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企画政策課



枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略 ～進捗概要～

【基本姿勢】 産業経営基盤の安定強化

人口減少に関する認識を町民が共有し、枝幸町人口ビジョンに示す2040年（平成52年）に「合計特殊出生率2.07」および「転出入の
均衡」を実現し、人口減少をゆるやかにするため、幅広い関係者の参画のもと、本町の「まち・ひと・しごと創生」に向けた施策を総合的かつ
計画的に推進するために策定

総合戦略の必要性

「施策を着実に実行し最大限の効果をあげるために」
➢庁内を横断したプロジェクトチームを組織して、精力的に事業を進める体制を整備
➢定期的に全体会議を開催して、相互の進捗状況を確認
➢検討内容を公表し、町全体で情報の共有化
➢施策・事業についてＰＤＣＡサイクルを実施

総合戦略の実施体制

「地域における関係者と“対話・協働”によって、総合戦略を進めるために」

➢取り組む過程においてワークショップを開催
➢積極的に地域住民の意見を取り入れ、連携を図りながら実施

プロジェクト

＜基本目標１＞
枝幸町への人の流れをつくり、
若い世代の定住を促進する

＜基本目標２＞
結婚・出産・子育ての
希望をかなえる

＜基本目標３＞
豊かな地域資源を活用し
安定した雇用をつくる

＜行政目標プラス１＞
将来のまちづくりに向けた

効率的な行政運営

移住・定住等の対応と環境整備

【実績】
◇地域おこし協力隊員４名
◇奨学金償還支援制度の新設等
◇スポーツ合宿等の環境づくり

【今後の重点施策】
◇住環境のパッケージ対策
◇専門人材等の育成・確保

住民が主体となった活性化対策の推進

【実績】
◇小さな拠点「歌種」開設
◇子育てサポート拠点「にじの森」開設

【今後の重点施策】
◇各拠点施設の活性化・発展

枝幸町情報提供システムの構築

【実績】
◇枝幸町ポータルサイトの開設
◇子育て幸ハッピーナビの導入

【今後の重点施策】
◇各種メディアの効果的な活用
◇仕事・生活情報等の一元的提供

結婚・子ども・子育て
支援サービスの着実な推進

【実績】
◇子育てコーチ養成１６名
◇ファミサポ事業の導入

【今後の重点施策】
◇地域交流・出会い応援企画

基幹産業の安定・強化促進

【実績】
◇メガファーム「AYNI」稼働
◇木質バイオマス有効利用実証調査
◇第２種漁港への格上げ
◇農水産物輸出促進計画認定

【今後の重点施策】
◇中小企業等活性化対策の再構築

「オホーツク枝幸」の構築

【実績】
◇産業観光ビジョン策定
◇旬感“オホーツクえさし旅”の造成
◇しごと×くらし拠点三笠山展望閣改修

【今後の重点施策】
◇歴史と文化が人をつなぐ交流促進
◇産業観光戦略推進・拠点ゾーン整備

公共施設の効率的な
運用に向けた再配置の実施

【実績】
◇行財政改革大綱・実施計画策定
◇用途廃止施設の解体撤去

【今後の重点施策】
◇前期実施計画の着実な推進
◇実施体制の確立

行政事務改革の推進

【実績】
◇施策別プロジェクトチームの編成
◇各種長寿命化計画の推進

【今後の重点施策】
◇スピード感のある課題への対応
◇広聴・協働の推進
◇職員のスキルアップ



＜基本目標１＞　枝幸町への人の流れをつくり、若い世代の定住を促進する

　プロジェクト【移住・定住等の対応と環境整備】 平成30年４月30日現在

具体的な施策 ＫＰＩ 達成度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①　民間賃貸住宅建設助成制度 　助成件数３件 　助成件数３件 　３件に助成 　目標達成により事業未実施 　事業未実施

達成率（100％） 　３棟20戸（４戸・８戸・８戸） 　入居者アンケートの実施

　町外からの入居者 　町外からの入居者 　助成金額　58,000千円 　（対象20件、回答14件、回答率70％）

 数10人増  数７人増 　（内１件、地方創生先行型交付金事業）

達成率(70.0％）

②　空家バンク制度 　物件登録数５件 　物件登録数８件 　４件の登録申請受付 　３件の登録申請受付 ●１件の登録申請受付

（交渉成立　４件） 　（２件仲介交渉成立） 　（１件仲介交渉成立） 　（１件仲介交渉成立）

（取下げ　４件） 　（２件自主交渉取下） 　（１件解体により取下） 　（１件自主交渉取下）

達成率（160％）

　　　　　　　

③　地域おこし協力隊の活用 　２名による活動 　４名による活動 　隊員２名募集 　隊員３名募集、２名採用 ●隊員１名辞職（観光）（現在４名）

達成率（200％）  （地域活性化、観光分野） （地域活性化、観光分野、情報分野） ●隊員３名募集、３名採用

　 （採用：地域活性化、観光分野） 　（情報、観光、子育て分野）

④　若年層の人材確保・育成と 　高校生のいつかは 未調査 　高校ジュニアインターンシップ３名受入 　高校ジュニアインターンシップ３名受入 ●高校ジュニアインターンシップ

