27年に8,568人となり、世帯数は4,018世帯、1世帯あたり人口は2.13人となっており、人
口や世帯員数の減少が加速しています。
　また、平成27年における年齢別人口構成は、年少人口（0～14歳）割合が11.9%、生産年齢人口（15～64歳）割
合が56.3%、老年人口（65歳以上）割合が31.8%となっており、少子高齢化が進んでいます。

第１節 人口・世帯数

図表 総人口と世帯数の推移

T9 T14 S5 S10 S15 S22 S25 S30 S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27

（人）
20,000

15,000

10,000

5,000

0

（世帯）
5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

総人口 世帯数

9,571
11,105

18,541

13,633

10,509

8,568

4,348
4,161

4,018

1,858

3,721

1,795

図表 1世帯あたりの人数の推移

資料：総人口・世帯数については、平成22年までは国勢調査、平成27年は住民記録年齢別人口集計表(平成27年3月末)
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1
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2.53 2.13

T14 S5 S10 S15 S22 S25 S30 S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27
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図表 年齢3区分別の全体に対する割合の推移

資料：人口については、平成22年までは国勢調査、平成27年は住民記録年齢別人口集計表（平成27年3月末）
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（2）  将来推計人口
　国立社会保障・人口問題研究所準拠の推計を用いて年齢3区分別の人口を推計すると、本計画の目標年次であ
る平成37年の町の総人口は7,404人で、内訳は年少人口が782人、生産年齢人口が3,886人、老年人口が2,736 
人となり、年少人口比率は10.5%、生産年齢人口比率は52.5%、老年人口比率は37.0%と見込まれます。

図表 年齢3区分別の割合

凡例
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図表 年齢3区分別人口
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（1）  農業
　平成26年度の生乳生産量は56,148tで、平成24年度をピークに概ね56,000t前後で推移しています。
　平成27年の認定農業者数は113戸、農業経営体数に対する認定農業者数の割合は79.6%、平成22年以降も約8
割と、比較的安定した経営体数で推移しています。

第2節 産業構造

資料：ホクレン農業協同組合連合会

資料：農業経営体数は、平成12年は「2000年世界農林業センサス」、平成17年は「2005年農林業センサス」、
　　  平成22年は「2010年世界農林業センサス」、平成27年は本町統計による。また、平成12年と平成17年の数値は
　　  旧枝幸町と旧歌登町の合計値。認定農業者数は「北海道農政部農業経営局農業経営課調べ」による。

図表 農業経営体数と認定農業者数
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図表 生乳生産量
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（2）  水産業
　平成26年の漁獲金額は、112億円で全道の3.7％を占めます。
　魚種別では、ほたて貝が63.4億円と最も多く、次いで、さけが23.7億円となっています。

資料：マリンネット北海道データベース

資料：マリンネット北海道データベース

図表 漁獲金額の推移
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図表 魚種別にみた漁獲金額
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（3）  商工業
　本町の製造業は水産加工業が主体で、平成26年の事業所数は24カ所、従業員数287人、製造品出荷額等は222億
円です。従業員数は減少傾向にありますが、製造品出荷額等は増加傾向で平成18年の1.9倍にまで伸びています。
　一方、小売・卸売業は、平成25年の商店数が81カ所、従業員数472人、年間商品販売額146億円となっています。
従業員数は減少傾向にありますが、年間商品販売額は緩やかに増加しています。

図表 小売・卸売業の商店数・従業員数・年間商品販売額の推移

資料：H18は平成19年商業統計（平成18年4月～平成19年3月）、H23は平成24年経済センサス-活動調査（平成23年1～12月）、
　　 H25は平成26年商業統計（平成25年1～12月）による。

商店数（ヵ所） 従業員数（人） 年間商品販売額（億円）
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資料：工業統計（各年1～12月）、従業員4人以上の事業所、平成26年は北海道総合政策部情報統計局統計課による。

図表 製造業の事業所数・従業員数・製造品出荷額等の推移
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図表 観光入込延人数の推移
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資料：平成26年度北海道観光入込客数調査報告書(資料編)

図表 月別の観光入込延人数
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（4）  観光
　平成26年度の本町の観光入込延人数は23.8万人で、宗谷管内合計の12.9%を、全道の0.179%を占めます。平成
18年度以降、観光入込延人数に大きな変化はありませんが、宗谷管内に占める割合では近年微増傾向にあります。
　月別の内訳をみると、7月に5万人を超える一方で、12～4月は1万人を下回り、流氷接岸期間などを含め、年間を
通じた集客が課題です。
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Ⅱ.基本構想
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　「まちづくりの基本理念」とは、本町のまちづくりを進める前提となる考え方です。
　本町ではこれまで、旧枝幸町と旧歌登町がそれぞれ築き上げてきたまちづくりの成果を融合・発展させ、美しく豊
かな本町を次の時代を担う世代へ引き継いでいくために、住民一人ひとりの「こころ」の結びつきによるまちづくり、
家族や友人、知人、ふるさとの自然を「優しさ」で包み込むまちづくり、本町に住むすべての人が元気に活動し、地域産
業が息づく「活気」あふれるまちづくりを基本理念として掲げてきました。
　これからも、住民一人ひとりが優しさをもち、助け合いながら、ここに住むすべての人が元気で活気あふれるまち
づくりを進めていくことから、本計画においては前計画の基本理念を継承することとします。

第１節 まちづくりの基本理念

　協働のまちづくりにおいては、住民一人ひとりがまちづくりを自分の事と捉え、住民同士が連携・補完し
あいながら同じ目標に向う「こころ」の結びつきが大切です。お互いがお互いに関心を持ち、まちぐるみで
支え合い・助け合う「『こころ』が結ぶまちづくり」を進めます。

１.「こころ」が結ぶまちづくり

　住民の自然を大切にしたいと思う優しさや家族や友人・知人を大事にしたいと思う優しさは、何ものに
も代えがたい財産です。この地に住む高齢者をはじめ、障がい者、子ども、支援を必要とする方を含め、すべ
ての住民が一体となり、豊かで美しい本町の自然と人を「『優しさ』で包み込むまちづくり」を進めます。

２.「優しさ」で包み込むまちづくり

　人々がいきいきと働き、子どもから高齢者までが元気に活動できることは、住民誰もが願う思いです。恵
まれた森と海、そこから生み出される豊富な資源、そしてその資源から与えられる地域産業と住民がにぎ
わう「『活気』あふれるまちづくり」を進めます。

３.「活気」あふれるまちづくり
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　本町は、新・枝幸町まちづくり計画において、豊かな自然を活かした活力ある産業を創造し、互いに支え合い潤いあ
る生活を築き、すべての人々が心から幸せを実感できる理想郷をめざすという意味を込めて、「こころが結ぶ『森と
海』優しさと活気あふれる北の理想郷」を将来像と定め、まちづくりを進めてきました。
　本町の恵まれた自然環境や資源は、大切に守り続け、活かしながら次の時代を担う世代に引き継いでいかなければ
ならない宝です。
　そのため、これからも、森と海に象徴される豊かな自然と共生しながら、安定した産業基盤の構築と、住民誰もが潤
いのあるいきいきとした生活を送れる北の理想郷をめざすことから、本計画における将来像についても「こころが結
ぶ『森と海』優しさと活気あふれる北の理想郷」を継承することとします。

第2節 将来像

枝幸町がめざす将来像

こころが結ぶ『森と海』　
優しさと活気あふれる北の理想郷
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　将来像「こころが結ぶ『森と海』優しさと活気あふれる北の理想郷」をめざして、分野別の基本目標とその基本目標
に沿った施策の体系を次のとおり掲げます。
　ここでは、本町の10年後の姿を具体的なイメージとして示すことで、各基本目標が持つ意義を分かりやすく表現
しています。

　恵まれた地域資源を活かし、基幹産業である水産業をはじめとする、農業・林業の一次産業の基盤が整備
され生産力が向上しているとともに、担い手が確保され、製造業・商業・建設業など町内各産業の経営が安
定し、経済の好循環と安定した雇用の場の提供により、みんなが不安なく安心して働いています。
　また、オホーツク枝幸ブランドが構築され、地域資源を活かした観光メニューなどにより、本町への人の
流れが加速しています。
　私たちは、そのような「地域資源を活かした産業振興のまち」を創ります。

基本目標1  地域資源を活かした産業振興のまちづくり

　みんなが住み慣れた地域で、健康で安心して暮らし、必要な医療サービスが提供されています。
　また、支援が必要な人をまちぐるみで支え合う福祉体制が構築され、高齢者や障がい者はもちろん、安心
して出産・子育てができる環境が整っています。
　私たちは、そのような「ともに支えあい、健やかに暮らせるまち」を創ります。

基本目標2  ともに支えあい、健やかに暮らせるまちづくり

　防災、防犯、消防体制をはじめ、災害や犯罪への備えが強化され、住民の防災、防犯・交通安全に対する意
識も高揚し、地域が一体となった防災体制が確立しています。
　また、交通網や水道などのライフラインも充実しているとともに、住環境や冬期間の除雪体制も整備さ
れ、一年をとおして快適な生活を送っています。
　私たちは、そのような「安心して快適に暮らせるまち」を創ります。

基本目標3  安心して快適に暮らせるまちづくり
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　環境に対する意識が高まり、ごみの減量化が進み、美しい景観と海・川・森などの大切な財産が守られ、次
の時代を担う世代へ引き継がれています。
　また、豊富な森林からの未利用資源による環境に優しい循環型のエネルギーが活用されています。
　私たちは、そのような「豊かな自然と共生するまち」を創ります。

基本目標5  豊かな自然と共生するまちづくり

　住民相互の協働によるコミュニティ活動や住民の自主的なまちづくり活動が支援され、行政と住民が同 
じ目的に向かい互いの役割を認識しながら、意見を尊重したまちづくりが進められています。
　また、住民の視点に立った事務事業の検証が行われ、民間の導入や改善がされるなど、住民ニーズに合っ
た施策が展開されています。
　私たちは、そのような「みんなと創り育てる住民参画のまち」を創ります。

基本目標6  みんなと創り育てる住民参画のまちづくり

　地域の特性が活かされた個性ある学校教育が実践され、確かな学力、豊かな心、健やかな身体などの「生
きる力」が育まれています。
　住民が生涯学習やスポーツ活動をとおして学ぶ喜びを感じ、歴史や文化・芸術を楽しみ、心の豊かさと郷
土への誇りを感じています。
　私たちは、そのような「生きる力と地域文化を育むまち」を創ります。

基本目標4  生きる力と地域文化を育むまちづくり

町民文化祭
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優しさと活気あふ  れる北の理想郷
こころが結ぶ  『森と海』
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優しさと活気あふ  れる北の理想郷
こころが結ぶ  『森と海』
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※1  DMO／ディスティネーションマーケティング／マネージメントオーガニゼーション（Destination Marketing/ManagementOrganization）
　　の略称で、さまざまな地域資源を組み合わせ、一体的なブランドづくり、ウェブ・SNS 等を活用した情報発信・プロモーション、 効果的な
　　マーケティング、戦略策定等について、地域が主体となって行う観光地域づくりの推進主体。

（1）  農業の振興
　持続可能な農業を推進するため、生産基盤の強化や農業生産力の維持拡大など農業生産基盤の整備を図るとと
もに、酪農ヘルパーや新規就農者・後継者など担い手の確保・育成に努めます。また、農村交流や地域ぐるみの食
育推進など農業による地域活性化を推進します。

（2）  林業の振興
　地域住民の生活環境や豊かな水産資源に大きな恩恵をもたらしている森林の多面的機能を発揮させるととも
に、林業の振興を図るため、区域区分に応じた適正な森林施業の実施・合理化など、森林の整備・保全に努めます。
また、森林整備による、地材地消の推進や新たな産業の育成など地域振興を図ります。

（3）  水産業の振興
　安定的な漁獲量の確保と水産加工業への安定供給を図るため、水産資源の保護に係る調査・研究や安全・安心な
漁業生産活動の確立など生産体制の更なる強化と水産経営の安定化に努めます。また、水産系廃棄物の処理体制
の確立や「オホーツク枝幸」水産物のブランド強化など漁業による地域活性化を推進します。

（4）  商工業の振興
　商工業の振興に対する支援制度の活用を図り、経営相談・指導の強化や担い手の確保・育成など経営基盤の安
定・強化に努めます。また、商工会や金融機関などと連携した相談窓口の開設や創業支援の強化、水産業や酪農
業、観光業と連携した取組みを促進するなど、地域産業と一体となった活性化対策を推進します。

（5）  観光業の振興
　地域が一体となり地域経済全体が活性化する観光振興を推進するため、観光ビジョンの策定や「オホーツク枝
幸DMO※1」の確立に向けた体制の整備・強化を図るとともに、「オホーツク枝幸」ならではのブランドづくりや地
域資源を活かす人材の確保・育成などに努めます。また、水産業や酪農業と連携した観光づくりや観光施設を活用
した移住・定住の推進など他政策と連携した観光振興を推進します。

第１節 地域資源を活かした産業振興のまちづくり

　将来像「こころが結ぶ『森と海』優しさと活気あふれる北の理想郷」と6つの基本目標を実現するため、以下の施
策の大綱を掲げます。
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※1  後期高齢者医療制度／75歳以上の高齢者および65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定された高齢者を対象とする、
　　医療保険制度。

（1）  保健予防対策・医療体制の充実
　住民一人ひとりの生活の質を高め、誰もが健康で元気に生活を送れるよう総合的な健康推進体制の整備や保健
予防・指導の推進など保健予防対策の充実を図るとともに、地域医療基盤や救急医療体制の確保、地域医療と子育
てを支援する母子保健の充実に努めます。

（2）  高齢者福祉の推進
　高齢者が住み慣れた地域で、心身ともに健康でいきいきと暮らせるよう高齢者福祉施策の総合的な推進や、社
会参加の促進など、高齢社会へ的確に対応するとともに、支援を求める高齢者へ必要なサービスが提供できるよ
う介護保険制度の理解や適切な制度運営など介護保険事業の安定化に努めます。

（3）  障がい者福祉の推進
　年齢や障がいの重さ・種別によって生活状況が異なる方が、住み慣れた地域で安心して自立した生活を送れる
よう障がい者福祉施設の整備や社会参加の機会の充実など、障がい者福祉の支援体制の整備に努めるとともに、
生活や就労機会の確保など障がい者の自立促進を図ります。

（4）  地域福祉の推進
　住民すべてが住み慣れた地域で安心して生活できるよう社会福祉法人の体制基盤の強化や地域福祉に関わる
人材の確保・育成、ボランティアネットワークの構築など地域福祉の推進体制の整備に努めるとともに、生活困窮
者の生活安定と自立促進を図ります。

（5）  子育て支援の充実
　安心して子どもを産み育てられる環境づくりのため、子ども・子育て支援事業や地域子育て支援センターの拡
充など総合的な子育て支援体制の整備を図るとともに、保育サービスの向上や放課後児童対策など子育て支援制
度の充実に努めます。

（6）  社会保障の充実
　国民健康保険事業の健全な運営と適正な課税・収納や後期高齢者医療制度※1の推進など、国民健康保険・後期高
齢者医療の安定化と、国民年金制度の周知啓発および加入・納付の促進により国民年金制度の安定した運営を図り
ます。

第2節 ともに支えあい、健やかに暮らせるまちづくり
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（1）  道路・交通網・上下水道の整備
　住民の安全・安心な暮らしを守るため、道路・橋梁・農林道の整備など道路網の充実、冬道対策やバリアフリー
化による人にやさしい道づくりなど道路環境の向上に努めるとともに、バス路線の維持・確保による公共交通網
の充実を図ります。また、良質で安全・安心な水の供給や快適に暮らせる居住環境を保つため、水源の適正管理や
供給体制の整備に努めるとともに、下水道の適正管理と普及促進を図ります。

（2）  住環境の整備
　住環境の整備推進、公営住宅の適切な維持管理、空き家対策の充実など良好な住宅・宅地の整備・供給に努める
とともに、既存公園・緑地の管理や有効活用など良好な維持管理に努めます。

（3）  消防・救急・防災対策の充実
　誰もが安心して快適に暮らせるまちづくりを進めるため、住民の防災意識の高揚や自主防災組織の育成など地
域防災力の強化を図るとともに、初動体制や防災資機材の整備・充実など行政危機管理体制と消防体制の強化に
努めます。

（4）  防犯体制・交通安全の充実
　「犯罪を起こせないまち」をめざし、防犯対策や犯罪を防ぐ環境整備など地域防犯活動を推進するとともに、安
全パトロールや見守りを強化し、子どもを守る地域づくりに努めます。また、死亡事故ゼロのまちをめざし、啓発
活動など交通安全対策の推進に努めます。

（5）  情報ネットワークの整備
　広くまちづくりに関する地域情報化を推進するため、情報提供システムの再構築や迅速・的確な情報提供など
に努めるとともに、新たな情報システムの整備や情報セキュリティ対策の強化など、信頼される行政情報化を推
進します。

第3節 安心して快適に暮らせるまちづくり
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（1）  幼児教育・学校教育の充実
　一人ひとりの特性を活かし、バランスのとれた「学力・体力と豊かな心」を身につけるため、幼児教育や地域・家
庭に信頼される学校教育など教育内容の充実を図るとともに、教職員の資質・指導力の向上や子どもたちのサ
ポート体制など教育環境の充実に努めます。

（2）  生涯学習・スポーツの推進
　生涯学習・社会教育の振興のため、読書・図書館活動や各種講座・教室など学習機会の充実を図るとともに、人
材の育成と活用、多様な学習情報の提供に努めます。また、スポーツ活動の充実により住民の健康づくり・体力づ
くりを推進します。

