平成 30 年度末

枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略
進捗状況と効果検証

＜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】
具体的な施策

ＫＰＩ

達成度

達成度

平成 30 年 4 月末

平成 31 年 3 月末

平成 29 年度効果検証

平成 30 年度効果検証

民間賃貸住宅建設助成制度は、地
民間賃貸住宅建

助成件数 3 件

設助成件数 3 件

（達成率 100％）

―

方創生先行型交付金を活用した平
成 27 年度の単年度事業で、助成件

―

数 3 件を達成している。
空き家バンク制度は、平成 27 年
空き家バンク登
録件数 10 件

登録件数 8 件

登録件数 9 件

平成 30 年度に 1 件の登録及

度 4 件、28 年度 3 件、29 年度 1 件、 び交渉成立があり、制度開始か

（達成率 80％） （達成率 90％） 計 8 件の登録があり、うち 4 件が交
渉成立となっている。

ら計 9 件の登録となり、うち 5
件が交渉成立となっている。

都市及び近隣市町村との協力に
よる移住・定住促進は、歌登グリー
１

◆住環境の整備対策

コテージ
道外宿泊者数
400 人

コテージ

コテージ

ンパークホテルのコテージ 3 棟につ

道外宿泊者数

道外宿泊者数

いて、地方創生加速化交付金を活用

138 人

278 人

し、冬期間利用可能な改修工事を実

平成 29 年度の利用人数 1,291
（達成度 35％） （達成度 70％） 施し、

平 成 30 年 度 の 利 用 人 数
1,951 人、うち 140 人が道外利
用者となっている。

人、うち 138 人が道外利用者となっ
ている。
専門職員・医療・教員住宅等の確
保は、民間業者が建設し町が買い取
―

―

―

る手法で 1 棟 8 戸を新築、旧院長住
宅を改修し 1 棟 2 戸、計 2 棟 10 戸
を専用住宅として整備している。
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―

具体的な施策

２

◆地域おこし協力隊の活用

ＫＰＩ

延べ活動人数
10 人

達成度

達成度

平成 30 年 4 月末

平成 31 年 3 月末

平成 29 年度効果検証

各分野において、継続して精
現在まで、地域活性化、観光、情 力的な活動が行われている一
報、子育ての 4 分野で延べ 5 名の隊 方で、観光分野の隊員が年度途
中で退職となり、また、地域活
員が活動してきており、新たな視点 性化分野の隊員も年度末に退
延べ活動人数
延べ活動人数
から精力的な活動が行われている 職するとともに町外に転出す
5人
5人
（達成率 50％） （達成率 50％） が更なる推進と、今後、活動の任期 る結果となった。
今後、活動の任期を迎える隊
を迎え、定住を希望する隊員へのフ 員については、早い段階でフォ
ォローアップが課題である。
ローアップし、定住や起業等に
つなげることが課題である。
枝幸高校が実施する町内事業所
へのジュニアインターンシップで
は、平成 27 年に 28 事業所 58 名、
28 年に 31 事業所 54 名、29 年には