　雇用対策  本町に戻りたい人 達成率（0％） 　Ｈ27中の町内各事業所への就業人数 　Ｈ28中の町内各事業所への就業人数 　　・町内39事業所へ60名参加

 の割合８割 　　高校卒業　　　　　　１１名 　　高校卒業　　　　　　　４名 ●Ｈ29中の町内各事業所への就業人数

　　大学・専門学校卒業生　２名　 　　大学・専門学校卒業生　２名　 　　高校卒業　　　　　　１２名

　　Ｕターン　　　　　　　３名 　　Ｕターン　　　　　　　０名 　　大学・専門学校卒業生　３名　

　中小企業新卒者正規雇用助成 ８名 　　Ｕターン　　　　　　　２名

　奨学金の償還制度等の検討（29.4） ●中小企業新卒者正規雇用助成 ８名

●奨学金償還支援助成　３５名

⑤　都市及び近隣市町村との協 　提供可能な住宅等 コテージ３棟 　未実施  　健康回復村コテージ３棟を冬期間 ●ふるさと納税返礼宿泊　１件２名

　力による移住・定住促進  の確保３戸 達成率（100％）  利用可能の改修工事を実施

　体験移住12件 宿泊件数２件 　（地方創生加速化交付金事業）

達成率（16.7％） 　ふるさと納税返礼宿泊　１件５名

　住宅環境の整備 　住宅環境の整備 　未実施 　買取型職員住宅により 　未実施

　６棟１８戸 　２棟１０戸 　　　　　　　　　１棟８戸　整備

達成率（55.0％） 　医療技術員住宅（旧院長宅）改修

　により　　　　　１棟２戸　整備

「枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略」進捗状況

⑥　専門職員・医療・教員住宅
　等の確保



具体的な施策 ＫＰＩ 達成度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

⑦　医師の確保 　－ 　－ 　医療技術者等修学資金貸付条例の  　医療技術者等修学資金貸付条例の ●医療技術者等修学資金貸付

 修学資金を拡充及び就業時一時金  修学資金及び就業時一時金貸付制度 　・件数  8件　15,000,000円

 貸付制度の新設  を拡充 ●医療技術者等就業時一時金貸付

　・件数 12件　16,000,000円

⑧　道路環境の整備と除雪体制 　名寄市までの所 未整備 　道路整備要望活動  　６月に旭川開発建設部長に対し音 ●道路整備要望活動

　の充実  要時間20分短縮  子府までの高規格道路の整備と咲来

 インター設置の要望

　プロジェクト【住民が主体となった活性化対策の推進】

具体的な施策 ＫＰＩ 達成度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①　遊休施設の活用とオープン 　集約・複合化 　集約・複合化 　該当施設の把握、活用方法の検討  　未利用の旧歌登保健センターを歌 ●歌登交流センター「歌種」

　スペースの提供 　　　　　２施設 　　　　　２施設  登地区の小さな拠点として整備 　　H29.4.1供用開始

　交流の場２箇所 　交流の場２箇所  　歌登交流センター「歌種」 ●子育てサポート拠点施設

達成率（100.0％） 　（地方創生推進交付金事業） 　「にじの森」（H30.3完成）

 　旧すがの野医院を「子育てサポー 　　※H30.4.1供用開始

 ト拠点施設」として整備着手

　（地方創生拠点整備交付金事業）

　プロジェクト【枝幸町情報提供システムの構築】

具体的な施策 ＫＰＩ 達成度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①　枝幸ポータルサイトの開設 　ウェブサイトセ ウェブサイトセッ 　関連施策事業の申請・交付決定  　枝幸町ポータルサイトを再構築 ●枝幸町ポータルサイトリニューアル

②　ＣＭＳの構築による最新情  ッション数 ション数　33,036件 　（地方創生加速化交付金事業）  　リアルタイム更新による最新情報 　運用開始（H29.7）

　報の提供 　　　　300,000件 達成率（11.0％）  の提供 　・ウェブセッション数　33,036件

③　地図情報の強化 　アカウント登録数 子育て幸ﾊｯﾋﾟｰナビ  　平成29年７月から運用開始 ●枝幸町子育て幸ﾊｯﾋﾟｰナビ

④　アカウント登録制度の構築 　　　　　1,000人 登録者126人 　地図情報統合プラットホームの導入 　運用開始（H29.7）

⑤　保育ママ登録者と利用希望 達成率（12.6％）  整備(ArcGIS) 　・アカウント登録者数　１２６人　

　者とのマッチング  　平成30年４月から運用開始

⑥　仕事・住まい・生活環境に 　子育て応援サイトの構築

　関する情報を一元的に提供  　平成29年７月から運用開始

　（地方創生加速化交付金事業）



＜基本目標２＞　結婚・出産・子育ての希望をかなえる

　プロジェクト【結婚・子ども・子育て支援サービスの着実な推進】

具体的な施策 ＫＰＩ 達成度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①　出産交通費助成支援 　助成内容満足度 　助成内容満足度 　助成人数　55名 　助成人数　53名 ●助成人数　　　　　４５名