（3）  芸術・文化の振興
　芸術・文化の振興と地域文化を継承し、地域における文化活動の奨励や優れた芸術文化活動に触れる機会の充
実に努めます。また、地域の歴史を伝える貴重な文化財や郷土資料の収集と適切な保存を図り、文化財保護の啓発
に取組み、地域の歴史・生活文化の継承に努めます。

（4）  国際・地域間交流の推進
　異文化との交流をとおして、自らの地域の文化や歴史の魅力を再確認するとともに、国際的な感覚を身につけ、
グローバル社会に対応した人材を育成するため国際交流を推進します。また、異なる文化や歴史、産業などに触
れ、体験することにより、豊かな心を育み、潤いのある生活を実現するため地域間交流の継続・発展を図ります。

第4節 生きる力と地域文化を育むまちづくり
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※1  3R（スリーアール）／ごみも資源ももとから減らす「リデュ―ス」、くりかえし使う「リユース」、資源として再び利用する「リサイク
　　ル」の3つの英語の頭文字をとったもの。
※2  再生可能エネルギー／太陽光、水力、風力、地熱、バイオマスなど、一度利用しても比較的短期間に再生が可能で資源が枯渇しない
　　エネルギーのこと。

（1）  自然環境の保護・保全
　豊かな自然を次の時代を担う世代に引き継ぐため、乱開発の防止や生態系の保全など、総合的な環境対策に努
め、自然環境の保護・保全を推進します。また、ふるさとの美しさを守り伝えていくため、住民との協働による地
域が一体となった魅力的な景観の形成を推進します。

（2）  持続可能な循環型社会の推進
　3R(スリーアール)※1の推進や地域社会と協働したきれいなまちづくり、公害と健康被害対策や、葬祭環境の整
備など環境保全対策の推進を図るとともに、再生可能エネルギー※2の普及啓発や事業化など循環型社会の構築を
推進します。

第5節 豊かな自然と共生するまちづくり

（1）  健全な行財政運営の推進
　財政支援の積極的な活用と創意工夫による財源の確保、施策・事業の見直しを行う一方、将来に向けて必要なと
ころに必要な投資をするメリハリのある財政運営を推進します。また、職員の政策能力や実績を重視した人事管
理による行政組織の活性化、行政評価による施策・事業の進行管理や行政事務改革の推進など、行政運営の効率
化・適正化を図るとともに、財政基盤の強化や公共施設の適正な維持管理など健全な行財政運営に努めます。

（2）  協働によるまちづくりの推進
　自治組織の活性化を図り、住民一人ひとりが担い手となって地域づくりに取組んでいくまちをめざし、住民参
加を促す仕組みづくりやふれあい・交流の拠点づくりなどまちづくり活動を促進するとともに、男女共同参画に
ついての理解や女性の参画機会の確保など男女共同参画社会の推進に努めます。

第6節 みんなと創り育てる住民参画のまちづくり
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　土地は、将来にわたって住民の生活や生産活動の基盤であり、長期的視点に立ち、秩序ある合理的な利用を図り
ます。そのため、町域を地域特性や利用形態などから、主として5つのエリアに区分し、それぞれの区分のめざす方
向性に沿った適切な利用方法への誘導を図ります。

第1節 土地利用の基本方針

（1）  農林業生産エリア
　町域のうち、農用地と、主に二次林や植林地で形成されている森林地域を「農林業生産エリア」と区分します。
　「農林業生産エリア」は、自然環境の保全に配慮しながら農林業生産を優先する地域と位置づけ、関係法令の適
正な運用などを通じて農地の集約化や合理的な利用を図るとともに、森林の適切な管理・育成に努めます。

（2）  森林保全エリア
　町域のうち、主に天然林で形成されている森林地域を「森林保全エリア」と区分します。
　「森林保全エリア」は、貴重な自然環境の保全と、住民生活や産業振興のための良質な水源の確保、また、国土保
全などの観点から、森林の多面的な機能の発揮や適切な保護・管理に努めます。

（3）  観光・体験交流エリア
　ウスタイベ千畳岩周辺、三笠山周辺、うたのぼり健康回復村周辺、岡島はまなす海水浴場周辺を「観光・体験交流
エリア」と区分します。
　「観光・体験交流エリア」は、森と海の観光レクリエーションの融合を図り、釣り、森林浴、磯遊び・海水浴、キャン
プ、スキー・スノーボード、流氷体験、耐寒体験など、様々な観光レクリエーションが楽しめるエリアとして、自然環
境・景観の保全に配慮しながら、こうした機能の強化を図る土地利用を進めます。
　また、体験観光などにおいては、他のエリアなど町域の広い範囲にわたって活動範囲となることも予想されます。

（4）  水産業生産エリア
　オホーツク海沿岸の海浜地域を「水産業生産エリア」と区分します。
　「水産業生産エリア」は、自然環境の保全に配慮しながら水産業の振興を図る地域と位置づけ、海洋環境の保全や
良質な漁場の造成、漁港の整備など、生産機能の強化を図る土地利用を進めます。

第2節 区分別の利用の方向性
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（5）  市街地エリア
　枝幸市街地、歌登市街地を「市街地エリア」と区分します。
　「市街地エリア」は、住宅や公園、道路、下水道、公共施設などを機能的に配置し、生活環境や都市機能の向上を
図る土地利用に努めます。また、空き地などの有効利用に努めます。

枝幸かにまつり

枝幸港でのホタテ水揚げ

放牧牛
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Ⅲ.基本計画
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第１節 農業の振興

　農業者の高齢化や後継者不足などによる農家戸数の減少が進み、担い手不足が大きな課題となっている中、今
後、持続可能な農業を推進するためには、農地の集約化などにより農業者の経営基盤の強化を図り、地域生産力
の維持拡大と収益性を高めていくとともに、中核となる若手農業者や新規就農者の確保・育成による地域労働力
の活性化と、TPPなどの農業政策や社会情勢の変化に的確に対応することが求められています。
　また、本町の農業が酪農主体の生乳生産であることをよく知ってもらうため、地場産の牛乳を利用した食育の推
進や体験学習の提供、都市部への情報発信など地域ぐるみで農業の活性化を図っていくことが求められています。

現況と課題

※1  基準値／平成27年度の実績数値を基本に、確定していない場合には、平成26年度の実績数値を記載。 
※2  農地所有適格法人／農地を所有できる法人。旧呼称は農業生産法人。
※3  コントラクター組織／飼料の収穫などを請負い、個人で大規模に経営する酪農家の作業軽減を図る組織。

　担い手が、希望を持ち安心して経営ができる環境が整い、高品質で安全・安心な生乳生産拠点の役割を果たし
ています。

めざす姿

目標指標
農業産出額
生産農家戸数（法人含）
新規就農者戸数(平成7年度からの累積)
農地所有適格法人※2

生乳生産量

56億円
117戸
15戸

10法人
56,148t

60億円
115戸
20戸

12法人
63,000t

基準値※1 平成32年度目標値

主要施策

（1）  農業生産基盤の整備
　①生産基盤の強化
　合理的な生産基盤の整備、優良農地の確保、農地の流動化の推進、地力の増進、農業経営の近代化などを図り、
農業生産基盤の強化に努めます。

　②農業生産力の維持拡大
　農地の集約化・生乳生産体制の維持拡大と地域雇用の場を確保するため、大型生産牧場建設に向けた取組みを
支援するとともに、コントラクター組織※3の育成、作業の分業化などにより、農業者の労働力軽減、農作業の効率
化とコスト削減を図り、個々の農家の経営安定化を推進します。また、生産性の向上と経営の合理化を図るため法
人経営体の設立を推進します。
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（1）新規就農者の受け入れに、地域ぐるみで積極的に協力します。
（2）営農体制を強化し、経営の安定化に努めます。
（3）子どもたちや意欲ある担い手希望者に、農業体験機会を提供します。
（4）地産地消と食育の理解を深め、家庭にも積極的に地元や道産の食材を取り入れます。

住民の役割

　③魅力的な農業の推進
　経営にたずさわる世帯員が対等に経営に参画できる魅力的な農業経営をめざすため、家族経営協定の締結を推
進するとともに、女性農業者や経験豊富な高齢者の経営への参画と地域活動への積極的な参加を促進し、魅力あ
る農村づくりに努めます。

（2）  担い手の育成確保
　①酪農ヘルパーの確保
　ゆとりある生活環境で、効率的・安定的な農業経営を育成・持続するため、酪農ヘルパー組合の組織強化と人員
確保に向け、関係機関と連携した取組みを積極的に支援します。

　②新規就農者・農業従事者の確保
　大学や都市部への情報発信、就農セミナーの機会を充実させるとともに、関係部局と連携し住まいの確保など、
受け入れ条件・環境の整備を進め、新規就農者や農業従事者の確保・養成に努めます。

　③担い手の育成
　関係機関と連携し、研修制度や就農支援などにより新規就農者の育成を強化するとともに、既存の農業者を含
め農業士・指導農業士へのステップアップを支援し、地域農業におけるリーダーの育成に努めます。

（3）  農業による地域活性化
　①多面的機能の維持・発揮
　農村の多面的機能の維持に努め、農村が有している豊かな自然・美しい景観を都市部へ情報発信し、農業体験実
習や農村生活体験をとおした、農村交流の取組みを推進します。

　②地域ぐるみでの食育の推進
　学校給食への地元農産物の導入やイベントでの活用などにより、地域消費の拡大を図るとともに、地域ぐるみ
で食育を推進します。
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第2節 林業の振興

　本町の森林面積は 90,653haで、町総面積の約81%を占め、国有林が47,235ha、民有林が43,418ha(町有林
4,761haを含む)となっています。
　民有林内の人工林面積は16,540haで、６齢級（樹齢26～30年）以下の若齢林が約35％を占めていることから、
今後も保育・間伐などを適正に実施していくことが重要です。また、未利用の林地残材などの森林資源の有効活用
が求められています。
　近年、安価な輸入材と非木質系建築資材による木材需要の減退に加え、林業従事者の高齢化や担い手不足など
林業を取り巻く環境は極めて厳しい状況にあり、林業生産活動や森林整備は停滞する傾向にあります。
　その一方で地球規模での環境保全に対する意識の高揚から、国土保全をはじめとして、水源の涵養※1、生活環境
の形成・保全など、森林の持つ多面的機能の重要性が見直されています。本町の森林についても、緑豊かで良好な
環境は、良質な生活用水の供給をはじめ、河川の下流における豊かな水産資源にも大きな恩恵をもたらすことか
ら、この森林の有する多面的機能の充実、調整を図るため、適切な施業の実施による健全な森林資源の計画的維
持・造成が求められています。

現況と課題

※1  水源の涵養／生活用水や農業用水の水源として、山林における雨水の保水力を高めること。

　健全な森林資源の維持・造成が推進され、豊かな森が次の時代を担う世代に引き継がれています。

めざす姿

基本目標
素材生産量
森林作業員数
林業グループ構成員数

29,039立方メートル
29人
17人

35,000立方メートル
35人
20人

基準値 平成32年度目標値
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※1  木質バイオマス／木材に由来する再生可能な資源のことで、主に、樹木の伐採や造材のときに発生した枝、葉などの林地残
　　 材、製材工場などから発生する樹皮やのこ屑などのほか、住宅の解体材や街路樹の剪定枝などがある。

主要施策

（1）  森林の整備・保全
　①森林の整備・保全
　森林整備計画に基づき、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、森林の地域の特性、資源
の状況、自然的条件、社会的要請を総合的に勘案し、5つの森林機能区分に分け、それぞれの区分に応じた森林へ
誘導するため、適正な森林施業と森林保全確保を図り、多様な森林の整備、管理に努めます。

　②生産体制の強化
　小規模な森林所有形態や林業従事者の高齢化の課題を克服し、低コストで効率的な森林整備を進めるととも
に、安定的に木材を供給できる体制を確立するため、森林所有者、森林組合、市町村、国有林などの流域を単位と
した関係者の合意形成を図りながら、森林の施業・共同化、林業従事者の確保・育成、道産木材の流通・加工体制の
整備など、総合的かつ計画的に推進します。

　③森林施業の合理化
　将来の森林資源に対する生産供給体制の整備と森林施業の合理化、効率的な事業の実施や労働安全面の向上を
図るため、高性能林業機械による安全で効率的な作業システムの普及を推進します。

　④人材の確保・育成
　就業相談会の開催、就業体験の実施、新規の林業就業者や専門的知識を有する技術者の養成、高度な技術が必要
とされるオペレーターや中堅労働者を対象とした作業リーダーの育成など、研修制度の充実を図るとともに、林
業への新規参入や担い手への支援、人材の確保・育成を推進します。
　また、新規の森林所有者や後継者に対する経営や技術指導を支援し、安定した林業経営を推進します。

（2）  森林の整備を通じた地域振興
　①林産物の利用促進
　地域の森林・林業、木材産業などの活性化および木材自給率の向上を図るため、地域で生産された木材を地域で
消費する「地材地消」をはじめ、地域材の利用に向けた普及啓発や需要促進に努めます。
　また、地材地消の推進にあたっては、公共建築物において積極的に木材を利用するほか、住宅用建築材や林地残
材の木質バイオマス※1など、幅広い用途での利用を促進するとともに、安定して地域材を供給できるよう、木材流
通の合理化と林業経営の体質強化を図ります。
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住民の役割

（1）森林の持つ多面的機能を活かした林産物の生産に努めます。
（2）地域の林産資源を内外に積極的にアピールします。
（3）森林に関する学習会や植樹祭などに積極的に参加し、その役割について理解を深めます。

　②新たな産業と雇用の創出
　関係機関との連携を強化し、本町の豊富な森林資源の有効活用を図り、新たな産業と雇用の創出に努めます。

（3）  多面的機能の発揮
　①多面的機能の向上促進
　水源の涵養や災害を抑制するための治山事業を推進するとともに、植林や森林整備により生態系循環の保全を
図るなど、森林の多面的機能の向上に努めます。

　②住民理解の向上
　森林が地域社会に及ぼす影響や自然とのバランス、多面的機能、公益性について、「枝幸町北の魚つきの森」「西
歌登地区いこいの森」をフィールドに、住民を対象とした植樹祭や森林体験学習を実施するとともに、児童や生徒
に対する森林に関する学習会の開催など、森林の有する役割について、住民理解の高揚に努めます。

北の魚つきの森での町民植樹祭
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第3節 水産業の振興

　本町の漁業は、流氷が流れ着く最南端の海「オホーツク海」が有する豊かな水産資源を背景にして、ホタテ貝、
秋サケ、毛ガニなどの沿岸漁業を中心とする栽培・資源管理型漁業の推進によって、水産加工業や運送業など地
域経済を支える基幹産業として重要な役割を果たしています。
　平成28年3月からは第1種漁港※16港・1分港が再編・統合され、第2種漁港※2のオホーツク枝幸漁港とオホーツ
ク枝幸北漁港となり、枝幸港湾1港と第2種漁港2港を新たな基地港として、操業を開始しています。
　一昨年、沿岸漁場に大きな被害をもたらす爆弾低気圧の発生が相次ぎ、特にホタテ貝漁場は、甚大な被害を受
け、数年先まで減産を余儀なくされています。今後、早期の資源回復に向け、関係機関と連携し必要な対策を講じ
るとともに、災害に強い漁場づくりを推進し、安定的な漁獲量の確保と水産加工業への安定供給を図るため、生
産体制の更なる強化が求められています。
　また、水産物の消費・流通動向は、食生活の変化による「魚離れ」、量販店による流通の増大、輸入水産物の増加
などを背景に大きな変化を見せています。このような変化に対応するため、平成27年より始まったホタテ貝の
EU輸出を契機にオホーツク枝幸産水産物の普及・拡大を図るとともに、TPP協定による国際競争力強化や知名
度を高めブランド化による付加価値を向上させ、屋根付岸壁など、高度な衛生管理型に対応する港湾・漁港の整
備促進が求められています。

現況と課題

※1  第1種漁港／利用範囲が地元の漁業を主とする漁港。
※2  第2種漁港／利用範囲が第1種漁港よりも広く、利用範囲が全国的な第3種漁港に属さない漁港。

　災害に強い漁場づくりと徹底した衛生管理による「オホーツク枝幸」ブランドの水産物が安定供給され、地域経
済全体が活性化し、付加価値が向上しています。

めざす姿

目標指標
年間漁獲金額
ホタテ生産量
衛生管理型漁港整備率

87億円
1万2千トン

0.0％

100億円
3万トン
25.0％

基準値 平成32年度目標値
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主要施策

（1）  水産経営の安定化
　①水産資源の保護に係る調査・研究
　増養殖事業の推進および資源保護の徹底による安定した漁獲量を確保するため、災害に強い漁場づくりに向けた
調査・研究を実施し、必要な対策を講じます。また、海獣被害への対応やナマコなどの密漁監視体制を強化します。

　②安全・安心な漁業生産活動の確立
　港湾・漁港への屋根付岸壁整備などをはじめ、水揚げから流通に至るまでの衛生管理を強化し、安全・安心な漁
業生産体制の確立に努めるとともに、オホーツク枝幸産魚種の品質向上を図ります。

　③水産加工業の安定強化
　水産生産基盤整備事業や港湾整備事業による、水揚げ基地港における衛生管理施設の整備と栽培・資源管理型
漁業を更に推進し、水産物の確保と安定供給を図るとともに、加工処理施設の地域ハサップ認定への支援を進め
ながら、水産加工業経営の安定強化を推進します。

