
様式１

頑張る地方応援プログラム

都道府県名 北海道 市町村名

プロジェクト名
新規・継続の
区分

継続

プロジェクトの
期間

平成１９～２３年度（５年間）
政策分野の分類
（①～⑪）

住民への公表の
方法（ホームページ
アドレス等）

総事業費
（単位：千円）

（うちH21事業費）

49,609

(12,599)

189,314

(46,567)

40,085

(8,680)

101,676

(20,808)

380,684

(88,654)

枝幸町

プロジェクトの
目的、概要及び
具体的な成果目
標

（目的、概要）
平成18年３月に旧枝幸町と歌登町が合併し「新・枝幸町」が誕生しました。一昨年、新しいまち
づくりの基礎となる「新・枝幸町まちづくり計画」を策定し、新町の将来像「こころが結ぶ『森と海』
優しさと活気あふれる北の理想郷」に向けスタートを切りました。その中で、基本理念のひとつで
ある「『活気』あふれるまちづくり」を進めるにあたり、北オホーツクの四季と美しい自然、旧両町
の特徴的な森と海の豊かな資源を活用・融合した地域産業、観光の振興が求められており、本
プロジェクトは、「新・枝幸町」をひとつのブランド（商標）として、物産や商品にとどまらず、北方
的で雄大な自然そのものを資源と考え、「森と海」をテーマに新町住民一体で知名度やイメージ
アップを図り、地域の付加価値を高め、将来的な展開に繋げることを目的とします。

（具体的な成果目標）
「新・枝幸町まちづくり計画」（平成１８年度～平成２７年度）で掲げた目標指標のうち、本プロ
ジェクト期間である平成１９年度～平成２３年度（５ヶ年）の指標を成果目標とする。
【成果目標】
　●年間観光入込み客数　［Ｈ１７実績 30.1万人 → Ｈ２３目標 ３５万人］
　●町ホームページの年間アクセス件数　［Ｈ１７実績 55,000件 → Ｈ２３目標 ８７,５００件］
　●製造品出荷額（うち食品製造業）　［Ｈ１７実績 91.2億円 → Ｈ２３目標 １０６億円］

②地場産品発掘・ブランド化プロジェクト

「新・枝幸」ブランド形成プロジェクト

http://www.town.esashi.hokkaido.jp/contents/government/plane/index.html

プロジェクトを構成する具体の事業・施策

名称

新・枝幸町ファン
づくり

「森と海」を活用
した地場産業の
振興

情報発信の展開
（ラジオ新町観光ＰＲ事業、新町ＰＲビデオ製作、ふるさと会・ふるさと交流
事業、フォトギャラリー事業、ホームページ運営事業）

観光拠点施設の整備
（保養施設整備事業、景勝地・観光・体験施設整備事業）

観光拠点施設の
充実

その他特記事項

事業概要

体験・観光イベン
トの充実

体験・観光イベントの開催
（体験ツアーの開催、観光イベントの開催、新規イベント創出・開催）

総　　　計

地場産業の振興
（特産品販売・宣伝事業、消費拡大事業、優良特産品推奨及び奨励事
業、産地直売所整備事業）



様式２
（目次・Ａ４サイズ）

（目次）　頑張る地方応援プログラム

都道府県名 団体コード 市区町村名 プロジェクト名称
プロジェクトの目的、概要

及び
具体的な成果目標

プロジェクト
期間 具体の事業・施策（名称） 具体の事業・施策

（事業概要）
事業費

（計画全体）
（単位：千円）

事業費
（平成２１年度）
（単位：千円）

政策分野
の分類
（①～⑪）

新規・継続
の区分

新・枝幸町ファンづくり 情報発信の展開(観光プロモーション事
業、地域間交流事業等) 49,609 12,599

観光拠点施設の充実 観光拠点施設の整備（保養施設、観
光・体験施設等の整備） 189,314 46,567

｢森と海｣を活用した地場産業の振興
地場産業の振興（消費・販路拡大事
業、特産品直売所冬期試験運営費
等）

40,085 8,680

体験・観光イベントの充実 体験・観光イベントの開催（観光･地域
間交流イベントの開催等） 101,676 20,808

380,684 88,654

※７　「ホームページアドレス(ある場合のみ)」の文字は削除した上で、ホームページアドレスを記入してください。

総　　　　　　　計

総　　　　　　　計

総　　　　　　　計

総　　　　　　　計

※６　「新規・継続の区分」欄は、平成１９、２０年度に応募したプロジェクトの継続であるものについては「継続」に、平成２１年度に新たに応募するプロジェクトについては「新規」にそれぞれ分類してください。
　　　なお、平成19,20年度に応募したプロジェクトの変更、追加、分割等を行った場合においては、おおむね以下の例を参考として、各地方公共団体の判断により、「継続」又は「新規」に分類してください。また、「新規」の場合、応募する前に、その内容を
　　住民に公表してください。
〈分類例〉
　(1) 事業費の変更　→　「継続」
　(2) 成果指標や事業・施策等の軽微な変更　→　「継続」
  (3) プロジェクト名の変更　→　成果指標や事業・施策等の実質的変更を伴う場合は、住民に公表した上で「新規」とし、その他のものは「継続」
  (4) プロジェクトの分割　→　成果指標や具体の事業・施策等の実質的変更を伴う場合は住民に公表した上で「新規」とし、その他のものは「継続」