100% 達成率（100％） 　助成金額　2,200千円 　助成金額　2,120千円 ●助成金額　１，８００千円

(地方創生先行型交付金事業） （枝幸町単独予算事業） （枝幸町単独予算事業）

②　子育て支援の充実 　支援制度満足度 　支援制度満足度 　子育て支援予防接種助成事業 　子育て支援予防接種助成事業 ●子育て支援予防接種助成事業

100% ・予防接種助成 　（対象児384人：申請者311人） 　（対象児353人：申請者292人） 　（対象児329人：申請者285人）

H29（86.6％） 　子育て応援助成事業（カード） 　子育て応援助成事業（カード） ●子育て応援助成事業（カード）

3ヶ年平均（83.3％） 　（１人３枚まで） 　（１人３枚まで） 　（１人３枚まで）

・子育て応援助成 　（対象者数909人：申請者822人） 　（対象者数848人：申請者786人） 　（対象者数791人：申請者700人）

H29（88.5％） 　子育て世帯生活応援事業（単年度） 　不妊治療費助成事業 ●不妊治療費助成事業

3ヶ年平均（90.6％） 　（子供１人に、7,000円商品券） 　特定治療　２組３回　425,292円 　・特定治療　２組３回　450,000円

・子育て生活応援 　（対象者数1,074人：申請者1,058人） 　一般治療　１組２回　 56,300円 　・一般治療　５組５回　253,960円

H27（98.5％） 　チャイルドシート購入助成事業（単年度） 　不妊治療交通費助成事業 　・不妊治療交通費助成事業

・ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ助成 　（対象者数127人：申請者45人） 　５往復分の２分の１　180,509円 　　往復分の２分の１　408,750円

H27（35.4％） （地域消費喚起・生活支援型交付金事業） （枝幸町単独予算事業） （枝幸町単独予算事業）

・不妊治療費助成 　★１組成立

（100％）

③　子育てガイドブック作成 　ガイドブックの 　子育てアプリ構築 ●枝幸町子育て幸ﾊｯﾋﾟｰナビ（H29.7）

　作成・配布 達成度（100％） 　 　運用開始による子育てガイド開始

④　保育ママ制度の確立 　保育ママ登録者 まかせて会員登録者 　事業内容の検討 　新たな子育て支援体制を確立す ●枝幸町ファミリーサポート

　数３人 H29 29人 　交付金事業の申請  るため「枝幸子育てコーチ」養成 　　センター事業設置

達成度（966％）  講座を開催し１６名を認定 　・まかせて会員養成講座実施

　（地域少子化対策重点推進交付金事業） 　・まかせて会員登録者　２９人

　旧菅野医院を「子育てサポート拠点 　※H30.4～マッチングスタート

 施設」として整備着手

　（地方創生拠点整備交付金事業）

⑤　保育体制の強化 　年間一時保育 　Ｈ27年間一時保育 　・　一時保育　登録者　58名 　・　一時保育　登録者　76名 ●一時保育　登録者　１１１名

　　　　　　150件 　　206件（137％） 　　　一時保育206件　881時間 　　　一時保育152件　2,730時間 　・一時保育　133件　1,873時間

　Ｈ28年間一時保育 　・　延長保育　登録者　9名 　・　延長保育　登録者　9名 ●延長保育　登録者　　　９名

　　152件（101％）

　Ｈ29年間一時保育

　　133件（88.7％）



具体的な施策 ＫＰＩ 達成度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

⑥　給食の提供範囲拡大 　高校給食試食会 　高校給食試食会 　試食会１回開催 　未開催

　　　　　　12回 　　　Ｈ28　１回 　 6/13　希望者１５名　一食270円

達成度（8.3％） 　12/12　希望者１名のため中止

⑦　地域交流イベントの企画 　交流会の開催 未開催 　未開催 　未開催 　未開催

　　　　　　５回 達成率（0％） 　 ※平成30年度に企画・実施予定

＜基本目標３＞　豊かな地域資源を活用し安定した雇用をつくる

　プロジェクト【基幹産業の安定・強化の促進】

具体的な施策 ＫＰＩ 達成度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①　酪農ヘルパーの確保 　酪農ヘルパー 　酪農ヘルパー 　登録ヘルパー数　15名 　登録ヘルパー数　16名 ●登録ヘルパー数　１６名