（2）  漁業による地域活性化
　①水産系廃棄物の処理体制の確立
　ホタテ漁業を中心に排出されるホタテウロ・貝殻、ヒトデ、魚類残渣などの水産系廃棄物を、地域資源を活用し
て町内で処理する地域循環サイクルの確立に努め、更なる水産業の安定強化と新たな事業創出に向けた検討を関
係機関と行っていきます。

　②「オホーツク枝幸」水産物のブランド強化
　本町の水産物は平成27年10月に開始した「ふるさと納税」返礼品の主力となっており、この制度を活用したプ
ロモーションによって、「オホーツク枝幸」水産物の知名度アップを図るとともに、水産業と観光をペアにするな
ど、産業連携による「オホーツク枝幸」ブランドの強化を推進します。

　③魚食文化の推進
　関係団体、学校と連携し、学校給食による地元水産物の食育をとおして、子どもの頃から地元で獲れた水産物の
「おいしさ」や「品質・安全性」への理解を深め、日本ならではの魚食文化の良さを伝える取組みを推進します。
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第4節 商工業の振興

　本町の商工業を取り巻く環境は、社会経済情勢が急速に変化する中、担い手不足をはじめ、少子高齢化や高度
情報化、消費者ニーズの多様化、原材料の高騰など厳しさを増しています。
　このような環境の変化に対応し、商工業の振興を図るためには、事業所自らの創意工夫と自助努力のもと、水
産業や酪農業、観光業と連携した取組みを促進し、経営基盤の安定・強化やふるさと納税返礼品の活用による販
路拡大など、地域経済の好循環を生み出し、担い手の確保・育成や地域雇用の安定を図り、地域産業と一体となっ
た戦略的な活性化対策を推進する必要があります。
　また、商工業全体の活力を高めていくため、地域での創業と新たな雇用の場の確保を促進することが重要なこ
とから、商工会、金融機関、民間事業者が連携し、創業支援を積極的に推進する取組みが求められています。

現況と課題

　産業連携による新たな事業の創出と創業者の増加により、にぎわいと活力ある商工業のまちになっています。

めざす姿

目標指標
製造品出荷額等
年間商品販売額

193億円
146億円

230億円
170億円

基準値 平成32年度目標値

住民の役割

（1）密漁などの監視に積極的に協力します。
（2）地域ぐるみで魚食文化を推進します。
（3）「オホーツク枝幸」水産物のPRに努めます。
（4）子どもたちや都市住民の漁村体験に協力します。



第１章　
地域資源を活かした産業振興のまちづくりⅢ.基本計画

38
※1  ブラッシュアップ／磨き上げること。
※2  実践セミナー／創業を予定している方、創業して間もない方などを対象に、創業に必要な心構えや実践的知識を得るための 講義・演
　　習や事業計画の作成支援などを行う。

主要施策

（1）  経営基盤の安定強化
　①経営相談・指導などの強化
　商工会、金融機関などと連携し、経営診断・相談・指導の充実、事業計画に対するブラッシュアップ※1、各種助成
制度に関する情報提供を図るなど、経営基盤の強化を促進します。

　②担い手の確保・育成
　地元企業と高校との相互協力体制を強化し、地元の仕事の紹介や就業体験の積極的な実施により、最終的に地
元での就職に結びつくシステムづくりと、高校卒業後にめざすキャリア育成の受け皿の確保、経営者・従業員の意
識向上を図るなど、新しい時代に挑戦する創造性と意欲に富んだ担い手の育成を支援します。

　③異業種交流と地域交流イベントの促進
　関係機関と連携し、経営者の意識改革やアイデア・ノウハウの交換による経営改善、地域資源を活かしたビジネ
スモデル開拓などの活性化を図るため、業界交流や異業種交流を促進します。また、地域で働く若者が気軽に参加
でき、交流から結婚につながるような地域交流イベントを実施します。

（2）  創業支援の強化
　①創業と相互体制の強化
　商工会と金融機関などが連携し、創業支援の相談窓口を設け、各種助成制度や有識者によるターゲット市場の
アドバイスなど、相談者の内容やステージに応じた対応を実施します。また、顧客ニーズへの対応や経営方法を養
うため、実践セミナー※2の開催など外部の創業支援機関と連携し、総合的に創業を支援します。

　②中心市街地の空き店舗などの活用
　創業希望者や企業における新たな事業を推進し、商工会と連携して、中心市街地の空き店舗などの活用を促進
するとともに、導入設備及び新規雇用者への中小企業活性化助成事業による支援を行います。

（3）  地域産業と連携した活性化
　①産業間連携による雇用の確保
　水産業や酪農業、観光業と連携して、地元食材を提供できるシステムの構築をめざし、地域経済の好循環から3
次産業の活性化を図るなど、新たな「しごと」を創り育て、地域雇用の安定と若者の定住・UIターンを促進します。
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第5節 観光業の振興

　本町の観光入込客数は平成26年の実績で23.8万人、そのうち日帰り客が20.9万人、宿泊客数は2.9万人で、宗谷
管内における本町の宿泊客シェアは5.2%となっています。北海道全体の宿泊客数は増加している一方で、宗谷管内
の宿泊客数は減少し、本町でも宿泊客数は減少しているものの、外国人宿泊客数については、タイ・インバウンドツ
アー※1の取組みによって増加しています。
　本町の面積は宗谷管内で1番、北海道全体でも9番目に広い面積を誇り、広大な自然環境を背景にした景観や地球
上で流氷が流れ着く最南端の海「オホーツク海」は、豊かな水産資源を有する漁場として知られ、ホタテ貝・秋サケ・毛
ガニをはじめとする海産物、豊富な自然がもたらしてくれる山菜などの食材や歴史・文化といった地域資源が存在
し、国内外からの観光訪問客を誘客するポテンシャル※2は非常に高い地域であるにも係わらず、現在の観光施策は、地
域イベントの開催、都市部での特産品販売・PRがメインとなっており、タイ・インバウンドツアーの取組みで一定の成
果をあげているものの、地域資源を活用した「えさし」ファンの獲得・新たな観光訪問客の呼び込み・特産品市場の開
拓など、地域経済全体が活性化するステップアップにはつながらず、一過性の効果に止まっています。
　そのため、観光施策を抜本的に見直すとともに、広い地域に豊富に存在する地域資源をつなげ、広域エリアをマネ
ジメントできる日本版DMOの役割と機能などを備えた組織体制の強化と確立が求められています。
　また、新たな観光施策では、基幹産業の水産業・酪農業と連携した産業観光システムを構築し、関係産業と連携した
生業観光の確立など、地域経営の視点に立った観光戦略づくりが求められています。

現況と課題

※1  インバウンドツアー／外国人の訪日旅行のこと。
※2  ポテンシャル／潜在能力。

住民の役割

（1）地元食材や商品の良さを知り、購入を心がけます。
（2）多様な消費者ニーズに対応した商品開発・提供に努めます。
（3）アイデアやノウハウなどを共有しながら、創意・工夫し、起業や新分野進出にチャレンジします。
（4）地域交流イベントへ積極的に参加します。

　②企業連携による市場開拓
　ふるさと納税の返礼品や体験・滞在型ツアーを通じて、観光訪問客の購買やツアーに対する顧客ニーズから、地
元企業が連携した販路拡大や地場産品の新たな市場開拓につなげ、地域経済の活性化を図ります。
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　北海道オホーツクを代表する産業観光型「オホーツク枝幸DMO」が確立され、観光訪問客が満足する「おもて
なし」が充実したまちになっています。

めざす姿

目標指標
年間観光入込客数
年間外国人延宿泊客数
宗谷管内観光入込客数
DMO組織の確立

23.8万人
0.1万人

184.6万人
0団体

30.0万人
0.3万人

203.1万人
1団体

基準値 平成32年度目標値

主要施策

（1）  観光推進体制の整備
　①「オホーツク枝幸DMO」の確立に向けた推進体制の整備
　既存の枝幸町観光協会に日本版 DMOの役割、機能を加え、広域マネジメントができる組織へ発展させ、地域経営
の視点に立った「オホーツク枝幸 DMO」の確立を図るとともに、人材の確保・育成などの推進体制を整備します。
　また、違った角度からの視点で観光資源を発見するため、地域おこし協力隊を募り、観光戦略づくりを推進します。

　②観光ビジョンの策定
　明確なコンセプトに基づく観光戦略とするため、各種分析調査、DMOの機能・規模の検討、観光戦略拠点の方
向性を示す基本計画など、地域資源をつなげる観光ビジョンを策定します。

　③地域間連携による広域観光の推進
　宗谷管内や共通のコンセプトを掲げる地域との連携強化と、戦略的なプロモーションによって、広域的に人を呼び
込み、「オホーツク枝幸」の特色を活かした「おもてなし」で、新たな人の流れと「えさし」ファンを創り出します。また、
マーケティング連携によって、顧客ニーズに合った商品開発と販路拡大などにより関連産業の活性化を図ります。

（2）  地域資源を活かしたブランドづくり
　①「オホーツク枝幸」ブランドづくり
　住民が主体となる実行組織と外部コーディネーターの活用により、地域資源の掘り起こしを行い、本町でしか味わ
えない食や景色・体験・滞在型プログラムの開発など、「オホーツク枝幸」ならではのブランドづ くりを推進します。
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※1  観光コンテンツ／観光の対象となる素材、中身のこと。
※2  観光コーディネーター／旅行エージェントや旅行客と観光事業者などとの間を調整するもの。
※3  ソーシャルネットワーキングサービス／人と人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ型のウェブサイト。

住民の役割

（1）本町の魅力の再発見と「オホーツク枝幸」ブランドづくりに協力します。
（2）おもてなしの心を持ち、観光訪問客をあたたかく受け入れます。
（3）体験インストラクターなど、得意分野で産業観光に参加します。

　②地域資源を活かす人材の確保・育成
　地域資源を活かした観光コンテンツ※1を提供するためには、観光コーディネーター※2や体験インストラクター
など各分野における人材の確保・育成が必要となります。また、豊かな地元食材を旬の時期においしく提供できる
料理人の育成は、特に重要な要素であることから、地域での人材発掘と外部人材の登用など多角的な人材の確保・
育成に努めます。

（3）  他政策と連携した観光振興
　①産業観光づくりの推進
　豊かな自然環境を背景にした観光資源と水産業、酪農業のしごとを「見て・学んで・味わう」ことができる体験・
滞在型ツアーシステムを構築し、関連産業と連携した枝幸版産業観光づくりから、地域経済の活性化を図ります。

　②観光施設と移住・定住の推進
　既存観光施設の運用方法を見直し、観光の拠点施設とする一方で、ふるさと納税返礼品制度の活用などから、都
市部からのお試し移住やしごと体験暮らしの施設として活用し、本町への新たな人の流れを作り、移住・定住希望
者を積極的に受け入れます。

（4）  観光情報の提供とサービスの向上
　①観光情報システムの推進
　本町をはじめ、宗谷管内や連携市町村のイベント、観光情報、アクセスなどのマップ情報や利用登録者に希望す
る情報をダイレクトに提供できるよう、ホームページやソーシャルネットワーキングサービス※3などを活用し、
効果的な情報発信を行います。

　②観光ホスピタリティの向上
　インバウンド訪問客に対しての、対応方法の習熟や観光施設の外国語による説明表記など、利便性の向上に努
めます。また、住民一人ひとりの観光客に対するおもてなしの心の向上と、ここちよく滞在していただくための体
制づくりなどを推進します。
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第１節 保健予防対策・医療体制の充実

※1  ライフステージ／年齢にともなって変化する生活段階のこと。

現況と課題

〔保健予防〕
　生活環境の改善や医療の進歩を背景に、平均寿命が年々伸びている一方で、生活習慣病の方や要介護高齢者の
増加に対する対応が課題となっています。住民一人ひとりが健康づくりのためにどのように取組み、地域、行政、
医療の関係機関がどのような協力・支援を行っていくかを示した「枝幸町健康増進計画」を平成26年に策定し、そ
れぞれのライフステージ※1における目標を定め健康づくりを推進しています。今後も、健康増進計画の基本理念
に沿い、生活習慣病の早期発見や疾病予防など、健康づくりを推進し、誰もが健康でいきいきとした生活を送るこ
とができるよう、住民一人ひとりの生活の質を高めていく必要があります。

〔地域医療〕
　本町の地域医療体制は、枝幸市街地に枝幸町国保病院と歯科医院3カ所、歌登市街地に歌登診療所・介護老人
保健施設と歯科診療所1カ所で、枝幸町国保病院が救急告示病院となっています。しかし、医療需要の高度化に
伴い、名寄市などの高度医療機関への搬送が多くなっています。近年、ITネットワークにより、中核病院とデー
タ共有し、専門医の判断による救急医療が提供されていますが、今後は、更なるネットワークの拡大と、より高
度な医療提供体制の整備を進めていく必要があります。
　また、医師をはじめ、看護師や医療技術者が不足していることから、より積極的に確保対策に取組む必要があ
ります。

〔母子保健〕
　少子化に伴い出生数は減少しているものの、子育て支援を望む親が増加していることから、関係機関との連
携を密にし、気軽に子育てに関する相談ができる体制を強化していく必要があります。
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　安心して医療を受けられる体制が確保されるとともに、住民一人ひとりのライフステージに合った健やかな暮
らしが実現されています。

めざす姿

目標指標
各種がん検診受診率
特定健康診査受診率
人口1,000人当たりの医師数
人口1,000人当たりの看護師数
合計特殊出生率
新生児訪問実施率
乳幼児健診・相談受診率

―
29.0％
0.9人
6.4人
1.51

100.0％
94.3％

40.0％
60.0％
1.0人
7.5人
1.60

100.0％
100.0％

基準値 平成32年度目標値

主要施策

（1）  保健予防対策の推進
　①各種健(検)診、相談の充実
　生活習慣病予防のための各種健(検)診や生活改善に向けた保健指導の充実を図るとともに、家庭・地域・学校・
事業所における健康づくりを推進します。
　また、通院が困難な在宅療養者に対しては、情報通信機器によるICT遠隔看護相談システム※1を活用した、保健
師や看護師による指導・相談活動を推進します。

　②健康運動の推進
　ストレス解消や肥満予防だけではなく、高血圧症、糖尿病、骨粗しょう症の予防効果が期待される適度な運動習
慣を身につける各種運動教室や各スポーツ施設の利用を推進します。

　③メンタルヘルス対策の推進
　精神障がい者の悩み・不安解消の取組みや、社会参加の促進を図るとともに、こころの病気や自殺予防対策につ
いて、地域全体での取組みを継続して推進します。

　④健康づくりの推進に向けた人材確保
　自らの健康に関心を持ち、健康的な生活習慣を実践する、地域における健康づくりのヘルスリーダーや推進団
体の確保・育成に努めるとともに、町ぐるみ・地域ぐるみでの健康づくり活動と健康意識の高揚を図ります。

※1   ICT 遠隔看護相談システム／在宅療養者の健康管理・維持のために必要な生活上の課題を医療者と共有しながら、患者さんの
　　日々の健康管理を、情報通信技術（テレビ電話や、電子メールなどによる相談、日々の体温や血圧、脈拍、血糖値などの健康記録
　　をデータベース化するなど）を利用して、継続的な治療、看護を実施するもの。
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（1）自分の健康状態を知るため、健康診査を積極的に受診し、生活習慣病予防に努めます。
（2）栄養バランスの取れた食生活をします。
（3）適度な運動習慣を身につけます。
（4）健康増進のため禁煙・節酒に努めます。
（5）歯の健康づくりに心がけます。
（6）緊急性がないときは、診療時間外の救急受診はしません。

住民の役割

（2）  地域医療の充実
　①地域医療基盤の充実
　医師、看護師、医療技術者などの医療従事者の確保・育成に向け、住宅をはじめとする就労環境の整備に努め、
関係機関への積極的な支援を強く要望していくとともに、更なる地域医療基盤の充実を図るため、高度医療機器
の更新や施設設備に努めます。
　また、電子カルテや情報整理システムの導入により、情報の一元化と診療データの適切な運用を図り、より質の
高い安心した医療の提供に努めます。

　②保健・医療・介護・福祉との連携強化
　保健・医療・介護・福祉の関係機関との連携により、訪問看護・リハビリ・管理指導など、在宅医療の支援を継続
するとともに、在宅ケア運営会議により、常に地域の情報や課題を共有し、トータル的な問題解決に努めます。

　③救急医療体制の充実
　I Tネットワークの拡大を図り、より高度な医療提供体制を整備するとともに、名寄市を中心とした病院間の連
携強化による救急医療体制の充実に努めます。

（3）  母子保健の充実
　①妊婦健診・乳幼児健診などによる母子保健の推進
　妊産婦健診・相談、妊婦・産婦・新生児訪問、乳幼児健診・相談などにより、異常の早期発見、早期治療につなげる
とともに、子育て支援の充実により、母子の健康推進を図ります。

　②経済的支援の充実
　出産交通費助成、子育て支援予防接種助成、乳幼児等医療費助成などにより、妊娠・出産・子育てを望む人の経
済的負担の軽減に努めます。
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第2節 高齢者福祉の推進

　高齢者が住み慣れた地域で、健康でいきいきと暮らしています。

めざす姿

目標指標
要介護認定率
介護保険施設入所者数
老人クラブ会員数
介護保険料収納率

18.5％
141人
410人
98.0％

22.6％
149人
505人
99.0％

基準値 平成32年度目標値

現況と課題

〔高齢者福祉〕
　本町の65歳以上の高齢者数は平成27年3月現在で2,724人、31.8%で、今後、団塊の世代が高齢層に到達する
ことで、高齢化は一層加速することが見込まれています。高齢者が住み慣れた地域で、健康でいきいきと暮らすた
め、在宅サービスの充実を図るとともに、地域での助け合いやまちづくり活動への参加、生涯学習活動などをとお
して豊富な知識や経験を活かすなど積極的な社会参画が求められています。