高校生のいつか

３

◆若年層の人材確保・育成と
雇用対策

は本町に戻りた

H32.3 調査予定

H32.3 調査予定

い人の割合 8 割

（達成度 0％）

（達成度 0％）

（町外への進

39 事業所 60 名が参加しており、受
入事業所が年々増加している。
平成 27～29 年 3 ヶ年における町
内事業所への就業人数では、高校卒

学・就職希望者）
利用者数 35 人
奨学金償還支援

平成 30 年度効果検証

利用者数 47 人

（達成度 70％） （達成度 94％）

助成利用者数

業 27 名、Ｕターン 5 名、計 32 名と
なっている。
平成 29 年 4 月から、育英資金貸
付制度、医療技術者等修学資金貸付

50 人

制度を拡大するとともに、若い世代
の定住促進のため奨学金償還支援
助成をスタートし、平成 29 年度で
35 名が利用している。
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枝幸高校が実施する町内事
業所へのジュニアインターン
シップでは、平成 30 年は 50
事業所 53 名が参加しており、
受入事業者は昨年よりも更に
増加している。
平成 27～30 年 4 ヶ年におけ
る町内事業所への就業人数で
は、高校卒業 46 名、Ｕターン
11 名、計 57 名となっている。
奨学金償還支援助成事業は、
平成 30 年度については、12 名
が新たに認定され、平成 29 年
度の認定者と合わせて 47 名が
利用している。
しかしながら、利用者の 3 分
の 2 が町職員であることから、
公費負担の均衡などの観点か
ら、制度の見直しを図る必要が
あると考える。

具体的な施策

ＫＰＩ

達成度

達成度

平成 30 年 4 月末

平成 31 年 3 月末

平成 29 年度効果検証

平成 30 年度効果検証

医師及び各医療スタッフの確保
に向け、旭川医科大学や人脈を通じ
た情報の収集・各種養成学校の訪問
に加えて、医療技術員修学資金・就
４

◆医療の充実

常勤医師数 3 人

常勤医師数 3 人

常勤医師数 3 人

業時一時金等の広報活動を実施し、

（達成率 100％） （達成率 100％） 国保病院は 9 科診療体制が維持さ

―

れ、歌登診療所・介護老人保健施設
については、枝幸病院との連携によ
って、医療・介護サービスの提供が
図られている。

中核市までの高速道路網の早期
実現など関係機関への要望活動を
展開している。
冬期間の除雪体制を維持するた
め、雪寒機械の計画的な更新を行っ
５

◆地域内交通体系の再構築

地域公共交通網

未策定

素案作成

形成計画の策定

（達成度 0％）

（達成度 70％）

ている。
交通拠点であるバスターミナル
については、継続的な地域生活交通
の維持・確保、利用者の利便性の向
上を図るため、施設の長寿命化とバ
リアフリー化整備に向け、実施設計
に着手している。
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平成 30 年 12 月に生活環境の
向上に寄与する公共交通網を
構築するため、行政や町民、交
通事業者等の関係者による地
域公共交通活性化協議会を立
ち上げた。
協議会では当町における公
共交通の課題整理、10 月に実
施した生活路線バス等の利用
実態調査、住民アンケート調査
結果の内容等について議論さ
れた。
平成 31 年 3 月には上記調査
結果を反映した地域公共交通
網形成計画の素案を作成した。

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

達成度

平成 30 年 4 月末

平成 31 年 3 月末

平成 29 年度効果検証

平成 30 年度効果検証

歌登地区において、地方創生推進
交付金を活用し、旧保健センターを

歌種における各種事業は、精
力的に実施されている。
今後は、パンづくり教室での
「歌種」を平成 29 年 4 月から供用
開始し、地域おこし協力隊 1 名を配 ノウハウを活かしてパンの製
造販売を経て自主財源を生み
置している。各種コミュニティ事業 出す事業展開を目指していく。
は精力的に実施されているものの、 ■H30 主な事業
複合施設 2 施設 複合施設 2 施設
歌種サロン
13 回 403 名
自主財源を生み出す新たな事業展
（達成度 100％） （達成度 100％）
パンづくり教室 4 回 24 名
開には至っていないことから、取り
H30 歌種利用者数 4,458 名
組みの強化が必要である。
歌種利用者数
歌種利用者数
改修整備して、歌登交流センター