　　　　　５人増 　２名減 　 　（内訳　専任８名、臨時７名） 　（内訳　専任８名、臨時８名） 　（内訳　専任８名、臨時８名）

Ｈ27.4.1　18名 Ｈ30.3.31 16名 　新・農業人フェアへの参加 　新・農業人フェアへの参加 ●新・農業人フェアへの参加

　（専任9名,臨時9名）　達成率（▲11.1％） （東京・大阪・札幌会場） （東京・大阪・札幌会場） 　（東京・大阪・札幌・福岡会場）

　新規就農者誘致セミナーの開催 　新規就農者誘致セミナーの開催 ●新規就農者誘致セミナーの開催

　Ｈ26～　(歌登会場：　　名参加） 　　　　　　(歌登会場：124名参加） 　　　　　(歌登会場：107名参加）

②　新規就農・後継者対策 　新規就農者 　新規就農者 　新規就農者　　　０人 　新規就農者　　　１人 ●新規就農者　　１人

　　　　　５人増 　　　２人増 　新・農業人フェアへの参加 　新・農業人フェアへの参加 ●新・農業人フェアへの参加

達成率（40.0％） （東京・大阪・札幌会場） （東京・大阪・札幌会場） 　（東京・大阪・札幌・福岡会場）

　新規就農者誘致セミナーの開催 　新規就農者誘致セミナーの開催 ●新規就農者誘致セミナーの開催

　Ｈ26～　(歌登会場：参加数未確認）　　　　　　(歌登会場：124名参加） 　　　　　(歌登会場：107名参加）

　農業研修生３名受入（枝幸地区）

③　農業生産力の維持拡大と地 　新規農業生産法人 　新規農業生産法人 　畜産酪農収益力強化整備等特別対策 　ＪＡ宗谷南出資法人による大型農業 ●畜産酪農収益力強化整備等特別対策

　域労働力の活性化対策 　　　　 ３法人 　　　　 １法人  事業(クラスター事業）による大型農  生産牧場建設事業決定  事業(クラスター事業）による大型農

　達成率（33.3％）  業生産牧場の事業申請  業生産牧場の整備完了

　搾乳500頭程度、新規雇用10人程度

④　林業後継者の育成 　林業後継者10人 　林業後継者４人 　林業後継者　２名 　林業後継者　１名 ●林業後継者　１名

　達成率（40.0％） 　森林作業員就業条件整備事業 　森林作業員就業条件整備事業 ●森林作業員就業条件整備事業

（就労日数により奨励金支給） （就労日数により奨励金支給） （就労日数により奨励金支給）

⑤　森林資源の有効活用 　有効活用調査の 　有効活用調査実施 　木質バイオマスの有効活用による地 　イノベーション創出事業による木質 ●実証調査結果による検討着手

 実施  達成率（100％）  域経済イノベーション創出事業の申  バイオマス有効利用実証調査の実施

地域協議会の設置 未設置  請・交付決定

　（地方創生加速化交付金事業） 　（地方創生加速化交付金事業）



具体的な施策 ＫＰＩ 達成度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

⑥　漁業生産力と水産加工業の 　ホタテ漁場海底 未実施 　関連国庫補助事業を申請 　関連国庫補助事業を申請 ●関連国庫補助事業を申請

　安定強化  地形調査の実施 　３月にオホーツク枝幸漁港（岡島～ 　北海道において「次期漁港整備長期 ●農水産物輸出促進計画認定

　第２種漁港への 　第２種漁港へ格  音標）とオホーツク枝幸北漁港（問  計画」を策定（H30～H39） 　（屋根付き岸壁）（H29.5.23）

 格上げ 　上げ（Ｈ28.3.25） 牧・目梨泊）として第２種漁港へ格 　（国土交通省　北海道開発局）

達成率（100％）  上げ

⑦　浜の活力の再生化 　浜の活力再生プ H27　 46％増 　枝幸漁業協同組合と協議し国へ各施 　枝幸漁業協同組合と協議し国へ屋根 ●枝幸漁業協同組合と協議し国へ各施

 ラン目標の達成 H28　143％増  設整備事業要望  付岸壁をはじめ各施設整備事業要望  設整備事業要望

達成率（972％） 46％増達成（H25対比） 143％増達成（H25対比） ―未集計―（H25対比）

⑧　水産系廃棄物の安定処理 　事業化検討調査 　事業化検討調査 　ホタテ貝殻の土壌改良材としての再 　ホタテ貝殻の土壌改良材としての再 ●ホタテウロ処理事業化検討 １回

　　　　　　３回 　　　　　　１回  利用（無償提供）  利用（無償提供） ●ホタテ貝殻の土壌改良材としての再

　達成率（33.3％）  利用（無償提供）

⑨　中心市街地の空き店舗等の 　新規創業３件 　新規創業９件 　新規創業４件 　新規創業４件 ●新規創業　２件

　活用 　達成率（300％） 　（内空き店舗利用２件） 　（内空き店舗利用１件） 　（内空き店舗利用１件）

（中小企業活性化助成事業） （中小企業活性化助成事業） （中小企業活性化助成事業）

漁業所得向上率
14.7％増（H25対

比）



　プロジェクト【「オホーツク枝幸」の構築】

具体的な施策 ＫＰＩ 達成度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①　「地域を支える」戦略拠点 　枝幸版ＤＭＯの 未整備 　観光協会の体制整備 　観光協会の体制整備 ●ＤＭＯの実現に向けた