〔介護保険〕
　地域の実情に応じた地域包括ケアを構築するため、介護給付等対象サービスをはじめ、在宅医療・介護連携や認
知症施策、生活支援サービス、介護予防の充実を推進するとともに、ボランティアを含む関係団体の連携を強化し、
支援が必要な高齢者へ適切なサービスが提供できるよう、円滑な運営を図っていく必要があります。

主要施策

（1）  高齢社会への対応
　①高齢者福祉施策の総合的な推進
　枝幸町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、高齢者が住み慣れた地域で健康に暮らすため、介護・
予防・医療・福祉・生活支援など連携したサービスが提供できるよう、地域に合った「地域包括ケア」の構築をめざ
し、高齢者保健福祉施策の総合的な推進と円滑な実施に努めます。
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（1）いつまでも自立して暮らしていけるよう、上手に在宅サービスを活用します。
（2）培ってきた経験や知識・技術を活かした社会活動をします。
（3）介護予防のため、老人クラブをはじめ、各種運動教室や生きがい活動などに積極的に参加します。
（4）介護保険料を納めます。

住民の役割

　②地域における見守り体制の強化
　高齢者の安全・安心な暮らしを守るとともに人権侵害や虐待を早期に発見し、適切に対応するため、地域やボラ
ンティア、民生委員、地域包括支援センターなど、日常的な活動をとおした情報共有と、日々の生活に密着した
サービスを提供している事業者や各種団体による見守り体制の強化を図ります。

　③認知症高齢者対策の推進
　認知症に対する住民の理解を高め、関係機関と連携し、認知症に関する相談支援体制の確立や本人・家族に対す
る適切な支援に努めます。

　④高齢者の社会参加、生きがい活動の促進
　介護予防につながる老人クラブや趣味などの生きがい活動を支援するとともに、心身とも健康で元気に暮らせ
るよう、生涯学習や生涯スポーツへの積極的な参加を促進します。

（2）  介護保険事業の安定化
　①介護保険制度の理解促進
　制度改正の内容や仕組みについてパンフレットなどを活用した周知に努めるとともに、介護保険制度における
認定申請からサービス内容に関する情報をわかりやすく提供し、相談体制の一層の強化を図ります。

　②安定的な制度運営
　安定した制度運営を行うため、介護給付費等の適正化に対する取組みに努めるとともに、適正な保険料と徴収
率の向上および滞納者対策を強化します。

　③新たな介護保険制度への移行
　平成29年度からの新たな介護保険制度への円滑な移行と、在宅医療・介護が連動した各種サービス内容の充実
に努めます。
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第3節 障がい者福祉の推進

※1  障害者総合支援法／地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実など、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するこ
　　とを目的とし、障害者自立支援法を改正する形で施行。これにより、障がい者・障がい児の範囲を見直し、障害福祉サービスの対象に難病などを追加、障
　　害支援区分の創設、支援の拡充、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施された。

　障がいがあっても住み慣れた地域で自立していきいきと生活しています。

めざす姿

目標指標
施設入所者数
地域活動支援センターの登録者数
グループホーム居住者数

23人
50人
24人

20人
55人
36人

基準値 平成32年度目標値

　平成18年4月に障害者自立支援法が施行され、身体、知的、精神障がいの別に関わらず、サービ ス利用の仕組みが
一元化され、更に平成25年4月に障害者総合支援法※1が施行されるなど、障がい者を取り巻く環境が大きく変化し
てきています。
　このような中、年齢や障がいの重さ、種別によって生活状況が異なる障がい者が、住み慣れた地域で安心してい
きいきと自立した生活を送るためには、地域の理解と就労の場の確保、生活環境の整備、障がいのある人やその家
族・介護者への支援体制の確立など、地域ぐるみで障がい者を支えていく必要があります。
　また、スポーツや生涯学習活動・地域活動への積極的な参加を促進し、障がい者がいきいきと自分らしく暮らせ
る社会を構築し、地域での生活の場の拡充と社会を構成する地域の一員として活躍できる環境整備を進めていく
必要があります。

現況と課題

主要施策

（1）  障がい者福祉の推進体制の充実
　①障がい者福祉施策の総合的な推進
　枝幸町障がい者福祉計画に基づき、障がいのある人もない人も、ともに地域で暮らすための福祉の向上を実現
するため、障がい者福祉施策の総合的な推進と円滑な実施に努めます。
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※1  NPO 法人／営利を目的としないサービスを提供する民間法人のこと。

（1）身体、知的、精神障がい、難病について学び、正しい理解に努めます。
（2）支援を必要とする障がい者を介助し、支えます。
（3）障がい者の自立や社会参加に対し、積極的に協力します。
（4）障がい者の雇用・受け入れに努めます。
（5）ボランティア活動に積極的に参加します。

住民の役割

　②障がい者福祉施設の整備
　NPO法人※1が実施するグループホームなどの施設整備を支援するとともに、既存施設の有効活用による在宅
支援サービスの充実に努め、地域での生活の場の拡充を図ります。

　③社会参加の機会の充実
　障がい者によるスポーツ・レクリエーション活動を支援するとともに、地域で開催されるイベントや学習の場
へ気軽に参加できるよう、積極的な情報提供と、施設や設備の整備・改善を図ります。

（2）  障がい者の自立生活の支援
　①生活支援の充実
　障がい者が心身の状況やニーズに合った在宅生活支援を適切に受けられるよう、関係機関と連携した相談体制
を確立するとともに、障がい福祉サービスをはじめ、各種生活支援サービスの充実を図ります。

　②障がい者の就労機会の確保
　障がい者の交流や日常生活の支援を目的とした「地域活動支援センター」の利用を促進するとともに、地域の積
極的な協力のもと、障がい者の一般就労移行や就労の場の確保・拡大に努めます。また、雇用する事業所に対し、
従業員の意識の啓発や働きやすい施設・設備など、支障なく就労できる環境づくりを促進します。

　③やさしい環境づくり
　道路や公園・公共施設のバリアフリー化を進めるとともに、安心して外出でき、身近な場所で憩い、地域の人と
ふれあうことができる環境づくりを進めます。
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第4節 地域福祉の推進

※1  セーフティネット／網の目のように救済策を張り、全体に対して安全や安心を提供するための仕組み。

　お互いに助け合い・支え合う地域が実現しています。

めざす姿

目標指標
社会福祉協議会登録ボランティア団体数・人数
生活保護受給世帯数

30団体・1,800人
83世帯

30団体・1,900人
78世帯

基準値 平成32年度目標値

主要施策

（1）  地域福祉の推進体制の充実
　①社会福祉法人の体制基盤の強化
　社会福祉協議会をはじめとする社会福祉法人の人材確保に協力するとともに、各法人が行う事業の円滑な実施
と情報の連携強化による適切なサービスの提供を支援します。

現状と課題

〔地域福祉〕
　今後ますます加速する少子高齢化により、住民・関係機関・各事業者などが一体となり、それぞれの役割を明確にし
ながら連携・協力し、住民すべてが住み慣れた地域で安心して生活できるよう取組んでいく必要があります。そのため
公的福祉サービスの充実をはじめ、地域における福祉コミュニティによる助け合いの基盤を確立する必要があります。

〔生活困窮者福祉〕
　近年、社会経済環境の変化に伴い、生活困窮に至る人や稼働年齢層を含む生活保護受給者が増加しています。こ
のような中、住民の生活を重層的に支えるセーフティネット※1の構築が必要とされ、健康で安定した生活が送れる
よう、生活困窮者に対する支援の充実が求められています。
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（1）地域福祉活動に対する理解を深め、積極的に協力します。
（2）ボランティア活動に積極的に参加します。
（3）生活困窮者の自立促進に協力します。

住民の役割

　②地域福祉に関わる人材の確保・育成
　多様化する住民ニーズに対応するため、新たな福祉サービスやボランティアによるサービスを検討するなど、
福祉専門職員及びボランティアの確保・育成に努めます。

　③ボランティアネットワークの構築
　ボランティアによる福祉活動が注目される中、住民の活動への参加を促進するとともに、効果的・効率的な地域
福祉活動を推進するため、関係機関を含めたボランティアネットワークの構築を図ります。

　④福祉コミュニティの確立
　地域住民が地域内の福祉に主体的な関心を持ち、積極的に参加する「支援を必要とする人に福祉サービスを提
供」、「地域全体で人と人とが助け合う」、福祉コミュニティの確立を図ります。

（2）  生活困窮者福祉の充実
　①生活困窮者の生活安定と自立促進
　相談支援体制を充実させるとともに、地域における自立・就労支援などを行います。また、生活保護受給者につ
いては、関係機関と連携し、多様な状況に応じた適切な相談・指導・支援体制を確保するとともに、稼働能力の程
度に応じた就労の促進など、世帯の自立を援助します。
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第5節 子育て支援の充実

　地域ぐるみで子育てを支え、子どもたちが心身ともに健やかに成長しています。

めざす姿

目標指標
延長保育登録者数
一時預かり事業登録者数

学童保育登録者数

一時預かり実施箇所

8名
50人

枝幸地区61人
歌登地区26人

2箇所

10名
50人

枝幸地区50人
歌登地区20人

3箇所

基準値 平成32年度目標値

現況と課題

主要施策

（1）  総合的な子育て支援体制の充実
　①子ども・子育て支援事業の推進
　枝幸町子ども・子育て支援事業計画に基づき、子育てに関する施策の総合的な推進と円滑な実施に努めます。

　②地域子育て支援センター機能の充実
　保護者相互の交流、子育てに関する情報提供の場、気軽に相談できる機関として地域子育て支援センター機能の
充実に努めます。

　社会・経済状況の変化や地域関係の希薄化により、核家族化や結婚・出産・子育てに対する不安から、未婚化、晩
婚化といった結婚観の変化や少子化が進行しているとともに、景気の先行きが不透明な社会情勢の中で、将来への
就業、所得の不安から共働き家庭が増加しているなど、出産・子育てに関する環境は大きく変化してきています。
　このような中、ひとり親家庭に対する支援の充実、若い世代が仕事と家庭を両立でき安心して子どもを産み育
てられる環境づくりや、子どもの健全育成に向けて地域が一体となって子どもの育成に関わることのできる環境
づくりが求められています。
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　③いじめ・児童虐待の防止
　学校・教育委員会をはじめ、行政・民生委員・児童委員・警察など、関係機関の連絡・連携を強化し、いじめ・虐待
の早期発見・早期対応に努めるとともに、未然に防ぐことができるよう予防体制の確立を図ります。

　④ファミリー・サポート・センター事業の導入
　子育て中の保護者などが会員となり、援助を求める方と援助をしたいと希望する方との相互援助活動に関する
連絡・調整を行う、ファミリー・サポート・センター事業の導入を図ります。

　⑤子育て情報の提供
　子育て支援に関する情報をまとめた子育てガイドブックの作成・配布やホームページによる情報の提供を推進
します。

　⑥子育てネットワークづくり
　子育て支援・保育サービスを効果的に提供するとともに、サービスの質の向上を図るため、地域における子育て
支援サービスなどのネットワークの形成を図ります。

（2）  家庭における子育て支援の充実
　①保育サービスの向上
　利用者のニーズに合わせた、延長保育・低年齢児保育の充実に努めるとともに、時代にあった保育サービスの提供を
図ります。また、就学前の親子を対象として、気軽に遊びに来たり相談できる場となる保育所開放事業を実施します。

　②放課後児童対策の充実
　放課後児童健全育成事業(枝幸・歌登学童保育所)と、「遊 YOU 広場」や「うたのぼり放課後ふらっとたまり場」な
どの放課後子ども教室とが連携し、子どもの交流の場の提供に努めます。また、休日・放課後の子供たちの遊び場と
して、児童館や子ども会館など、安全・安心な居場所の確保を図ります。
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（1）子育て支援サービスの適切な活用に努めます。
（2）地域の子どもたちに関心を持ち、子どもたちの健全で安全な育成に協力します。
（3）ひとり親家庭を地域ぐるみで応援します。
（4）子どもや子育て中の親が地域活動へ参加しやすい環境をつくります。
（5）子育てに関する地域活動やグループ活動へ参加します。

住民の役割

　③障がい児、発達に心配のある児童への支援
　発達に不安がある子どもや、障がいのある子どもの個々の状況に応じたきめ細かな支援体制を強化し、療育の
充実に努め、生活に必要な福祉サービスに関する情報の提供と支援制度の利用促進を図ります。

　④安心して働ける環境の整備
　仕事と子育ての両立ができる職場環境づくりの啓発活動を行います。また、事業所などにおける子育てしやす
い環境整備を促す取組みを支援します。

（3）  子育てへの経済的支援の充実
　①子育てに対する経済的支援
　国・道が実施する児童手当や乳幼児等医療費助成をはじめ、本町が実施している各種助成制度など、子育てに対
する支援制度の情報提供に努めるとともに、積極的な利用を促進します。

　②ひとり親家庭に対する経済的支援の充実
　保育料の減免や、本町が実施している各支援制度の利用を促進し、経済的負担の軽減に努めます。
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　各種社会保険制度が適正に運営され、住民に公平な負担と給付がなされています。

めざす姿

目標指標
国民健康保険税収納率
後期高齢者医療保険料収納率

97.9%
99.8%

98.0%
100.0%

基準値 平成32年度目標値

現況と課題

〔国民健康保険・後期高齢者医療〕
　国民健康保険については、医療技術の高度化に伴い、加入者一人当たりの総医療費が増加傾向にあります。一
方、国民健康保険税は加入者の減少により増収を見込めず、国民健康保険の財政運営は厳しい状況にあり、事業の
健全な運営を維持するには、医療費の適正化に努めるとともに生活習慣病予防など、住民の保健事業の充実強化
を図っていく必要があります。
　また、平成30年度からは、町と北海道が共同で国民健康保険の運営を行うことから、新しい国民健康保険制度
についての住民周知と、移行に向けた準備を進めていく必要があります。
　後期高齢者医療制度については、北海道後期高齢者医療広域連合と連携し、制度の適正な運営に努めるととも
に、引き続き制度の周知を図る必要があります。

〔国民年金〕
　国民年金については、少子高齢化が進展する中で高齢者の生活基盤を支える主要な社会保障制度であること
から、引き続き住民の年金受給権の確保や制度の理解を得るための情報提供に努めていく必要があります。

第6節 社会保障の充実
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※1  レセプト／患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書のこと。

（1）国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を納めます。

（2）健康管理に心がけ、適切に医療機関を利用します。

（3）国民年金を忘れず納めます。

住民の役割

主要施策

（1）  国民健康保険・後期高齢者医療の安定化
　①国民健康保険事業の健全な運営と適正な課税及び収納
　国民健康保険制度の周知、後発薬の利用促進などの啓発に努めるとともに、レセプト※1点検の強化や適切な資
格管理を行い、医療費の適正化を図っていきます。また、保険税の負担の公平性を確保するため、適正な課税・徴
収と滞納者対策を強化します。

　②後期高齢者医療制度の推進
　後期高齢者医療制度の周知及び啓蒙啓発に努めるとともに、保険料の収納確保と滞納者対策を強化し、安定的
な運用を図ります。

（2）  国民年金制度の安定化
　①国民年金制度の周知啓発および加入・納付の促進
　国民年金制度の周知を図り、適正な資格管理に努めるとともに、納付困難者への免除制度の周知を図り、無年金
者の防止に努めます。
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現況と課題

〔道路・交通網〕
　道路・交通網については、平成18年度に一般道道歌登咲来停車場線の咲来峠の改良が完了し、国道40号線への
アクセスが大幅に改善され、平成20年度には「歌登トンネル」の開通による危険箇所の解消により利便性・安全性
の向上が図られました。農道については、全町的な整備が完了し、林道については適正な森林の育成・管理を促進
するため、計画的な整備を進めています。一方、主要道道枝幸音威子府線をはじめ、町内の国道、道道の整備促進
や北海道縦貫自動車道の早期延伸については、関係団体と連携し、早期予算化を強く要望するとともに、住民の安
全・安心な暮らしを守るための人にやさしい道づくりなど、道路環境の向上に努めていく必要があります。
　札幌・旭川方面に至る都市間バス「えさし号」については、運行時間の短縮が求められております。また、町内や
近隣町へのアクセスについては、交通手段を有しない高齢者や通学・通院・買い物などの日常生活を支援するた
め、宗谷バスへの補助により運行を確保しており、これらを含め住民の安全・安心な交通体系の確立を図っていく
必要があります。

〔上下水道〕
　水道については、現在まで浄水場の機器更新及び上水道の老朽化した配水管の更新整備事業を進め、安定し
た給水に努めてきました。また、これまで数多く点在していた簡易水道や農用専用水道は、人口減少による給水
量の減少や施設の経年劣化などにより事業統合され、平成26年度末現在では、枝幸地区の上水道と、枝幸南部
地区・歌登地区・志美宇丹地区・本幌別地区の簡易水道の5つの事業体制で水道普及率は99.9%となっていま
す。現在は、安定した給水量を確保するため枝幸浄水場の水源をケモマナイ川のほかウエンナイ川から取水す
るための、導水施設更新事業を進めています。
　今後は、更に良質で安全な水を供給していくため、老朽化した各施設の更新などを計画的に進めていく必要
があります。
　公共下水道と集落排水処理施設については、計画した区域全域で整備が完了しているほか、合併処理浄化槽
については、平成26年度末現在で枝幸地区に140基、歌登地区に49基が設置され、汚水処理体制の確保に向け
た取組みを進めています。
　今後も、本町の清らかな川や海を次の時代を担う世代に引き継ぎ、快適に暮らせる居住環境を保つため、下水
道などの各施設の適切な維持管理に努めていく必要があります。