集約・複合化
2 施設
交流の場 2 箇所
１

4,245 人

◆遊休施設の活用と
多世代の交流促進

歌種利用者数

8,703 人

（達成度 35％） （達成度 73％）

12,000 人
にじの森

にじの森

にじの森

雇用者数 10 人

雇用者数 13 人

雇用者数 17 人

（達成度 59％） （達成度 76％）

子育てサポート拠点施設「に
枝幸地区において、地方創生拠点
整備交付金を活用し、旧すがの医院
を改修整備して、子育てサポート拠
点施設「にじの森」を平成 30 年 4
月から供用開始し、地域おこし協力
隊 1 名を配置している。運営は、子
育てコーチの数名が新たな団体「に
じをつなぐ会」を設立し、町からの
運営業務、ファミサポ業務の他、カ
フェ経営などの自主事業を精力的
に展開されており、経営団体として
の発展・強化が期待される。
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じの森」が心とからだのサポー
ト団体「にじをつなぐ会」によ
る事業が開始し、地域コミュニ
ティの中で子育てが図られる
よう、子育て家庭と住民同士の
多世代が交流する場所の提供
を行っている。自主事業等の開
催を通して施設の利用促進を
期待する。
来館者数 5,921 名

プロジェクト【スポーツ交流と健康づくりの推進】
具体的な施策

１

◆スポーツ合宿・交流の推進

ＫＰＩ

達成度

達成度

平成 30 年 4 月末

平成 31 年 3 月末

スポーツ合宿等

スポーツ合宿等

スポーツ合宿等

受入者数

受入者数

受入者数

1,000 人

212 人

898 人

（延べ人数）

（達成度 21％） （達成度 90％）

平成 29 年度効果検証

平成 30 年度効果検証

平成 29 年度から平成 31 年度まで

本事業を推進するにあたり、

の 3 ヶ年事業としてスタートし、平

専門的な知見を活用するため

成 29 年度では、官民協働によるス

前年度から継続し、北翔大学生

ポーツ合宿の一元的な受入環境の

涯スポーツ学部（江別市）とプ

基盤づくりとして、インターンシッ

ロジェクトを構成した。また、

プや大学と連携した指導者の育成、 枝幸高校及び枝幸中学校と協
着地型スポーツ合宿メニュー等の

働事業を実施する中で生徒の

造成に加え、受入拠点となる総合体

資質向上を図った。

育館の内部改修及びトレーニング
機器等の設備を導入している。

持続可能な合宿誘致マネジ
メントによる交流人口の拡大

平成 30 年 2 月には、第 37 回北海

を図るため、指導者育成、一元

道障がい者冬季スポーツ大会を初

的な受入体制の整備、スポーツ

めて当町で開催し、選手・関係者合

交流事業の企画・実施、健康づ

せて 150 名を受入れ、今後に向けた

くり及びヘルスツーリズムの

課題等の検証を行っている。

造成を行う。
平成 30 年度より「枝幸町健

特定健康受診率
60％
２

◆健康・体力づくりの推進

（H28:27.5％）
健康マイレージ
参加者数 300 人

特定健康受診率

特定健康受診率

30％

35％

各種健康診査や健康教育、チャレ 康マイレージ事業」を実施し、
ンジデー、健康づくりへのインセン

274 名の申請があり、内満点ポ

（達成度 50％） （達成度 58％） ティブを与える健康マイレージ事

イントまで貯まった方が 105

健康マイレージ

健康マイレージ

業などを実施し、健康増進に対する

名、世帯合算した分も合わせて

参加者数 0 人

参加者数 274 人

町民意識の向上を図っているが、取

93 名のカード利用があった。

（達成度 0％）

（達成度 91％） り組みの発展・強化が必要である。 平成 29 年度の北海道マイレー
ジ事業では 132 名の申請だっ
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たため、倍以上の利用となって
いる。保健事業では、各種健診
や教室活動でのポイント付与
が多かった。また、体育館利用
による付与も多かった。
特定健診の受診率は、直近の
法定報告値（29 年度）で 33.3%
と増えているが、目標値にはま
だまだ達していない。
チャレンジデーを始め各種
保健事業の実施に合わせ、マイ
レージ事業の対象事業の拡大、
インセンテイブの拡大などの
取り組みを強化し、町民の健康
に対する意識や取組みの強化
に努める。
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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 30 年 4 月末