　づくり  確立 達成率（0％） 　ＫＰＩに係る観光事業の申請・交付 　枝幸町産業観光ビジョン策定 　専門人材の配置決定　１名

　観光振興ビジョン 産業観光ﾋﾞｼﾞｮﾝ策定  決定 （平成29年３月）　 ●産業観光ビジョンの推進

 の策定 達成率（100％） 　（地方創生加速化交付金事業） 　（地方創生加速化交付金事業）

②　「オホーツク枝幸」ブラン 「オホーツク枝幸」 　ロゴマーク確立 　オホーツク枝幸ブランド推進 　ワークショップ開催　１２回 ●ワークショップ開催　１２回

　ドづくり  のロゴの確立 　達成率（100％） 　ワークショップ設置（H27.8） 　地域資源テーマの提案 　地域資源テーマの提案

　地域資源のテーマ 地域資源テーマ4案 　アドバイザーの招聘　１名 　・新たなロゴマークの確立、活用 　・枝幸音頭、枝幸小唄プロジェクト

 の数５案 達成率（80％） 　ワークショップ　８回開催 　オホーツク枝幸ロゴマークの決定 　・古老談話集の作成

　特産品販売額  H27　13.5％増 　主要施設の特産品販売額 （新たなロゴマークを町民から公募） 　・同名自治体連携事業プロジェクト

10％増　  H28　25.0％増 　Ｈ26　26,000,000円（基準値） 　主要施設の特産品販売額 ●主要施設の特産品販売額

 （平成26年対比）  H29　26.9％増 　Ｈ27　29,500,000円 　Ｈ28　32,500,000円 　Ｈ29　33,000,000円

達成率（269％）

③　体験型プログラムの提供 　体験型プログラム 体験型ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ３件 　未実施 　未実施 ●体験ツアー開催　６回　１３９名

 の開発３件 　達成率（100％） 　・ふるさと納税感謝ツアー1回18名

　体験型パック 体験パック６件 　・有識者モニターツアー　1回10名

　　　　件数50件 達成率（12.0％） 　・ちゃんちゃん味噌づくり体験

　　　　　　　　　　　　　2回31名

　・毛ガニモニターツアー　2回80名

④　広域観光の推進 　宗谷管内観光入込  H27　2.2％増 　Ｈ26　1,846,800人（基準値） 　Ｈ27　1,889,200人 　未集計

 客数の10％増  H28　1.5％増 　Ｈ27　1,889,200人 　Ｈ28　1,873,700人

 （平成26年対比） 達成率（15.0％） 　道外 814,500人、道内 1,074,700人 　道外 817,900人、道内 1,055,800人



平成29年度
主な事業の取り組み報告



ふるさと未来応援基金
及び町内企業寄付活用



取組事例① スポーツ交流と健康づくりが
新しい人の流れを生みだす「しごと」創生事業！

特色あるスポーツ資源を軸に、スポーツ合宿誘致のための人材育成・確保など一元的な受入体制の整備を官
民連携によって実現し、交流人口の拡大と魅力ある「しごと」創生から活力ある地域づくりを目指す。

基準値
（Ｈ28）

実績
（H29）

目標値
（H31）

進捗率
（％）

官民協働によるスポーツ合宿の一元的な受入環境づくり
〇主な取組
・トレーニング講習会、トレーニング指導者育成講習会の開催
・専門人材の招聘によるプログラム指導及びマネジメント人材の育成
・高校等と連携したインターンシップ事業
・着地型スポーツ合宿メニュー、競技力アップ・健康づくりプログラ
ム、ヘルスツーリズム商品の造成及びブラッシュアップ

・ＩＣＴを活用したトレーニング処方システムの導入
・トレーニング機器及び各種プログラム提供サービス機器の購入
・受入拠点施設（総合体育館）改修工事
（フィットネスエリア新設、トレーニングルーム拡大）

関連数値目標・ＫＰＩ ※代表的なものを記載 取組事例

スポーツ合宿等
受入者数（人）

０ ０ １，０００ ０

官民協働のポイント

スポーツ推進員、スポーツクラブエムスク、体育協会、スポー
ツ少年団、教育委員会、枝幸町から構成される「枝幸町運動推
進会議」により取組を効果的に推進する。

指導者等の
雇用者数（人）

０ ０ ６ ０

特定健診
受診率（％）

２７．５０
３０．００
（暫定）

４０．００ ７５．０

取組の推進体制

総合型地域スポーツクラブが、合宿等の一元的な受入窓口と
なり、町、体育協会、各スポーツ団体、観光協会、宿泊・交通
事業者等、各分野の関係者が連携したスポーツ交流事業等を企
画・実施し、総合的な受入環境の構築と自立した事業運営に取
組む。