第1節 道路・交通網・上下水道の整備
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　安全・安心な道路と利便性の高い交通ネットワークが構築されています。
　また、良質でおいしい水が安定して供給でき、生活排水が適切に浄化され、清らかな水辺環境と快適な居住環境
が保たれています。

めざす姿

目標指標
都市間バス札幌線の年間利用者数(往復合算人数)
名寄市までの自家用車での到達時間
公共下水道水洗化率
集落排水施設水洗化率
合併処理浄化槽水洗化率

9,296人
約85分
89.8%
77.7%
55.5%

10,000人
約65分
92.0%
85.0%
66.0%

基準値 平成32年度目標値

主要施策

（1）  道路網の整備・充実
　①道路・橋梁の整備
　主要道道枝幸音威子府線をはじめ、町内の国道、道道の整備促進や道北自動車道の早期延伸に向け関係団体と
連携し、早期予算化を強く要望していきます。町道については、住民ニーズを尊重しながら、生活環境の改善や産
業の振興に結びつく路線整備を順次計画し、事業化を図ります。橋梁については、「橋梁長寿命化計画」に基づき
適切に管理します。

　②農林道網の整備
　生乳や飼料などの輸送路となる農道について適正な維持管理に努め、林業施業の管理道となる林道について
は、今後も継続して計画的な整備を進めます。

（2）  道路環境の向上
　①冬道対策の推進
　住民の冬期間の安全な交通を確保するため、雪寒機械の計画的な更新を行い、町が管理する生活道路の充実し
た除雪体制の維持に努めます。

　②人にやさしい道づくり
　「枝幸町バリアフリー基本構想」に基づき、枝幸バスターミナルをはじめとする生活関連施設相互間の移動が円
滑に行えるよう、歩道や街路灯の整備などにより、すべての住民にやさしい道路づくりに努めます。
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※1  デマンド型交通／利用者が「いつ、どこから、どこへ」などの要望をあらかじめバス運行事業者に予約し、これに応じて乗り合い形式な
　　どでバスやタクシーなどが運行されるシステム。

（3）  公共交通網の維持・充実
　①バス路線の維持・確保
　道央圏とを結ぶ唯一の公共交通機関である都市間バス「えさし号」と、通学・通院で利用する町内や近隣町とを
結ぶ生活バス路線の維持・確保に努めます。また、交通弱者の移動手段確保のため、乗り合いタクシーやコミュニ
ティバス、デマンド型交通※1など、住民ニーズに合った新たな地域交通システムの導入についても検討します。

（4）  安定的な水道の供給
　①水源の適正管理
　水源の環境整備により、水質保全に努めるとともに、監視体制の強化や土砂の除去を行うなど、水源の適正管理
と水資源の大切さの啓発を図ります。

　②安定した供給体制の整備
　老朽化した施設や配水管を計画的に更新し、施設や管路の延命化に努めるとともに、定期的な点検を実施する
など、安定した供給体制の整備を図ります。

　③水道事業の安定運営
　情報機器の導入・更新による、事務事業の効率化とコスト縮減を図るとともに、施設管理の効率化、高度化によ
り、水道事業運営の安定化に努めます。

（5）  下水道などの普及促進
　①下水道施設の適正管理
　宅地や産業系用地の造成などに対応し、公共下水道、集落排水施設、合併処理浄化槽の新設や、既存の処理場、
管渠、浄化槽の長寿命化を図るとともに、今後も計画的な更新を行い、下水処理の質的向上と施設の適正な維持・
管理に努めます。

　②下水道事業の安定運営
　使用料の適正化、台帳の情報化、施設管理の効率化・高度化により、下水道事業運営の安定化に努めます。
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※1  住宅セーフティネット／経済的理由などから独力では住宅を確保することが困難な人が、それぞれの所得、家族構成、身体の状
　　況などに適した住宅を確保できるような仕組み。
※2  住宅ストック／住宅需要に対し、現実に供給されている量のこと。

（1）道路などの公共空間の清掃活動と花や緑の景観づくりに積極的に協力します。
（2）道路整備など、まちづくりの検討の場に積極的に参画します。
（3）環境にやさしい公共交通の利用に努めます。
（4）節水意識と無駄のない利用に努めます。
（5）川や海をいつまでもきれいに保つため、公共下水道や集落排水、合併処理浄化槽の利用に努めます。
（6）合併処理浄化槽など処理施設の適切な維持管理に協力します。

住民の役割

第2節 住環境の整備
現況と課題

〔住宅・宅地〕
　住宅・宅地については、計画的な公営住宅の整備や宅地の供給により持ち家の誘導促進を行い、住生活の安定確
保と向上に向けて取組むとともに、公営住宅のバリアフリー化など、質の面を重視した住宅施策を推進していま
す。このような中、国は平成23年3月に住生活基本計画を見直し、サービス付き高齢者向け住宅の供給促進や住宅
の省エネルギー性能の向上といった住生活環境の整備、既存住宅が円滑に活用される市場整備などへの取組みを
推進しています。本町においても少子高齢化、人口減少、厳しい雇用状況を背景に住宅を取り巻く環境の変化が見
込まれることから、関連する施策と連携した住宅セーフティネット※1の一層の充実と良質な住宅ストック※2の形
成・活用促進が求められています。さらには、UIターンや移住・定住の受け皿として、良好な住宅・宅地の供給を誘
導していく必要があります。

〔公園・緑地〕
　本町には、広大な敷地でゆったりと過ごせる公園やパークゴルフ場をはじめ、地域の子どもたちが気軽に遊べ
る児童公園・幼児遊園など、多くの公園・緑地があり、住民の憩いの場や交流の場としての役割のほか、災害時の
避難場所や防災空間として重要な役割を担っています。いずれの公園も遊具などの老朽化により整備が必要な状
況にあるため、今後は地域住民の理解・協力を得ながら公園・緑地の適正な維持・管理方法を検討していく必要が
あります。
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※1  ユニバーサルデザイン／あらかじめ障がいの有無、年齢、性別、人種などにかかわらず多様な人々が利用しやすいよう生活環
　　境をデザインするという考え方。

主要施策

（1）  良好な住宅・宅地の整備
　①良好な住環境の整備推進
　本町における少子高齢化や核家族化の進行などを見据え、今後の実情に合った、より望ましい住宅の性能や住環境の
向上、福祉やまちづくりと連携のとれた住宅施策の展開を図ることを目的とした「住生活基本計画」を早期に策定します。

　②公営住宅の適切な維持管理
　公営住宅等整備活用の基本方針として、老朽ストックの計画的な建替えと環境負荷の低減や循環型社会形成の
観点から、長寿命化による改善を図り長期利用を基本として、公営住宅などの安全性や居住性を考慮した予防保
全的な維持管理に努めます。また、担い手や専門職員、医療従事者などの人材確保の観点から、民間資金活用によ
る多様な賃貸住宅の整備や借上げ方式の検討を行い、良好な賃貸住宅の供給を促進します。

　③空き家対策の充実
　関係団体、関係部局と連携し、適切に管理されていない老朽家屋などの実態把握を行うとともに、国が示すガイ
ドラインをもとに適切に管理されていない空き家所有者に対する指導・助言を行います。また、高齢者世帯と子育
て世帯の規模・構成と居住する住宅規模にミスマッチが生じているため、住替えしやすい環境整備に努めるとと
もに、空き家バンク制度などを活用した良質な既存住宅ストックの有効活用を支援します。

（2）  公園・緑地の良好な維持管理
　①既存公園・緑地の管理
　都市公園については、「公園施設長寿命化計画」に基づき遊具などの適正な管理に努めます。また、その他の公
園については、芝や樹木の手入れ、遊具の補修など、既存の公園・緑地の充実を図るとともに、住民の協力を得な
がら、既存公園の機能集約を含めた適切な管理運営に努めます。

　環境や人にやさしい快適な住環境が整備されています。

めざす姿

目標指標
新耐震基準適合住宅の比率
町営住宅管理戸数
町営住宅のバリアフリー化およびユニバーサルデザイン※1率

69.1%
734戸
62.0%

95.0%(北海道計画の指標)
682戸
72.0%

基準値 平成32年度目標値
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※1  「自助」「共助」「公助」／「自助」とは自ら(家族を含む)の命を自らが守ること。「共助」とは近隣が互いに助け合って地域を守る
　　こと。「公助」とは行政による救助・支援のこと。

　②公園・緑地の有効活用
　港湾・漁港の改修、住宅団地の整備、道路改良にあわせ、既存の公園・緑地や公共施設用地などの有効活用を図りま
す。また、このような整備・活用にあたっては、住民の視点に立ったニーズの把握と住民参画の公園整備に努めます。

住民の役割

（1）住環境づくりに個人や地域で創意工夫して取組みます。
（2）公園はマナーを守って利用します。
（3）身近な公園の維持・管理に積極的に協力します。
（4）店舗やオフィスのバリアフリー化に努めます。

現況と課題

〔防災〕
　防災については、音声告知端末の設置により、迅速な災害避難誘導や各種情報提供を行っています。しかし、近年
は各地で地震・大雨による自然災害が多発していることから、本町も例外ではありません。
　このため、東日本大震災を教訓に「防災」対策に加え、被害を最小限に軽減する「減災」の視点 から、常日頃より災
害に対する意識を高め、「自助」「共助」「公助」※1の役割分担と相互の連携による地域社会がひとつとなった、地震や
風水害などの自然災害に備え誰もが安心して快適に暮らせる防災体制の構築を進めることが求められます。

〔消防・救急〕
　消防については、枝幸消防署と歌登分署に署員38名を配置するほか、各地区に本団を含め10の消防団が組織
され、住民の財産と安全・安心を守るため日々活動をしています。
　しかし、消防団員については、高齢化や入団者不足により定数を大きく下回っていることから、人材の確保に
努めるとともに、地域防災力の強化のため、消防団の装備品を計画的に配備していく必要があります。
　火災については、平成27年の火災発生件数は4件で、近年は10件未満で推移しているものの、平成26年には5名の
尊い人命を失う火災が発生しており、消防による査察・住宅火災警報機の設置・消火訓練・防火講習会による防火意
識の徹底に努めています。
　救急について、平成27年の出動件数は340件と、近年は大きな変化は見られないものの、今後の高齢化の進
展に伴い救急需要の増加が見込まれることから、人材や資器材の充実を図るとともに、高度医療が必要なケー
スでの町外搬送体制の一層の強化が求められます。また、いままで対応できなかった水難事故に対応できる体制
整備が求められています。

第3節 消防・救急・防災対策の充実
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　自分たちの地域は自分たちで守るを合言葉に、地域ぐるみで対策に取組んでいます。

めざす姿

目標指標
消防団員数
自主防災組織数
防災訓練実施回数
防災訓練参加人数

204名
5組織
10回

1,361人

215名
10組織
15回

2,000人

基準値 平成32年度目標値

主要施策

（1）  地域防災力の強化
　①住民の防災意識の高揚
　自主放送や広報誌による啓発、防災・消防訓練の実施を通じて、住民の自主防災意識の高揚を図ります。

　②自主防災組織の育成
　地域住民が協力・連携し、災害時の被害を最小限に食い止めるため、地区や事業所での自主防災組織などの育成
に努めます。

　③災害時避難行動要支援者対策の強化
　関係機関の協力を得て、ひとり暮らしの高齢者、障がい者などの避難時に援助・配慮が必要な災害時避難行動要
支援者の実態把握に努め、避難支援体制の確立を図ります。

　④防災備品の充実
　各地区における避難所の防災備品の充実をはじめ、役場本庁舎、総合支所の防災備品の拡充を図り、災害時に迅
速に各避難者に対し必要な防災備品を配付できる体制整備に努めます。

　⑤地震・津波対策
　地震・津波に対する避難体制や情報伝達体制の確立や建築物の耐震化を推進します。

　⑥風水害・雪害対策
　豪雨による水害を防止・抑制するため河川や海岸の改修を国や道に働きかけるとともに、暴風雪に対する情報
伝達をはじめ、交通・通信網が遮断された場合への対応など、関係機関との連携や連絡体制の確立に努めます。
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（1）「自らの身の安全は自ら守る」という気持ちで、日頃から防火・防災の意識の徹底を図り、非常用持ち出し
　  袋の準備や、家具の転倒防止策、防災訓練や自主防災組織への参加に努めます。
（2）高齢者、障がい者、乳幼児など配慮が必要な方の見守りや、災害時の避難支援・救助について日頃から確認
　  しあいます。
（3）消防団活動に積極的に協力します。
（4）施設などの防火管理を徹底します。
（5）住宅用火災警報器を設置します。
（6）施設などの防災備品の充実や耐震改修に努めます。

住民の役割

（2）  危機管理体制の強化
　①初動体制の充実
　防災訓練などにより、災害時の初動対策の重要性を認識し、迅速・的確に対応できる体制づくりに努めます。

　②防災資機材の整備・充実
　食糧、生活必需品、医療品、仮設トイレ、非常用発電機、応急給水資機材など、防災資器材の備蓄と適正な管理に努めます。

　③災害時の医療体制の充実
　災害時において、医療救護が必要となる避難者に対して、保健師又は看護師を派遣できる体制整備に努めます。

　④情報収集及び提供体制
　住民に対し自主放送と音声告知放送による災害情報の伝達に努めるとともに、避難・被害状況の早期把握、気象
情報などの収集により、的確な情報提供ができる体制を強化します。

（3）  消防・救急(救助)体制の充実
　①消防力の強化
　消防職員の計画的配置と消防団員の確保に努め、消防学校への派遣をとおして、高度な知識・技術の向上を図るととも
に、水難事故への早期対応に向け平成29年度の水難救助隊の発足に向けた教育および訓練を実施していきます。また、近
年、多様化する自然災害への対策として、災害出動に備えた資機材の充実を図ります。

　②救急・救助体制の強化
　新たな高度救命処置、多様化する救助事案に対応できる知識・技術の向上に努めます。
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　すべての住民が防犯や交通事故防止に取組み、犯罪・事故のない安心できるまちが実現しています。

めざす姿

目標指標
犯罪発生件数
交通事故発生件数（人身事故）
交通事故死亡者数

28件
3件
0人

15件
0件
0件

基準値 平成32年度目標値

第4節 防犯体制・交通安全の充実
現況と課題

〔防災〕
　防犯については、枝幸警察署や関係団体とともに、街頭啓発でのチラシや啓発品配布による住民の防犯意識高揚
に努めるとともに、防犯灯のLED化を計画的に整備するなど、犯罪を未然に防げるよう努めています。
　しかし、高齢者を狙った詐欺など、その手口も年々巧妙になり、本町でも被害が発生しているなか、一人ひとりが
自ら犯罪を防止する意識をもち、地域・隣近所とのつながりを強め「犯罪を起こせないまち」をめざして様々な対策
を講じていく必要があります。
　また、子どもたちの登下校時のパトロールの充実、休校時の地域における見守り体制の確立など、子どもを守る
地域づくりが求められています。

〔交通安全〕
　将来に向かい死亡事故ゼロのまちをめざし、ドライバーはもちろんのこと、歩行者の交通安全に対する意識
の高揚を図るため、枝幸警察署や地域安全推進協議会など関係団体の協力を得ながら、家庭、学校、地域などと
の連携体制を強化し、交通安全運動と啓発活動を推進しています。
　また、全国的に若年層の速度超過に伴う事故や、高齢者による事故が増加している傾向にあることから、運転
に対する注意喚起など、年代に応じた交通教育を推進し、交通安全意識の高揚を図っていく取組みが必要とさ
れています。
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※1  線形改良／車両の円滑な運航を図るよう、カーブの直線化などを行うこと。

主要施策

（1）  地域防犯活動の推進
　①防犯対策の推進
　学校、家庭、地域、警察などが一体となり、地域ぐるみの防犯意識の高揚を図るとともに、自主放送や音声告知端末放送
による注意喚起によって、振り込め詐欺などの被害を未然に防止するよう努めます。

　②犯罪を防ぐ環境整備
　夜間の防犯対策として、地域の必要性に応じた、防犯灯の設置に努め、計画的なLED化への整備など、地域の安
全・安心に向けた取組みを推進します。

　③子どもを守る地域づくりの推進
　学校、家庭、地域、警察などが連携し、安全パトロールや見守りを強化し、地域ぐるみで子どもの安全を守ります。

　④消費生活相談体制の充実・強化
　関係団体と連携し、様々な消費者トラブルに関する相談体制の充実・強化を図るとともに、速やかな情報提供に
より、消費生活被害の未然防止に努めます。

（2）  交通安全対策の推進
　①交通安全施設の整備
　通学路や生活関連経路など、住民の生活において重要度の高い歩道について、優先的な交通安全施設の整備に
努めるとともに、急カーブ部分の線形改良※1やカーブミラーの設置、危険箇所の交通安全対策や円滑な除排雪、歩
道の堆雪の緩和など、安全対策に努めます。

　②交通安全活動の推進
　地域ぐるみで交通安全啓発活動の充実を図るとともに、老人クラブ、幼稚園・保育所・学校に対し交通安全教室
など、参加・体験型の学習の場を提供します。また、高齢者の公共交通の利用促進や、免許自主返納の周知と返納
促進に取組みます。