（目的、概要）

（目的、概要）

※５　「団体コード」欄には、６桁の地方公共団体コードを半角数字で記入してください。
※４　「事業費」欄は、総事業費を記入してください。

※１　「プロジェクトの目的、概要及び具体的な成果目標」、「具体の事業・施策（事業概要）」欄は、個票から適宜要約してください。
※２　「プロジェクトの期間」欄は、プロジェクトを構成する事業・施策の計画年度をもとに記入してください。
※３　「政策分野の分類」欄には、以下の１～11のいずれか１つを記入してください。なお、複数の政策分野に重複すると考えられる場合は、各地方公共団体の判断により、最も近いものを記入してください。
　　１　地域経営改革プロジェクト、２　地場産品発掘・ブランド化プロジェクト、３　少子化対策プロジェクト、４　企業立地促進プロジェクト、５　定住促進プロジェクト、６　観光振興・交流プロジェクト、
　　７　まちなか再生プロジェクト、８　若者自立支援プロジェクト、９　安心・安全なまちづくりプロジェクト、10　環境保全プロジェクト、11　その他
　　　なお、「丸付き数字」等は用いず、「半角数字のみ」を記入してください。

（具体的な成果目標）

（具体的な成果目標）

ホームページアドレス(ある場合のみ)

ホームページアドレス(ある場合のみ)

015148 枝幸町

（目的、概要）

②

ホームページアドレス(ある場合のみ)

Ｈ１９～２３
（５年間）

北海道 「新・枝幸」ブランド形成プロジェクト （具体的な成果目標）
●年間観光入込み客数　３５万人
●町ホームページの年間アクセス件数　８７，５００件
●製造品出荷額（うち食品製造業）　１０６億円

（目的、概要）
平成18年3月に合併した「新・枝幸町」をひとつのブランド(商
標)として、物産や商品にとどまらず、雄大な自然そのものを資
源と考え、知名度やイメージアップを図り付加価値を高め将来
へ繋いでいく。

（具体的な成果目標）

http://www.town.esashi.hokkaido.jp/contents/government/plane/index.html

継続



参考資料 平成２１年７月

頑張る地方応援プログラム
【枝幸町平成２１年度応募プロジェクト内容】
（平成1 9年度第1次応募継続プロジェクト）

１．プロジェクト名：「新・枝幸」ブランド形成プロジェクト

２．プロジェクトの期間：平成１９年度～２３年度（５ヶ年）

３．プロジェクトに係る計画事業費
全体計画事業費（平成１９年度～２３年度） ３８０,６８４千円
・平成１９年度実施事業費 １０５,０８５千円
・平成２０年度実施事業費（見込み） ７３,４４５千円
・平成２１年度実施計画事業費 ８８,６５４千円
・平成２２～２２年度計画事業費（予定） １１３,５００千円

４．目的、概要
平成1 8年３月に旧枝幸町と歌登町が合併し「新・枝幸町」が誕生しまし

た。一昨年、新しいまちづくりの基礎となる「新・枝幸町まちづくり計画」
を策定し、新町の将来像「こころが結ぶ『森と海』優しさと活気あふれる北
の理想郷」に向けスタートを切りました。その中で、基本理念のひとつであ
る「『活気』あふれるまちづくり」を進めるにあたり、北オホーツクの四季
と美しい自然、旧両町の特徴的な森と海の豊かな資源を活用・融合した地域
産業、観光の振興が求められており、本プロジェクトは、「新・枝幸町」を
ひとつのブランド（商標）として、物産や商品にとどまらず、北方的で雄大
な自然そのものを資源と考え、「森と海」をテーマに新町住民一体で知名度
やイメージアップを図り、地域の付加価値を高め、将来的な展開に繋げるこ
とを目的とします。

５．具体的な成果目標
「新・枝幸町まちづくり計画」（平成１８年度～平成２７年度）で掲げた

目標指標のうち、本プロジェクト期間である平成１９年度～平成２３年度（５
ヶ年）の指標を成果目標とします。

【成果目標】
●年間観光入込み客数
平成１７年度実績 3 0 .1万人 → 平成２３年度目標 ３５万人

●町ホームページの年間アクセス件数
平成１７年度実績 5 5 ,0 0 0件 → 平成２３年度目標 8 7 ,5 0 0件

●製造品出荷額（うち食品製造業）
平成１７年度実績 9 1 .2億円 → 平成２３年度目標 １０６億円



６．プロジェクトを構成する具体の事業・施策
（１）名 称：新･枝幸町ファンづくり

概 要：情報発信の展開
ラジオ新町観光PR事業、新町ＰＲビデオ制作、ふるさと会・
ふるさと交流事業、英語版町勢要覧作成、フォトギャラリー、
ホームページ運営事業など