政策間連携のポイント

スポーツ振興と健康・体力づくりを効果的に推進する本事業
は、交流人口の拡大による「しごと」の創生に加え、交流促進
とUIターンの加速による新しい人の流れから若い世代の定住を
促進し、町の経済を支える産業の安定的な労働力の確保や観光
消費額の拡大など、地域経済全体に効果を発揮する。



取組事例②

「心とからだの子育てサポート」推進プロジェクト！

地域住民から養成した１６名の子育てコーチが主体となって、子どもを預かる支援と多世代の交流の場を提
供する事業を展開することで、子育てしやすい「まち」・魅力的な「まち」としての付加価値を創りだす。

基準値
（Ｈ28）

実績
（H29）

目標値
（H32）

進捗率
（％）

拠点施設整備及び効果促進事業（「働き方改革」の実践）
〇主な取組
・町の中心部に位置する民間遊休施設を取得
・子どもの預かり、世代間交流、カフェ、レンタルスペース機能への
施設改修

・枝幸子育てコーチが主体となって各種事業を展開
①ファミリー・サポート・センター事業：コンセプト「つなげる」
②カフェ経営、多世代の交流促進、町内外への情報発信
コンセプト「誰でも気軽にくつろげる空間」

関連数値目標・ＫＰＩ ※代表的なものを記載 取組事例

拠点施設事業での
雇用者数（人）

０ １１ ２２ ５０．０

官民協働のポイント

年間フォロー数
（人）

０ ０ ７５，０００ ０

子育てしやすい
まちだと思う
割合（％）

５１．３０ ５１．３０ ９０．００ ５７．０

拠点施設で子育て支援活動などの各種事業を計画し実行するの
は、地域住民から養成された子育てコーチであり、行政はそれを
全面的にバックアップする。

政策間連携のポイント
【働き方改革】拠点施設を活用した事業は、子育てコーチ（女
性）が託児などの支援と幅広い世代が交流できるカフェやレンタ
ルスペースなどの事業を経営することで、自らが活躍できる場と
雇用を創出して「働き方改革」を実践する。
【ＵＩターン促進】子育てコーチが「働き方改革」を実践するこ
とで、子育てしやすい「まち」・魅力的な「まち」としての付加
価値を生み出し、その魅力を町内外へ発信することで交流人口の
増加とＵＩターンの促進を図る。
【まちなかの賑わい】
子育てコーチは、各種団体や民間事業者の協力のもと、地域住

民から養成されたもので、その活動は、活躍の場の提供を含め
「まち」全体が連携して、町の中心部に位置する地域の医療拠点
施設であった遊休施設を活用した取組みを行うことで、地域住民
が主体となった「まちなか」の賑わい創出につながる。



取組事例③ 「旬感！オホーツクえさし旅」
～オホーツク枝幸産業観光推進プロジェクト～

ポテンシャルの高い地域資源を活用して、旬の魅力（春夏秋冬の瞬間の魅力）をココロとカラダで感じる
「旬感！オホーツクえさし旅」を造成し、観光と基幹産業を結びつけた「産業観光システム」を構築する。

基準値
（Ｈ27）

実績
（H29）

目標値
（H31）

進捗率
（％）

産業観光ツアー「旬感！オホーツクえさし旅」の造成
〇主な取組
・アドバイザーの招聘による旅行商品の造成、地元ガイド育成、旬感
満喫メニューの開発

・化石発掘体験の観光利用判断事前調査
・モニターツアーの実施及び課題を元にした旅行商品のブラッシュ
アップ

・旅行商品のプロモーション

関連数値目標・ＫＰＩ ※代表的なものを記載 取組事例

観光入込客数
（人） 238,000 239,800 300,000 ７９．９

テーマ・コンセプト

観光消費額
（百万円）

990 1,159 1,050 １１０．３

枝幸町を訪れた観光客が、町の基幹産業である農業・漁業・水
産加工業、広大な自然環境を背景にしたポテンシャルの高い地域
資源や、人とのふれ合いを体感することができる、オホーツクえ
さしの旬の魅力（春夏秋冬の瞬間の魅力）をココロとカラダで感
じる旅「旬感！オホーツクえさし旅」を生み出し、観光業と基幹
産業を結びつけた有機的なプロモーションから、「確実な効果」
として枝幸ファンを獲得する。また、観光業の地域貢献を増やす
ためには、基幹産業の売上アップにも貢献することが必要であり、
同時に観光業の経営基盤の安定強化を図るには、基幹産業との連
携が不可欠である。そのため、現在進められている「食の安全・
安心」に重点を置いたHACCP基準に適合する水産加工システムの
取組みを観光客が「学び・知る」ことで、「オホーツク枝幸」の
食材に対する信頼性を高めることに資する「産業観光システム」
を構築する。