　③交通安全指導体制の強化
　交通安全指導員の高齢化により後継者が不足していることから、人材の確保・育成に務めるとともに、交通安全
指導員の役割や必要性について、住民意識の高揚と積極的な情報発信・啓発活動に取組みます。
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※1  ウェブサイトセッション数／インターネットのホームページを閲覧した延べ数。
※2  アカウント／コンピュータにログインしたり、インターネット上で何らかのサービスを受ける権利。

　住民と行政あるいは住民同士の双方向の情報交流や情報の共有化が図られています。

めざす姿

目標指標
ウェブサイトセッション数※1

アカウント※2登録数
60,000件

0人
300,000件
1,000 人

基準値 平成32年度目標値

第5節 情報ネットワークの整備

　本町では、平成23年4月に枝幸町情報通信基盤施設を設置し、音声告知システムによる防災対策、テレビ放送の
難視聴地域の解消と地上デジタル放送への対応、高速インターネット環境の整備など、町内における情報格差が
解消されました。また、自主放送チャンネルである「EOS(イオスチャンネル)」では町内の行事や行政からの各種
お知らせなどを放送しています。今後は、産業振興での情報機器の活用や、情報教育など、広くまちづくりに関す
る地域情報化を推進していくことが求められています。
　また、情報発信の最も重要なツールである町ウェブシステムを、時代と住民ニーズに合わせて現在のパソコン
だけの対応ではなく、スマートフォンなど各端末に対応し、住民参加の協働した「まちづくり」を積極的に進めて
いくため、新たな情報提供システムを構築することが求められています。

現況と課題

（1）あいさつ、鍵かけなど自主的な防犯活動を心がけます。
（2）悪質商法、振り込め詐欺などの被害に遭わないための学習に努めます。
（3）地域の防犯活動に積極的に参加し、安全・安心のまちづくりに協力します。
（4）交通安全教室などに積極的に参加し、知識・技術の習得に努めます。
（5）交通ルールを遵守し、余裕をもった運転を心がけます。
（6）明るい服装や、靴・自転車への夜光反射材の着装により、夜間や濃霧、吹雪など荒天時の事故を防止します。

住民の役割
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（1）EOS(イオスチャンネル)や音声告知端末などの情報提供システムから得られた情報を積極的に活用します。
（2）地域活動や団体での活動状況などについて、積極的な情報発信と共有に努めます。

住民の役割

主要施策

（1）  情報通信網の充実
　①情報提供システムの再構築
　住民が広く情報共有できる場を提供するため、住民参加型の「枝幸ポータルサイト」の開設、公共施設の情報や町内の
観光情報など「目で見てわかる」マップ情報の提供、アカウント登録者に直接最新情報を発信できるアカウント登録制度
の確立を図ります。

　②迅速・的確な情報提供
　情報通信技術や情報処理技術が急速に進展していく中で、時代や住民ニーズに合わせて携帯電話やスマート
フォン、タブレットといったモバイル端末などを利用した迅速かつ的確な情報提供を推進します。

（2）  行政情報化の推進
　①新たな情報システムの整備
　誰でも簡単にウェブサイトを更新・管理することができるコンテンツマネジメントシステムの構築により、各
課の業務の詳細情報や各種助成などの支援内容について、担当グループがリアルタイムでわかりやすい情報提供
ができる環境を整備します。また、担い手の確保や人材育成、移住・定住に関連する仕事や生活環境の情報をワン
ストップで提供します。

　②情報セキュリティ対策の強化
　関係機関と連携し情報セキュリティ対策の強化を図り、徹底した個人情報保護と情報犯罪の防止に努めます。
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※1  コミュニティ・スクール／保護者や地域の住民が学校運営に参画する「学校運営協議会」の置かれた学校。

　ふるさとへの愛着や誇り、他人と協調し、人を思いやることができる豊かな人間性が備わるよう、学校・家庭・地
域が連携した教育活動が進められ、子どもたちが楽しく学んでいます。

めざす姿

目標指標
コミュニティ・スクール※1の導入
学校施設の耐震化率

0校
85.4%

2校
100.0%

基準値 平成32年度目標値

第1節 幼児教育・学校教育の充実
現況と課題

〔幼児教育〕
　幼児期における教育は、一人ひとりの子どもにとって、生活習慣や意欲など、生涯にわたる人格形成の基礎を養
う重要な時期です。その幼児教育を支援するため、枝幸・歌登両地区の子育て支援センターで実施している就学前
の幼児と、その保護者を対象とした事業内容の充実に努めていく必要があります。また、幼稚園においては、一人ひ
とりの特性に応じた、豊かな心を育む教育を進めるとともに、教育内容の充実を図っていく必要があります。

〔学校教育〕
　価値観の多様化が進む中、次の時代を担う世代の「生きる力」を育むという理念のもと、バランスのとれた「学
力・体力と豊かな心」を身につけるため学校、家庭、地域がそれぞれの役割を認識し、連携・協力して創意工夫を
生かした特色ある教育活動を推進することが求められています。また、確かな学力の定着、体力の向上、職員の
資質向上を図るとともに、いじめ・不登校などの未然防止、早期発見、早期対応に取組んでいく必要があります。

主要施策

（1）  教育内容の充実
　①幼児教育の充実
　家庭や地域における幼児教育活動を支援するとともに、枝幸幼稚園をとおしての幼稚園就園奨励費補助による
保護者の経済的負担の軽減など、教育環境の整備に努めます
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　②学校教育の充実
　基礎学力の定着に向けた学習指導、豊かな心を育てる道徳教育、体力の向上に向けたスポーツ活動などを推進
するとともに、特別な支援を必要とする児童に対する特別支援教育支援員の配置やICTを活用した情報教育を推
進します。

　③地域・家庭に信頼される学校教育
　学校と地域が連携・協力を図りつつ、教育活動に関する情報提供や、地域の自然・人などの資源を活かした地域な
らではの特色ある学習を推進するとともに、評価や意見を学校教育に反映させるなど、地域や家庭に信頼される学
校教育を推進していきます。また、関係機関との連携により地産地消などをとおして食育を推進します。

　④国際理解教育の推進
　今後も外国語指導助手(ALT)の配置を継続するとともに、幼稚園・小学校・中学校における英語活動による国際
感覚の醸成を図ります。

（2）  教育環境の充実
　①教職員の資質・指導力の向上
　教職員の資質と指導力向上を図るため、授業研究や授業評価を含めた校内研修などの充実と、各種研究会、研修
会、講座への積極的な参加を促進します。

　②子どもたちのサポート体制の充実
　いじめや不登校、生活指導上の課題を抱える子どもに対応するため教育相談員を配置し、学校・家庭・地域や関
係機関が連携し、悩みや課題を解決できるよう相談・指導体制を強化します。また、障がいに応じた適切な教育・
指導が受けられるよう教育環境の充実を図ります。

　③地域と一体となった学校づくりの推進
　保護者をはじめ、地域からの学校運営に対する意見や評価を反映させるとともに、子どもや学校の抱える課題を
地域で解決し、子どもたちの健やかな成長と質の高い学校教育の実現を図るため、コミュニティ・スクール制度の
早期導入に努めます。

　④学校施設の充実
　子どもの安全確保と災害時における地域の防災施設としての機能を高めるため、施設の耐震化を推進するとと
もに、施設の長寿命化を図るため計画的な整備を進めます。
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（1）学校と家庭の役割を理解し、社会性のある心を育みます。
（2）親の働く姿に触れる機会や仕事体験の機会を積極的につくり、キャリア教育を推進します。 
（3）発達段階に応じた、道徳観や規範意識が身につくよう、地域全体で子どもを見守ります。 
（4）親と教職員の交流を図り、教育内容の充実を支援するとともに、積極的に学校運営に協力します。 
（5）いじめや不登校などに対して、地域をあげて解決に取組みます。

住民の役割

　⑤高校への支援
　通学バス運賃補助や奨学資金貸付制度などによる支援を継続するとともに、地域が一体となり枝幸高校の存続
運動を展開していきます。また、地域にあった特色ある学校運営を支援するとともに、将来希望する職種の体験学
習に協力します。

ALTによる外国語指導

地域住民による子どもの見守り活動

教員による教育研究活動
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　多様化する学習ニーズに応じた生涯学習の機会が提供され、住民一人ひとりのライフステージに応じたスポー
ツなどに参加できる環境が実現しています。

めざす姿

目標指標
図書館・図書室登録者数の割合
図書館・図書室住民一人当たり貸し出し冊数
体育施設の延利用者数
学校支援ボランティア団体数・登録者数

30.0%
3.4冊

59,596人
5団体・50人

35.0%
4冊

65,000人
8団体・80人

基準値 平成32年度目標値

第2節 生涯学習・スポーツの推進
現況と課題

〔生涯学習〕
　高度情報化社会の到来に伴い、幼児期から高齢期まで生涯を通じて学びたいとの意欲や、価値観やライフスタイル
の多様化により生涯学習や社会教育に対する住民ニーズは高まることが予想されます。一方で、「学びの成果を活か
す場がない」「指導者不足、後継者不足」「活動するための環境が整備されていない」など様々な課題も抱えています。
　このようなことから、生涯学習・社会教育を中心とした環境整備に努めていくとともに、学習活動内容の充実を
図り、発表の場や機会の提供と活動を継続していくための人づくりを推進し、生涯学習、社会教育の振興を図る必
要があります。

〔スポーツ〕
　住民の健康志向の高まりと競技力向上を背景に、子どもから高齢者まで幅広い年代において多様なスポーツを
楽しむ人が増加しています。 
　より多くの住民が生涯にわたってスポーツに親しめるようスポーツ施設の整備に努めるとともに、体育協会や
各スポーツ少年団などへ支援を行うなど、スポーツ振興と健康・体力づくりを推進していく必要があります。
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主要施策

（1）  生涯学習内容の充実
　①読書・図書館活動の充実
　図書館奉仕や各種事業を実施するとともに、設備機能を活用した図書館活動を推進します。
　子どもの読書活動では、平成28年度から5ヶ年計画で策定した枝幸町子ども読書活動推進計画に沿って家庭・地
域・学校を通じた読書活動の推進や子ども読書活動を支える環境づくりに努めます。また、子どもへの読み聞かせ
など、図書館ボランティアの活動を支援します。

　②各種講座・教室の充実
　開催される各種講座や教室について、住民個々の学習ニーズや課題を検証し、それぞれの課題に対応した講座や教室
の開催に努めます。

　③学習機会の充実
　生涯各期に対する学習機会を提供し、多様な学習ニーズに応えるとともに相互に学び合うネットワークづくり
を促進します。

　④スポーツ活動の充実
　体育協会をはじめとする、スポーツ団体やサークルへの支援を行い、住民のスポーツ活動の活性化を図るとと
もに、スポーツ施設の整備や効果的な施設運営に努めます。

（2）  多様な学習情報の提供
　①生涯学習情報提供の充実
　住民へ生涯学習やスポーツに関する情報の積極的な提供に努め、事業の様子を広く周知するとともに、各施設
から情報を発信し、施設機能の紹介と効果的な施設利用を促進します。

　②人材の育成と活用
　将来に向かって、各種団体の継続的な運営を図るとともに、積極的な活動を推進するため、人材育成を支援し
ます。
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（1）生涯学習・スポーツの各種行事などに積極的に参加し、健康づくりや仲間づくりをとおして得た知識・
　  技術・経験などを地域住民に還元します。
（2）公共心を養いお互いの気持ちを思いやり、社会教育・社会体育施設の管理運営に協力します。
（3）異世代、同世代と積極的に交流します。
（4）少年団育成活動に協力します。

住民の役割

現況と課題

〔芸術・文化活動〕
　本町の芸術・文化活動については、枝幸町文化協会が中心となり、様々な取組みを行っている状況にあります。
　社会状況の変化と高齢化に伴い、芸術文化活動を支える担い手が不足しているなか、指導者や後継者の育成に努
めるとともに、住民への芸術文化鑑賞の機会の提供を通じて、関係機関と連携して地域の伝統的文化の継承、芸術
文化の振興を図る必要があります。

第3節 芸術・文化の振興

（3）  青少年の健全育成
　①青少年育成活動の支援
　枝幸町青少年育成ネットワークの活動を活性化し、加盟団体間の連携により青少年の健全育成を図ります。ま
た、枝幸町子ども会育成連絡協議会を中心として、各地区における子ども会活動を活性化し、子どもの活動機会の
拡充を図ります。

　②子どもを守る安全・安心な環境づくりの推進
　放課後子ども教室や学童保育所と連携し、放課後や休日に子どもたちが安心かつ安全に過ごすことができる場の確
保に努めます。またパトロールなどを通じた地域住民による見守り活動を展開し、子どもたちの安全確保を図ります。
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〔歴史・文化〕
　本町には、国指定重要文化財「目梨泊遺跡出土品」をはじめ、多くの文化遺産が存在しています。
　数多くの文化財や歴史資料は、郷土の歴史を伝える重要な遺産であり、将来にわたって保存し、次の時代を担
う世代に引き継いでいかなければならないものです。
　そのため、必要な調査研究、適切な保存管理を行い、積極的な情報発信により住民が文化財の価値を認識し、
郷土を愛し、文化を育む意識の高揚が必要とされています。
　埋蔵文化財センターを併設したオホーツクミュージアムえさしを文化遺産の中心施設として、大切な文化財
を次の時代を担う世代に引き継ぐ活動を展開していくことが求められています。

　住民の芸術・文化・歴史・伝統にふれる機会が広がり、芸術・文化などの活動が盛んになっています。

めざす姿

目標指標
町民文化祭への出展者・来場者
ミュージアムえさし延入館者数
博物館普及講座実施回数

1,961人
82,392人

34回

2,100人
120,000人

45回

基準値 平成32年度目標値

主要施策

（1）  芸術・文化活動の促進
　①地域における文化活動の推進
　文化団体やサークル活動の活性化を促進するとともに、新たな活動を支援します。

　②優れた芸術文化活動に触れる機会の充実
　住民の音楽や演劇などの芸術鑑賞機会の充実を図っていくとともに、町内外の優れた活動の紹介や、町内の芸術
文化団体への支援と活動や発表の場の提供に努めます。

　③指導者や担い手の育成・確保
　不足する芸術文化活動の指導者や担い手の確保・育成を支援し、芸術文化の振興を図ります。
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（1）個人の芸術・文化活動がまちづくりに活かせるよう協力します。
（2）文化グループ活動に参加するとともに、新たな地域文化の創造に取組みます。
（3）地域の伝統芸能、祭りなどに積極的に参加します。
（4）博物館ボランティアなど、芸術文化活動に積極的に協力します。
（5）自らの関心や生活スタイルに合わせ、芸術の鑑賞と文化活動に参加します。
（6）地域の恵まれた自然環境、豊かな歴史・文化に対する理解を深め、次の時代を担う世代に伝えます。

住民の役割

（2）  文化財保護と地域文化の継承
　①文化財保護と教育普及
　文化財を適切に管理するとともに、「地域の特色ある教育資源」として積極的に活用します。オホーツクミュージ
アムえさしを拠点とした地域学習の機会を拡充し、学校への出前講座や教育関係職員の研修を通じて、学校の教育
活動を支援します。

　②郷土資料の収集
　郷土資料を適切に保存管理し、枝幸の歴史・文化を伝えるかけがえのない財産として次の時代を担う世代に伝え
るとともに、教育現場での積極的な活用を図ります。

　③地域の生活文化の継承
　地域に暮らす先輩方である高齢者からの聞き書きを行い、世代間交流事業を通じて、地域に育まれた歴史や伝
統、生活文化を次の時代を担う世代に伝えます。

第4節 国際・地域間交流の推進
現況と課題

〔国際交流〕
　本町は、昭和63年から交流を始め、平成8年に姉妹都市提携を結んだスウェーデン国ソレフテオ市との公式訪問
団の派遣や、中学生のホームステイ事業を実施しており、国際交流は、異文化との交流をとおして、自らの地域の文
化や歴史の魅力を再確認するとともに、国際的な感覚を身につけ、グローバル社会に対応した人材を育成する機会
でもあることから、今後もこれらの国際交流を継続していく必要があります。
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（1）異なる文化や歴史についての理解を深めます。
（2）ふるさとを見つめなおし、まちづくり活動に協力します。
（3）在住外国人との交流に努めるとともに、外国からの訪問客を温かくもてなします。

住民の役割

〔地域間交流〕
　国内の地域間交流については、平成8年から交流を始め、平成21年に友好都市提携を結んだ福岡県うきは市(旧
浮羽町)との訪問団派遣や特産品販売の交流を行っているとともに、平成14年から交流を始めた長崎県平戸市(旧
生月町)との中学生のいきいき交流事業(ホームステイ)による地域間交流を行ってきています。
　異なる文化や歴史、風土に触れ、ふるさとを見つめ良さを再発見する機会として、また、交流をとおして得た体験
や知識が良き財産となるよう、今後も2市との地域間交流を継続していくことが望まれています。

　国際交流・地域間交流によりふるさとの魅力を再認識し、新たな文化とまちづくり活動につなげています。

めざす姿

目標指標
ソレフテオ市への中学生ホームステイ累積人数
うきは市(旧浮羽町)との累積交流回数
平戸市生月町(旧生月町)との中学生交流人口

53人
64回
118人

61人
69回

148 人

基準値 平成32年度目標値

主要施策

（1）  国際交流の推進
　①国際交流の推進
　お互いの自然・文化・習慣・価値観などの理解を深め、姉妹提携都市スウェーデン国ソレフテオ市との相互交流や
中学生のホームステイ事業を今後も推進し、グローバル社会に対応できる人材の育成に努めます。