計 画：全体［平成１９～２３年度（５ヶ年）］ ４９,６０９千円
事業費 ・平成１９年度 実績 １１,５１８千円

・平成２０年度 実績（見込み） ９,８９２千円
・平成２１年度 計画 １２,５９９千円
・平成２２～２３年度 計画（予定） １５,６００千円

（２）名 称：観光拠点施設の充実
概 要：観光拠点施設の整備

保養施設整備事業、景勝地・観光・体験施設等の整備事業
計 画：全体［平成１９～２３年度（５ヶ年）］ １８９,３１４千円
事業費 ・平成１９年度 実績 ５７,２４７千円

・平成２０年度 実績（見込み） ３６,４００千円
・平成２１年度 計画 ４６,５６７千円
・平成２２～２３年度 計画（予定） ４９,１００千円

（３）名 称：「森と海」を活用した地場産業の振興
概 要：地場産業の振興

特産品販売・宣伝事業、消費・販路拡大事業、優良特産品推奨
及び奨励事業、産地直売所整備及び冬期試験運営事業

計 画：全体［平成１９～２３年度（５ヶ年）］ ４０,０８５千円
事業費 ・平成１９年度 実績 １６,１１２千円

・平成２０年度 実績（見込み） ２,０９３千円
・平成２１年度 計画 ８,６８０千円
・平成２２～２３年度 計画（予定） １３,２００千円

（４）名 称：体験・観光イベントの充実
概 要：体験・観光イベントの開催

体験ツアーの開催、観光・地域間交流イベントの開催、新規イ
ベント創出・開催

計 画：全体［平成１９～２３年度（５ヶ年）］ １０１,６７６千円
事業費 ・平成１９年度 実績 ２０,２０８千円

・平成２０年度 実績（見込み） ２５,０６０千円
・平成２１年度 計画 ２０,８０８千円
・平成２２～２３年度 計画（予定） ３５,６００千円

７．「新・枝幸」ブランド形成プロジェクト体系図及び成果目標について
別紙資料添付



「新・枝幸」ブランド形成プロジェクト体系図

「新・枝幸」ブランド形成プロジェクト成果目標

　成果目標数値基礎

「新・枝幸町まちづくり計画」（平成18年度～平成27年度）で掲げた目標指標を基本に設定。

 観光拠点施設の充実

　　●町HPアクセス件数

目　標
テーマ

活
気
あ
ふ
れ
る
ま
ち
づ
く

り

新

・

枝

幸

ブ

ラ

ン

ド

形

成
○新規イベントの創出・開催事業

　　●年間観光入込み客数

観光拠点施設の整備

　　●町HPアクセス件数

○保養施設整備事業

区　　　分

１．年間観光入りこみ客数

○観光・体験施設整備事業

地場産業の振興
○特産品販売・宣伝事業
○優良特産品推奨及び奨励事業

 体験・観光イベントの充実 体験・観光イベントの開催

121億円

　北オホーツクの雄大な自然等の資源を活用し「森と海」をテーマに「新・枝幸町」ブランド
（商標）として、知名度・イメージアップを図り、『活気』あふれる地場産業・観光の振興と
ともに地域・人づくりを進め将来に繋げていく。

主 な 施 策 事 業

情報発信の展開
○ラジオPR事業

基 本 施 策

○体験ツアー開催事業

○新町PRビデオ制作
○ふるさと会・ふるさと交流事業

　　●年間観光入込み客数

○ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運営･ﾌｫﾄｷﾞｬﾗﾘｰ事業

91 .2億円

2．町ホームページの年間アクセス件数：4/1～3/31のアクセス件数。(所管：企画課広報統計係)
3．製造品出荷額(うち食品製造業)：工業統計調査に基づく数値。（所管：企画課広報統計係）

　　●年間観光入込み客数

 新・枝幸町ファンづくり

　　●年間観光入込み客数 ○観光イベント開催事業

1．年間観光入りこみ客数：北海道観光入込客数調査に基づく数値。(所管：水産商工課商工労働観光係)

　　●製造品出荷額

うち食品製造業
(101億円) (135億円)

「海と森」を活用した
　　　　　地場産業の振興

まちづくり計画目標指標
H１７実績 H27目標
30 .1万人 40万人

○産地直売所整備事業

別紙資料

プロジェクト成果
目　標（H２３）
３５ 万人

８７,５００ 件
(118億円)
１０６ 億円

２．町ホームページの年間アクセス件数 55 ,000件 120 ,000件
３．製造品出荷額
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