活用する主な地域資源
・オホーツク海の水産資源
・オホーツクミュージアムえさし
・北緯45度ラインの景観

産業観光ツ
アー客（人）

0 139 120 １１５．８



平成30年度
新規事業の概要説明



生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金整備対象施設の整備計画
～地域雇用支援拠点施設（三笠山展望閣）整備事業～ 【交付対象事業費47,700千円 ※効果促進事業含む】

昭和60年に建設されて以降、町の主要観光施設として位置づけられてきた「三笠山展望閣」は経年劣化が著しく、大規模な施設改修が必要
な状態であり、今般の国の補正予算による「地方創生拠点整備交付金」の創設による整備対象施設として、観光分野における重要な地域資源
である展望施設としての機能を維持するため、内外装及び設備等の改修を実施する。
また、施設利用者らに潜在する移住定住・求職希望者などと、地域住民・町内中小企業者などとの地域雇用に係る「情報交流拠点施設」とし
ての新たな機能を付加する整備を行い、交流人口増加や移住定住促進による新たな人の流れを生み出し、担い手や働き手の確保、地域産品
の販路拡大など、主要産業や中小企業の生産性・所得の向上を図り、町全体の収益性を高めることにつなげていく。

事業内容

ＫＰＩ（重要業績評価指標）

事 業 費

事業概要

■平成30年度 当初予算計上額 45,000千円
・三笠山展望閣改修事業
改修工事：42,500千円（過疎対策事業債：42,500千円）
施設用備品購入費：2,500千円（ふるさと未来応援基金繰入金：2,500千円）

■交付決定後（H30補正予算で調整予定） 45,000千円
・三笠山展望閣改修事業
改修工事：42,500千円
（地方創生拠点整備交付金：21,250千円、過疎対策事業債：21,200千円）

施設用備品購入費：2,500千円
（地方創生拠点整備交付金：1,250千円、ふるさと未来応援基金繰入金：1,250千円）

●主な内容
外部塗装や屋上防水などの老朽部分の長寿命化改修に加え、１階の既存トイ
レを廃し、観光情報の発信や産業観光ツアーのレクチャー、「オホーツクミュージ
アムえさし」と連携した町の魅力ＰＲ映像の発信、くらしやしごとに関連する情報提
供や研修、相談など、多目的に活用可能な「オープンスペース」を新設する。
また、２階展望室内も内装や厨房設備を更新し、喫茶や物販スペースの充実と
ミニ音楽ライブなどの施設交流事業に対応する設備を整備する。
【施設整備】
（共通）外部塗装、屋上防水、外部建具改修
（１階）ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ新設（既存WC、物品庫改修）

給水設備・受水槽改修、変圧器改修
（２階）展望室内部、厨房、照明等改修
【設備整備等】
テーブル、イス、厨房設備（給湯器、冷蔵庫他）、展示パネル他

【効果促進事業】 ※オホーツクミュージアムえさし所管 H30ふるさと未来応援基金活用事業

歴史と文化が人をつなぐ交流促進事業（Ｈ30事業費：8,700千円）
・調査研究活動 ⇒ 研究者招聘（化石調査、遺跡調査他）
・情報環境の整備 ⇒ 公衆無線ＬＡＮ（WI-FI）環境の整備
・情報発信力の向上 ⇒ 映像編集・発信機材の整備（2,700千円）

総合戦略における位置づけ

★基本目標１ 枝幸町への人の流れをつくり、若い世代の定住を促進する

プロジェクト 『枝幸町情報環境システムの構築』

◆仕事・住まい・生活環境に関する情報を一元的に提供
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。

★基本目標３ 豊かな地域資源を活用し、安定した雇用をつくる

プロジェクト 『オホーツク枝幸の構築』

◆地域を支える戦略拠点づくり
豊富な地域資源に連動した「地域の食・特産品・宿泊・文化・歴史・スポーツ・レジャー・施設」など発
信力・集客力のあるエリアを「戦略拠点」と位置付け整備を促進します。
また、地域の自主性を発揮した観光振興を戦略的に推進するため、観光協会を軸とする総合的な推
進体制の強化を図るとともに、地域経営の視点から、経済の好循環が生み出され、地域雇用・所得の
確保、若者の定住など、地域ビジネスの持続的な発展と新たな業態の創出により、地域全体が活性化
する観光の戦略拠点づくりを進めます。

【効果促進事業を除く】

①交流人口の増加（三笠山展望閣利用者数）
②三笠山展望閣を利用した就業者数
③三笠山展望閣を利用した移住定住者数



歴史と文化が人をつなぐ交流促進事業

目
的

古代オホーツク文化やデスモスチルスなど、「枝幸の特色ある地域資源」を、外部の研究者や大学生と地域住民
がともに学びあい、地域の魅力を創造します。また、情報環境の整備、情報発信力の向上を通じて、地域理解の
裾野を広げ、歴史と文化を「地域ブランド」として確立し、地域住民の財産として共有し、活用します。