（2）  地域間交流の推進
　①地域間交流の継続・発展の促進
　これまで実施してきたうきは市・平戸市との地域間交流を継続・発展させるとともに、様々な歴史や文化に触れ
る機会とイベントによる特産品の販売・PRをとおして、相互の人材育成と特産品ニーズの把握などから、関連産業
の活性化やまちづくりに活かしていきます。
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※1  準用河川／一級河川および二級河川以外の「法定外河川」のうち、市町村長が指定し管理する河川。

第1節 自然環境の保護・保全
現況と課題

〔地球環境保全・自然環境保護〕
　近年、地球温暖化が原因と思われる異常気象により発生した自然災害で地元水産業が甚大な被害を受けるなど、
様々な地球環境の変化が私たちの生活にも大きな影響を与えており、改めて、地球環境と自然環境の保全・保護の
大切さが大きく問われています。
　また、自然の中で形成された様々な生物は、主要産業である農林水産業に大きな恵みをもたらすとともに、観光
資源としても大きな役割を担っています。
　昨年実施したまちづくりに関する住民アンケートでも、中・高校生、一般ともに住みやすさや自慢できるところ
として、「豊かな自然環境・その美しい景観」が多く、本町が誇れる魅力の一つとなっています。このような豊かな自
然を次の時代を担う世代に引き継ぐため、自然の大切さを知る自然学習を推進し、環境保全対策を確実に進めるこ
とが求められています。

〔河川・海岸環境保全〕
　本町は、北見幌別川、徳志別川をはじめとする二級河川と準用河川※1、そして多くの普通河川が山々から流れ出
ています。これらの河川については、自然災害を未然に防止するため、流域環境と調和した河川環境保全対策に配
慮し、改修事業を進める必要があります。
　また、延長58kmに及ぶ海岸は、近年、浸食が大きな問題となっていることから、地域住民が安心して暮らせる海
岸保全対策を実施し、誰もが自然に親しみふれあうことのできる美しい海岸づくりを進める必要があります。

〔景観形成〕
　四季折々の装いをまとう鮮やかな森と広大な牧野が織りなす北方的な自然景観と、可憐な野草に彩られ、オホー
ツクの海に面した市街地や集落の景観は、本町ならではの特徴でもあります。
　景観形成については、平成17年に景観法が施行され、北海道においては平成20年「北海道景観条例」により、良
好な景観形成を保つための基準を定めた景観計画が策定され、本町も同計画により景観計画区域に指定されてい
ることから、美しい景観を次の時代を担う世代に引き継ぐため、地域全体で景観づくりの取組みを進めることが求
められています。
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　豊かな自然と生態系が守られ、森から海へと清らかな水が流れ込み、美しい自然環境が保たれています。

めざす姿

目標指標
鳥獣保護区の面積 2,422ha 2,422ha

基準値 平成32年度目標値

主要施策

（1）  総合的な環境行政の推進
　①法制度の適切な運用
　環境に関する様々な施策を計画的に実施するため、環境基本計画の策定を進めます。

（2）  環境の保護・保全
　①乱開発の防止
　各規制に基づき、乱開発を防止し、計画的な土地利用を推進するとともに、開発行為への適切な対応や、動植物の
生息地などの保全に努めます。

　②野生動植物の保護・管理
　生物や生態系の維持に向け、生育状況の把握と、希少生物や在来種の保護、外来種の防除など、必要な対策と鳥獣
保護区の適切な管理を推進します。
　なお、近年、エゾシカやアライグマの増加により、農林業にも深刻な被害を与えていることから、被害を防止する
ため積極的な駆除に努めます。

　③環境の保護・保全意識の普及啓発
　住民の生活と環境のつながりについての理解と認識を深めるため、自然環境の保護・保全について学ぶ機会を増
やすとともに、環境教育を推進し、住民 一人ひとりの環境に対する意識の高揚を図ります。また、関係機関と連携
し、自然学習の指導者やボランティアなどの育成と、自然学習の充実に努め、住民が自然とふれあう機会の拡大を
図ります。
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　④環境保全対策の推進
　自分たちが暮らし働く町や地球環境を安全で快適な状態に保つため、自らの消費行動や経済活動を見直すとと
もに、行政、事業者、住民がそれぞれの役割を認識し、資源リサイクルをはじめ、省エネルギーや環境美化へ積極的
に取組むことができるよう、活動に必要な情報の提供に努め、環境に配慮したマナーの徹底と森林や海・河川など
自然環境を保全するための対策を推進します。

（3）  河川・海岸環境保全対策の推進
　①河川環境保全の推進
　二級河川については、北海道により適切な整備・改修が行われてきていますが、今後、防災の観点からも必要に応じ
適正な保全に向けた要請を行っていきます。また、準用・普通河川については、災害防止を重点に維持保全に努めます。
　農業用排水路の落差工においては、魚類などの遡上・降下への影響を緩和するとともに、生態系の回復・保全を目
的とした魚道の計画的な整備を行っていきます。

　②海岸環境保全の推進
　建設・漁港海岸とも、所轄機関に対し積極的な整備要望を行っていますが、特に緊急性の高い個所が優先される
ことから実施に至っていない状況にあります。しかし、近年の異常気象による高潮被害などから、今後も整備を強
く要請していきます。また、海辺での自然とのふれあいの場として、海水浴場やキャンプ場の維持管理に努めます。

（4）  魅力的な景観の形成
　①景観行政の推進
　景観法や屋外広告物法などの関係法令などに基づき、適切な指導・助言に努めるとともに、都市計画や森林計画
を踏まえた良好な景観形成を推進します。また、公共事業の実施にあたっては、周囲の景観との調和や自然環境の
保全に考慮した施工を今後も行っていきます。

　②住民との協働による景観づくり
　住民の景観づくりへの関心を喚起するため、緑化推進委員会が中心となり「街並み花いっぱい運動」による花苗
の配布や、町民植樹祭などの取組みを継続し、住民との協働による景観づくりを推進します。
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（1）環境問題について関心を持ち、環境教育や保護・保全活動に積極的に参加・協力します。 
（2）排水・廃棄物の適切な処理に努めます。
（3）地球環境問題への理解を深め、グリーン購入などできることから実践します。
（4）建築物、広告など周辺の景観と調和を図ります。 
（5）花いっぱい運動や町民植樹祭に積極的に参加します。

住民の役割

第2節 持続可能な循環型社会の推進
現況と課題

　本町の廃棄物処理は、浜頓別町、中頓別町、猿払村とともに構成する南宗谷衛生施設組合の広域中間処理システ
ムを基本に、平成25年から2ヶ年で実施した「ごみ減量化中長期対策」により、平成26年4月から「使用済小型電子
機器」と「剪定枝」を無料の資源ごみとして、平成27年1月からは「紙製容器包装」を無料の試行期間を経て、有料
の資源ごみとして追加し、現在は、一般ごみ5区分・資源ごみ10区分により分別収集を行っています。また併せて、
枝幸・歌登両地区のリサイクルセンターの機能と資源化業務の集約により業務の効率化を図り、平成27年4月か
らは、家庭系一般ごみと事業系ごみの処理手数料を見直すとともに、不適正排出者に対する取組みを強化してい
ます。
　長年の懸案事項であったエゾシカなどの野生動物の死体・残滓の中間処理については、地域資源を活用した技
術により、平成25年4月から「枝幸町有害鳥獣等減量化処理施設」として、歌登地区で稼働し、安定した中間処理が
行われています。その一方で、漁業から排出されるヒトデや漁網付着物残渣は、年間約570tに及び、現在、町外で
民間委託処理されていますが、事業系一般廃棄物として区分されることから、将来的には、町内処理をめざすこと
が求められています。
　このような中、「使い捨て社会」から「循環型社会」へと転換していくため3Rを着実に実践するとともに、住民を
はじめ地域全体のごみのポイ捨てや不法投棄のない、きれいなまちづくりを一層推進する必要があります。
　公害対策では、住民が健康で文化的な生活を確保するため、本町の自然的、社会的条件に応じた公害の防止に努
め、常に良好な生活環境の保全を図る必要があります。
　また、地球温暖化を背景に、再生可能エネルギーの活用が必要とされており、本町においても、町内に賦存する
再生可能エネルギーの利用や具体的な導入に係る可能性の検討と、事業化の推進など、地域ぐるみの節電・省エネ
ルギーの普及拡大が求められています。
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　住民一人ひとりが適正なごみ処理と3Rを実践し、資源を大切にする心ときれいな町並みが形成されています。

めざす姿

目標指標
1人1日当たりのごみ排出量
ごみリサイクル率
温室効果ガス削減率

1,279g
29.6%

0.487kg-Co2/人・日

20%削減
35.0%

15%削減

基準値 平成32年度目標値

主要施策

（1）  ごみの減量化ときれいなまちづくり
　①3Rの推進
　住民や事業者などと連携し、ごみも資源も、もとから減らす「リデュ―ス」、くりかえし使う「リユース」、資源として再び
利用する「リサイクル」の3Rを着実に実践し、環境保全と経済活動が調和した持続可能な循環型社会の実現を図ります。

　②地域社会と協働したきれいなまちづくり
　協働してきれいなまちづくりを推進するため、住民、事業者、行政がそれぞれの役割と責任を明確にし、行動でき
る推進体制の構築を図り、地域全体が環境問題に対する情報の共有と環境にやさしいライフスタイルを実践でき
るよう、子どもの頃からの環境教育・環境学習を推進し、循環型社会の担い手を育成するとともに、「枝幸町一般廃
棄物処理基本計画」に沿った施策を実施します。

　③適正なごみ処理の推進
　排出されたごみの衛生的な収集・運搬や、不適正排出者への取組みを強化するとともに、不法投棄を未然防止す
るため、啓発活動を充実させるなど適正なごみ処理の推進に努めます。また、ペットは最後まで飼い主の愛情と責
任で埋火葬するよう指導します。

（2）  環境保全対策の推進
　①公害と健康被害対策
　水質汚濁、大気汚染、土壌汚染や騒音・振動、悪臭など、公害を未然に防止するため、関係機関、事業者と連携して、啓発・
監視・指導の強化に努めます。また、公共施設のアスベスト除去対策については、状況に応じた適切な対策を講じます。
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（1）ごみの減量化を図るため、品物選びから「ごみ」が出ない・出さないを実践します。
（2）リユース・リサイクル活動に積極的に参加します。
（3）ごみ出しのルールを守り、不適正排出者を許さない環境づくりに協力します。
（4）ごみのポイ捨てをせず、地域の清掃活動に参加します。

住民の役割

　②公衆浴場の確保と葬祭環境の保全
　住民の利便性と健康の保持・増進を図るため、適切な公衆浴場の配置と管理に努めます。また、墓地・火葬場に
ついても、公衆衛生と公共の福祉から適切な維持・管理に努めます。

（3）  再生可能エネルギーの推進
　①再生可能エネルギーの普及啓発
　子どもを含む住民を対象とした再生可能エネルギーに関するシンポジウムや教室などを開催し、意識の高揚と知識
の習得を図ります。

　②再生可能エネルギー事業化の推進
　木質バイオマスを地域で活用する「地域循環システム」の構築をめざし、地域における雇用拡大、地域振興を図
るため、木質バイオマスを活用した事業化に向けた調査研究を実施します。

　③地球温暖化の防止に配慮した節電・省エネルギーの普及促進
　地球温暖化を防止し、低炭素社会を推進するため、地域における省エネルギー設備の導入促進やエネルギーを
無駄にしない利用方法などの普及促進を図ります。
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※1  普通交付税合併算定替の段階的な縮減／普通交付税の合併算定替が平成28～32年度にかけて段階的に縮減され、平成33年度に終了。
※2  早期健全化基準／地方公共団体の財政の健全性に関する基準。財政健全化法で規定された実質赤字比率、連結実質 赤字比率、実質
　    公債費比率、将来負担比率のいずれかで基準値を超えた場合、財政健全化団体として自主的・計画的な財政の健全化が求められる。

第1節 健全な行財政運営の推進
現況と課題

　社会環境が目まぐるしく変化し、様々な行政課題が新たに生じる中、行政の柔軟・迅速な対応や限られた資源
（職員・財源など）で質の高い行政サービスを提供していくことが求められています。
　合併後、集中改革プランや行財政改革などの取組みにより、行財政運営は安定しているものの、少子高齢化、人
口減少、景気の低迷など、自主財源の乏しい本町財政にとって非常に厳しい状況が続いています。今後は、国の財
政支援である普通交付税合併算定替の段階的な縮減※1がされる中、常に危機感を持ち、健全な行財政運営に努め
ていくとともに、財政支援の積極的な活用と創意工夫による財源の確保、施策・事業の見直しや、将来に向けて必
要なところに必要な投資をするメリハリのある財政運営が求められます。

　職員の意欲・能力の向上が図られ、効果的な事業が推進され、効率的な行財政運営が図られています。

めざす姿

目標指標
職員数
実質赤字比率
連結実質赤字比率
実質公債費比率
将来負担比率

273人
―
―

9.6%
―

250人
基準値 平成32年度目標値

主要施策

（1）  行政組織の活性化
　①職員の能力向上
　住民のニーズに対応できる機能的な組織管理体制の構築と適正な職員数の維持に努めるとともに、能力向上を図る
ため独自の研修会の開催や各種研修などへの参加を促進します。

　②職員の能力・実績を重視した人事管理の推進
　人事評価制度の導入により、個々の能力・実績に基づく人事管理の徹底、より高い能力を持った人材の育成を図
るとともに、組織全体の士気高揚に努めます。

早期健全化基準※2

以下を維持する。
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※1   PDCA／Plan（計画）、Do（実施）、Check（評価）、Action（改善）の略称で、4段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善
　　 する手法。

（2）  行政運営の効率化・適正化の推進
　①行政評価を含めた施策・事業の推進管理
　地方分権の進展により、行政需要もますます多様化・高度化する中、事務事業におけるPDCA※1サイクルを徹底
し、予算を含めた行政評価による効果的な施策・事業の実施に努めます。

　②行政事務改革の推進
　行政事務の積極的な外部委託を推進し、民間事業者への事業機会の提供により、新たな雇用の創出と行政経費の
削減を図ります。

　③広域行政の推進
　本町だけでは解決が難しい広域的な課題への対応や事務の共同処理など、自治体の規模や特色に応じた役割と
適切な分担のもと、近隣市町村との連携・協力を図ります。

　④適正な組織体制
　地方分権の進展により、事務事業の増加や関係部署との連携強化が必要となるなど、その時代に沿った適正な職
員配置と組織体制を図ります。

（3）  健全な財政運営の推進
　①財政基盤の強化
　町税をはじめとする使用料などの収納率向上を図るとともに、将来を見据えた中期財政計画を策定し、本計画の
実施計画や予算の編成・執行と日常の行政管理の指針とするとともに、住民へ財政に関する情報を幅広く提供し、
行財政運営の理解を得ながら、持続可能な財政基盤の強化に努めます。また、「地方公共団体の財政の健全化に関す
る法律」にもとづく財政健全化判断比率については、早期健全化基準以下の維持に努めます。

　②公共施設の適正な維持管理の推進
　公共施設等総合管理計画と公共施設再配置基本計画を策定し、公共施設の整備・更新・再配置、長寿命化のための
改修・補修、今日的なニーズに対応するための転用、施設運営の休止、施設運営に関する民間活力の積極的な活用な
ど、公共施設の最適化を図るため計画的・効率的な維持管理に努めます。

　③効率的な財政運営
　事務事業の見直しをはじめ、公共施設の維持管理や行政コストの徹底的な縮減により財源を確保するとともに、
重点化した投資に努め、効率的な財政運営を推進します。
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(1)行政や財政状況に関心をもち、日々の活動に行政情報を活用します。
(2)行政主催の各種会議に積極的に参加し、施策に対する意向をしっかり伝えます。
(3)民間の専門的知識や技術を活かし、建設的な助言や協力を行います。
(4)公共施設の適切な維持管理に積極的に協力します。
(5)将来への財政負担を認識し、次の時代を担う世代への負担軽減に努めます。

住民の役割

（4）  行政情報の適正な管理運営
　①情報セキュリティ対策の強化(再掲)
　関係機関と連携し情報セキュリティ対策の強化を図り、徹底した個人情報保護と情報犯罪の防止に努めます。

　②職員の情報に対する意識向上
　人的ミスによる情報流出事故を未然に防ぎ、徹底した情報の管理を行うため、職員が個々に保有・取り扱う情報
の重要性、機密性に対する認識を高めるとともに、定期または必要に応じ、注意喚起文書の配布や独自研修会を開
催するなどの対策を講じます。

まちづくり懇談会
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※1   パートナーシップ／協力関係。

第2節 協働によるまちづくりの推進

　住民と行政のパートナーシップ※1が構築され、住民一人ひとりが、地域づくりに強い情熱を持ち、連帯感あふれ
る地域社会が形成されています。

めざす姿

目標指標
NPO法人数
委員会などへの女性の参画率

2団体
25.0%

3団体
30.0%

基準値 平成32年度目標値

主要施策

（1）  まちづくり活動の促進
　①住民参加を促進する仕組みづくり
　住民のまちづくり活動に対して財政的・人的支援を行うとともに、まちづくりに関する情報を自主放送などに
より提供し、住民の積極的な意見や参加を促進する仕組みづくりに努めます。また、NPO法人やボランティア団
体などの活動団体が担うべき役割が増大していることから、関係機関との連携を強化し、まちづくりの担い手と
なる団体の確保・育成を支援します。

現況と課題

〔まちづくり活動〕
　近年、核家族化の進展、生活意識やライフスタイルの多様化により、地域社会の連帯意識が希薄化し、自治会町内
会活動への参加意欲が低下しています。また、コミュニティ活動の担い手の高齢化や固定化などにより、地域での
活動にも支障をきたしていることから、身近な問題をお互いの助け合いで解決しようとする地域の連帯感の高揚
と、自治組織の活性化を促し、住民が一体となって地域づくりに取組んでいくことが求められていることから、住
民の積極的なまちづくり活動を支援するとともに、様々な分野における住民の参加を促進し、まちづくりへの意見
を反映していく必要があります。

〔男女共同参画〕
　多様化する地域課題を共有し、暮らしやすく活力あふれる地域社会を形成していくためには、男女共同参画に
対する理解と、社会の対等な構成員として共に責任を担い、あらゆる分野に参画できる環境の整備を進めること
が求められています。
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※1  コミュニティビジネス／地域の課題を地域住民が主体的に、ビジネスの手法を用いて解決する取組みのこと。
※2  セクシュアルハラスメント／性的嫌がらせ。
※3  ドメスティックバイオレンス／同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴力や元夫婦や恋人など近親者間に起こる
　　暴力全般。

（1）まちづくり活動に家族みんなで積極的に参加し、地域で助け合う地域連帯意識を育てます。
（2）地域の課題解決に向けて積極的に取組みます。
（3）男女がお互いを尊重し、支え合う男女共同参画の意識を浸透させます。
（4）様々なまちづくり活動に関心を持ち、積極的に参加します。

住民の役割

　②ふれあい・交流の拠点づくり
　関係する部署との連携を強化し、子育て支援センター、子育てサロンなどの事業の充実を図るとともに、子育て世代
同士や地域住民がふれあえる交流の場を提供します。

　③広報・公聴の充実
　読みやすい文章や見やすいレイアウトなど広報誌の更なる充実と、自主放送や音声告知端末を活用した迅速な
行政情報の発信、スマートフォンなどの各端末に対応したホームページの充実を図ります。また、住民ニーズに
合った情報内容・媒体で的確な情報提供に努めるとともに、直接住民と対話する場面を設け、住民の声を的確に行
政運営に反映します。

　④地域コミュニティの強化
　自治会町内会活動の活性化を促進し、まちづくり活動の中核となる人材の確保・育成を図り、コミュニティ活動への協力・
支援を行います。また、地域の特色を活かしたコミュニティビジネス※1の創出などの地域づくりを多角的に支援します。

（2）  男女共同参画社会の推進
　①男女共同参画についての理解促進
　講演会や研修の開催を通じて、男女共同参画についての理解を高めるとともに、関係団体との連携に努めます。

　②女性の活躍推進の環境づくり
　女性の就労機会の拡大に向けた取組みや各種審議会などへの積極的な参画を促し、様々な分野における女性の
活躍推進に向けた啓発や環境づくりに努めます。

　③セクシュアルハラスメント※2やドメスティックバイオレンス※3の防止に向けた広報・相談の充実
　セクシャルハラスメントやドメスティックバイオレンスを未然に防止するため、広報などによる啓発を継続す
るとともに、相談窓口や関係機関との連携体制を強化します。
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枝幸町まちづくり計画審議会設置条例

　（設置）

第1条 町長の諮問に応じ、まちづくり計画に関し審議を行うため、枝幸町まちづくり計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。

　（組織）

第2条 審議会の構成は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、公共的な団体、学識経験者等及び公募に応じた者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、当該諮問に係る審議会の答申が終了するまでの期間とする。

　（会長及び副会長）

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

　（会議）

第4条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

　（専門部会）

第5条 審議会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指名する委員で構成する。

3 専門部会は、審議会から付託された事項について審議する。

4 専門部会には、部会長及び副部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから互選する。

　（審議会の庶務）

第6条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。

　（委任）

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は、町長が別に定める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成24年1月30日条例第2号）

　この条例は、平成24年4月1日から施行する。

　　　附　則（平成27年1月26日条例第2号抄）

　この条例は、平成27年4月1日から施行する。

　　　附　則（平成27年3月11日条例第17号）

　この条例は、平成27年4月1日から施行する。

　　 平成18年6月28日条例第200号

改正 平成24年1月30日条例第2号

改正 平成27年1月26日条例第2号

改正 平成27年3月11日条例第17号
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枝幸町まちづくり計画審議会委員名簿
（順不同、敬称略）

会　    長

副  会  長

委　    員 

田村  信義

澤田  礼二

納谷 美喜夫

寺前  孝義

長屋  文恵

谷口  和也

小又  一郎

藤塚  晃一

中嶋 真由美

林  正 憲

村山  純子

奥出  きい

今  美智代

山 上  悟

増田  幸夫

石川  光昭

濱田 一 郎

出﨑  捷則

野呂  暁人

坂本  龍吉

永澤  眞弓

開地 かほる

上野 たか子

徳保  喜幸

清光 さおり

（枝幸町商工会 事務局長）

（歌登地域自治区地域協議会 副会長）

（枝幸漁業協同組合 参事）

（宗谷南農業協同組合 参事）

（南宗谷森林組合 総務課長兼業務課長）

（枝幸水産加工業協同組合 業務課長）

（枝幸建設協会 事務局長）

（枝幸町観光協会 事務局長）

（枝幸町社会福祉協議会 事務局長）

（北海道枝幸高等学校 校長）

（遊YOU広場代表）

（宗谷南農業協同組合女性部 部長）

（枝幸町商工会女性部 副部長）

（稚内信用金庫枝幸支店 支店長）

（枝幸町自治会町内会連絡協議会 会長）

（枝幸町老人クラブ連合会 会長）

（枝幸町体育協会 事務局長）

（枝幸町文化協会 会長）

（枝幸町PTA連合会 会長）

（枝幸町地域安全推進協議会 会長）

（国際ソロプチミストオホーツク枝幸 会長）

（ふらっとたまり場 代表）

（枝幸漁業協同組合女性部 部長）

（枝幸町子ども会育成連絡協議会 会長）

（枝幸幼稚園 教諭）
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諮　　問
平成27年5月25日

枝幸町まちづくり計画審議会

会長　田　村  信　義　様

枝幸町長  村上  守継

枝幸町まちづくり計画の策定に関する諮問について

　枝幸町まちづくり計画の基本構想（計画期間　自：平成28年度～至：平成37年度）及び基本計画（前期5ヵ年）の策定

について諮問いたしますので、ご審議くださるよう、よろしくお願いいたします。

平成28年2月25日

枝幸町長　村　上　守　継　様

枝幸町まちづくり計画審議会

会長  田村  信義

　平成27年5月25日に当審議会に諮問されました、枝幸町まちづくり計画の基本構想（計画期間　自：平成28年度

～至：平成37年度）及び基本計画（前期5ヵ年）の策定について、慎重に審議を重ねてきた結果、次の意見を付して別

添「第2次枝幸町まちづくり計画」のとおり答申いたします。

記

　枝幸町の将来像である「こころが結ぶ「森と海」優しさと活気あふれる北の理想郷」の実現に向け、着実な施策の

実施とその効果を常に検証し、時代やニーズにあったまちづくりを進めるとともに、町民への積極的な情報提供

に努め、町民の意見を反映した協働によるまちづくりを進めていただくよう審議会として要望する。

答　　申　　書



93

住民向け意識調査およびワークショップの主な結果

（1）住民向け意識調査

　現行施策に対する評価・期待やまちづくりに対する住民ニーズを把握するため、平成27年6月に住民向け意識調査を実施しました。

　　①施策の現状評価と今後の重要度

　　　　「住民向け意識調査」（有効回答数712）において、現状の37の施策に対する評価と今後の重要度を把握し、重点的に取組む

　　　べき施策などを明らかにしました。

【評価の対象とした施策一覧】

地方における安定した
雇用を創出する

1.   酪農業における担い手の確保・育成、乳製品加工・ブランド化推進
2.   林業における担い手の確保・育成、間伐材など林産物の活用促進・事業化
3.   水産業における担い手の確保・育成、栽培・資源管理型漁業・水産加工、ブランド化推進
4.   中心商店街の活性化、中小企業の活性化など、商工業の振興
5.   森と海の資源を活かし健康・食などをテーマとした観光・レクレーションの推進
6.   創業・起業支援の推進
7.   雇用機会の拡大、既存の雇用機会の活用、安心して働ける就業環境の整備、雇用の受け皿
　   づくりに向けた基盤整備の推進

1.   外国人観光客の受け入れ体制の整備
2.   宿泊施設の充実
3.   観光施設の充実
4.   観光・移住情報提供の充実
5.   体験型観光のメニューの充実や人材の確保・育成
6.   移住・定住の推進に向けた相談体制の充実
7.   町外に住む枝幸町の出身者や出身者以外の就職（U・Iターン就職）の促進

1.   子育て支援サービスや保育サービスの充実、児童の健全育成など子育て支援の充実
2.   学校教育環境の整備や家庭・地域の教育力の向上など子どもの教育環境の整備
3.   良質な住宅の確保や安全な道路、公園・遊び場の整備など子どもに優しい生活環境整備
4.   仕事と子育ての両立の推進
5.   子どもの交通安全や犯罪などの被害から守る、子どもと地域の安全・安心の確保
6.   児童虐待防止対策の充実、ひとり親家庭などの自立支援,障がい児対策の充実
7.   妊娠期における保健師による相談・家庭訪問、育児支援、思春期の親子を支える相談など、
　   母子、思春期保健の充実
8.   安心して暮らせる地域医療体制の確保

1.   快適な居住環境の整備
2.   道路の整備や除雪対策の強化、公共交通など移動環境の充実
3.   上下水道など生活インフラの充実した快適な生活の実現
4.   防犯活動や交通安全活動などの推進
5.   インターネットなどを活用した情報発信、サービスの充実
6.   多様な生涯学習、生涯スポーツ機会の充実
7.   町内の歴史・文化資産の保護・活用促進などによる芸術・文化振興
8.   ごみの減量、分別収集、資源化の推進
9.   災害に強く、安全で住みよい町の形成
10. 健康づくり推進
11. 高齢者福祉・介護の充実
12. 障がい者福祉の充実
13. 住民ボランティアの確保・育成、ボランティア活動の促進など地域福祉の充実
14. 町、住民、団体、企業などとの協働の推進
15. 他市町村との交流による広域連携の推進

地方への新しい人の
流れをつくる

若い世代の結婚・出産・
子育ての希望をかなえる

時代に合った地域をつくり、 
安全なくらしを守るとともに、 
地域と地域を連携する
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　現状評価(満足度)の「満足」を5点、「不満」を1点、重要度の「特に重要」を5点、「まったく重要でない」を1点と得点

化し、標準偏差を算出し重要度を縦軸、満足度を横軸に取り、各施策の取組み方について明らかにしました。

　その結果、下表に示すとおりとなり、特に重点的に推進すべき項目に優先的に取組むなど、住民のニーズに対

応しながら、本町の特性をさらに伸ばし、課題を改善・解決するまちづくりが重要です。

地方における安定した
雇用を創出する

地方における安定した
雇用を創出する

若い世代の結婚・
出産・子育ての希望を
かなえる

若い世代の結婚・
出産・子育ての希望を
かなえる

時代に合った地域を
つくり、安全なくらしを
守るとともに、地域と
地域を連携する

時代に合った地域を
つくり、安全なくらしを
守るとともに、地域と
地域を連携する

時代に合った地域を
つくり、安全なくらしを
守るとともに、地域と
地域を連携する

課題が多く、
重点的に推進
すべき項目
(満足度が低く、
重要度が高い

継続的に満足
度が得られる
よう推進すべき
項目
(満足度も
重要度も高い)

一定の成果が
得られており、
継続の必要性
を検証すべき
項目
(満足度が高く、
重要度が低い)

地方への新しい人の
流れをつくる

地方への新しい人の
流れをつくる

1.   酪農業における担い手の確保・育成、乳製品加工・ブランド化推進
4.   中心商店街の活性化、中小企業の活性化など、商工業の振興
5.   森と海の資源を活かし健康・食などをテーマとした観光・レクレーションの推進
6.   創業・起業支援の推進
7.   雇用機会の拡大、既存の雇用機会の活用、安心して働ける就業環境の整備、
　   雇用の受け皿づくりに向けた基盤整備の推進

3.   良質な住宅の確保や安全な道路、公園・遊び場の整備など子どもに優しい生活
　   環境整備
4.   仕事と子育ての両立の推進
8.   安心して暮らせる地域医療体制の確保

1.   子育て支援サービスや保育サービスの充実、児童の健全育成など子育て支援の充実
2.   学校教育環境の整備や家庭・地域の教育力の向上など子どもの教育環境の整備
5.   子どもの交通安全や犯罪などの被害から守る、子どもと地域の安全・安心の確保
6.   児童虐待防止対策の充実、ひとり親家庭などの自立支援,障がい児対策の充実
7.   妊娠期における保健師による相談・家庭訪問、育児支援、思春期の親子を支える
　   相談など、 母子、思春期保健の充実

3.   水産業における担い手の確保・育成、栽培・資源管理型漁業・水産加工、
　   ブランド化推進

7.   町外に住む枝幸町の出身者や出身者以外の就職（U・Iターン就職）の促進

2.   道路の整備や除雪対策の強化、公共交通など移動環境の充実

9.   災害に強く、安全で住みよい町の形成
11. 高齢者福祉・介護の充実
12. 障がい者福祉の充実

1.   快適な居住環境の整備
3.   上下水道など生活インフラの充実した快適な生活の実現
4.   防犯活動や交通安全活動などの推進
5.   インターネットなどを活用した情報発信、サービスの充実
6.   多様な生涯学習、生涯スポーツ機会の充実
7.   町内の歴史・文化資産の保護・活用促進などによる芸術・文化振興
8.   ごみの減量、分別収集、資源化の推進
10. 健康づくり推進
13. 住民ボランティアの確保・育成、ボランティア活動の促進など地域福祉の充実
14. 町、住民、団体、企業などとの協働の推進
15. 他市町村との交流による広域連携の推進

1.   外国人観光客の受け入れ体制の整備
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【各施策の満足度と重要度に基づく位置づけ】

30.0

40.0

60.0

70.0

80.0

20.0 30.0 50.0 60.0 70.0

地域における
安定した雇用
を創出する

時代に合った地域を
つくり、安全なくらし
を守るとともに地域
と地域を連携する

地方への
新しい人の
流れをつくる

50.0

若い世代の結婚・
出産・子育ての
希望をかなえる

２

２

３

４

７

６

３

２５

６
４

１

７

６

５

４
１

２

３

５

８

６

10

12

13

11

９

１

４

３

７

５

１

７

14

15

８

課題が多く、重点的に推進すべき項目
（満足度が低く、重要度が高い）

一定の成果が得られており、
継続の必要性を検証すべき項目
(満足度が高く、重要度が低い)

継続的に満足度が得られるよう
推進すべき項目
(満足度も重要度も高い)

重要度

満足度
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　　②今後、本町がめざすべき町の姿

　　　　今後、本町がめざすべき町の姿について尋ねたところ、「福祉や医療サービスが充実し、お年寄りや障がい者が大

　　　切にされるまち」（44.0%）が最も多く、次いで「産業が盛んで、働く場に恵まれているまち」（42.3%）、「空気や水がきれ

　　　いで、豊かな自然環境が守られているまち」（31.2%）となり、今後、これらを踏まえたまちづくりが必要です。

（2）ワークショップから得られた主な意見

　今後のまちづくり対する意見を把握するため、町内の子育て世代、産業団体の若年層、各種団体を対象としたワーク

ショップを行いました。今後、ワークショップで得られた要望の実現や課題解決に向けて住民と行政が協働で、さらに検

討を進めていくことが重要です。

区　　分 主 な 意 見

医療の充実

担い手の確保・育成

子ども・子育て

子どもから老人まで集える場
EOS放送
カニやホタテなどの海産物
住居環境

役場に対する意見

医療の充実を求める意見が多い。今後、医師確保の取組み状況に関する情報発信、今できること
に重点を置いた取組みが必要。

酪農ヘルパーや林業作業員の不足、建設業の技術者不足が深刻で人材確保・育成支援が必要。

町内の支援内容、施設情報など、情報提供を求める声が多い。また、高校生や中学生の保護者
から、高校での購買や給食を望む声が多い。

住むところがなく、あっても入居条件や家賃が高いなど、入居できない場合がある。

雰囲気が暗い、声をかけづらい環境である。お客さまに気づいた職員が一 声かけて案内する
などといった意識や雰囲気づくりが必要。

地元の職業・仕事人紹介や山菜・魚の捌き方など地域に根ざした番組に需要が高い。

町内で食べられる場所や住民が利用できる直売所がない。

公園(屋内公園)やオープンスペースを求める声が多い。

福祉や医療サービスが充実し、お年寄りや障がい者が大切にされるまち
産業が盛んで、働く場に恵まれているまち

空気や水がきれいで、豊かな自然環境が守られているまち
教育環境が整い、子どもたちを伸び伸びと育てることができるまち

道路や公共交通機関などが充実し、どこでも気軽に行き来ができるまち
犯罪がない安心・安全なまち

住宅や公園、下水道が整備され、快適な生活環境の中で暮らせるまち
地域や隣人が互いに助け合うまち

子どもから高齢者まで年齢や世代に関係ない交流ができるまち
災害に強いまち

趣味やスポーツを楽しむことができるまち
町民が積極的にまちづくりに参加できるまち

来訪者が多く、にぎわいのあるまち
住宅地を拡大し、多くの人口を受け入れられるまち

芸術や文化活動が盛んなまち
その他
無回答
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