事
業
費

8,700千円

事業イメージ

事業概要

事業の位置づけ

事業対象

○各分野の研究者・専門家の招聘
○大学等の実習の招致
○地域住民とのフィールドワークを通じた交流
○フィールドワークを活用した地域理解促進事業

A.「外の力」
の導入

B.文化財保護
と学習支援

C.情報環境の
整備

D.情報発信
力の向上

【既存事業】
○文化財保護に伴う調査研究
○小中学生を中心とした教育普及，地域学習支援

○Wi-Fi環境の基盤整備

○映像制作のための機材整備
○映像発信のための基盤整備
○映像情報発信

既存事業「ミュージアム管理運営経費」「調査研究・教育普及
事業」に本事業を新規事業として組み合わせ、本事業の一部
にいて、活用できる補助を申請します。

既存〈ミュージアム管理運営経費〉

•ミュージアム施設維持のための経費
•博物館施設としての基礎的活動経費

既存〈調査研究・教育普及事業〉

•文化財保護および調査研究事業経費
•小中学生を対象とした教育普及・学習支援経費

新規〈歴史と文化が人をつなぐ交流促進事業〉

•外の力を活用した「学び」の経費
•情報環境整備，情報発信に要する経費

●Ａ．「外の力」の導入→ 地域住民

●Ｃ．情報環境の整備→地域住民・観光客･インバウンド

●Ｄ．情報発信力の向上→ 地域住民･観光客・不特定多数

A.「外の力」の
導入

•講師謝礼
•調査参加報償費
•指導者費用弁償
•実習支援業務委託
•事業費 1,100千円

B.文化財保護
と学習支援

•職員研修旅費
•教育普及消耗品費
•体験講座保険料

•事業費（既存予算）

C.情報環境の
整備

•Wi-Fi環境整備工
事請負費

•事業費 4,900千円

D.情報発信力
の向上

•映像編集機材整備
備品購入費

•映像発信機材整備
備品購入費

•事業費 2,700千円

枝幸町沖の無人島でのオホーツク文化遺跡調査

補
助
申
請

補
助
対
象
外
（一
般
財
源
）

（事業効果の主な波及対象）



歴史と文化を「地域ブランド」として確立し

「ふるさと枝幸」の歴史・文化ストーリーを

地域住民が共有し、活用すること

歴史と文化を「地域ブランド」として確立し

「ふるさと枝幸」の歴史・文化ストーリーを

地域住民が共有し、活用すること

事業内容 事業効果

Ａ．「外の力」の導入

●「歴史（オホーツク文化）」,「自然史（デスモスチルス）」

「地域資源発信」の３つの分野から構成

●専門家や大学生と地域住民との共同調査

●高校生を中心とする若年層の事業参加

●地域の特色を生かした体験講座の開催

●職員や地域住民を対象としたワークショップの開催

※実習支援については滞在費の軽減を実施

※若年層の事業参加について枝幸高校と連携

Ｃ．情報環境の整備

●ミュージアム全館を対象とした無料公衆無線ＬＡＮ

環境（Wi-Fi）の整備

D．情報発信力の向上

●映像編集機材の整備

●映像発信機材の整備

●インターネットを活用した映像情報の発信

※映像制作についてはミュージアムの既存備品の

積極的な活用をはかる

※映像制作技術の共有をはかる

●地域の魅力の再発見

●地域住民の交流促進

【さらに事業の継続・発展によって】

●「学びの深化」から「ふるさと愛」へ

地域住民一人ひとりが、地域に関

心をもち、地域を語るまちに

枝幸を離れた若者たちが、将来、地

域に回帰する糸口に

●インターネットとリンクした展示

●来館者のＳＮＳによる情報発信

●周辺の観光情報の提供

●地域防災情報の提供

●ミュージアムの展示に「動き」を出す

●博物館活動の「見える化」

●ネットを通じた映像情報の発信

●映像展示室の恒常的な活用

情報環境の整備，情報発信の活性化

によって交流人口（観光客）の増加に

事業の財源

情報発信
力の向上

情報環境
の整備

「外の力」
の導入

事業費 1,100千円
北海道市町村振興協会助成金を申請

事業費 4,900千円
総務省補助金を申請

事業費 2,700千円
地方創生交付金（効果促進）を活用

事業の展望（ロードマップ）

H30

•歴史と文化が人をつなぐ交流促進事業
•〈スタートアップ〉
•地域の魅力の再発見と地域理解の促進
•情報環境整備と情報発信力の向上

H31

•歴史と文化を活用したまちづくり事業
•〈ステップアップ〉
•地方創生交付金の活用
•地域住民による「学びの深化」

H32 •歴史と文化を活用したまちづくり事業
•〈アウトカム〉
•「歴史文化基本構想」「歴史・文化ガイド」

最
終
到
達
点