達成度
平成 31 年 3 月末

平成 29 年度効果検証
地方創生加速化交付金を活用し、

１

◆町ウェブサイト構築

町ウェブサイト

町ウェブサイト

町ウェブサイトの再構築を行い、Ｃ

町ウェブサイト

セッション数

セッション数

ＭＳによるリアルタイムの情報提

セッション数

33,036 件

92,000 件

供、地図情報統合プラットフォーム

100,000 件
子育てナビ

（達成度 33％） （達成度 92％） の導入、子育て応援サイト・無料ア
プリの導入など、町の一元的な情報
子育てナビ
子育てナビ
提供環境が整備された。今後は、各

登録者 300 人

登録者 126 人

登録者 143 人

種メディアの効果的な活用と仕

（達成度 42％） （達成度 48％） 事・生活情報等を一元的に提供する
取り組みの強化が必要である。

【削除】
２

・保育ママ登録者と利用希望

―

―

―

者とのマッチング

３

【追加】
・観光ウェブサイト構築

観光ウェブサイ
トセッション数
100,000 件

観光ウェブサイ
トセッション数
0 件（未計測）
（達成度 0％）

新たな子育て支援体制を確立す
るため「枝幸子育てコーチ」16 名
を養成し、その中で枝幸町に必要な
新たな子育て支援として、地域住民
の力で相互援助するファミリーサ
ポートセンターが設置された。

平成 30 年度効果検証
町ウェブサイトはＣＭＳ導
入により所管課からの情報発
信が増加した。
今後はＷＥＢサイト全体の
内容について継続的に精査し、
より効果的なコンテンツ作成
に努める必要がある。
子育てナビは子ども・子育て
に関する情報を一元的に集約
することで、子育て中の保護者
に対して適切且つ、即時性の高
い情報サービスの発信を可能
としている。

―

1 月から新たにリニューアル
したＨＰについて、トップ画面
地方創生加速化交付金を活用し、 に枝幸の動画を取り入れ、各コ
ンテンツへの導入もわかりや
観光ウェブサイ 観光ウェブシステム構想を策定し
すく、閲覧者の興味を引くレイ
トセッション数 ている。この構想と産業観光ビジョ アウトとなっている。「かにま
ンに基づき、魅力ある観光情報の提 つり」開催時に、その知名度を
572,500 件
利用して閲覧者数増加を図り、
（達成度 573％） 供のため、観光ウェブサイトの構築
今後、地域おこし協力隊と連携
が必要である。
した魅力ある映像を用い、枝幸
町観光全般において、情報発信
ツールとして展開していく。
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＜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

達成度

平成 30 年 4 月末

平成 31 年 3 月末

平成 29 年度効果検証
不妊治療費助成は、平成 28 年度
から新たな事業として実施し、一

１

般・特定治療費と交通費を助成して

不妊治療費助成

不妊治療費助成

率 100％

率

（平均助成率）

（達成度 100％） （達成度 100％）

100％

不妊治療費助成
率

100％

◆妊娠・出産助成支援
出産交通費助成
率 100％
（平均助成率）

出産交通費助成
率

いる。平成 29 年度には、1 組の妊
娠が成立し成果として表れている。
出産交通費助成は、平成 26 年度
まで 3 万円であった助成金額を、平

出産交通費助成

100％

成 27 年度に地方創生先行型交付金

率 100％
事業として 4 万円に増額し、平成
（達成度 100％） （達成度 100％）
28 年度から町単独事業として実施
しており、これまで対象者全員が受
給されている。

平成 30 年度効果検証

不妊治療費助成の申請件数
は年々増加し、平成 30 年度は
特定不妊治療費 5 件、一般不妊
治療費 6 件の申請があり、助成
している。治療を終了した後も
含め 3 組の夫婦の妊娠が成立し
た。(3 年間で 5 組)
31 年度からは、不育症治療
費へ助成を拡大していく。
出産交通費助成は、対象者全員
が受給されている。

予防接種助成事業は、
平成 27
予防接種助成事業は、平成 27 か から 30 年度まで、
対象児 1,523

２

予防接種助成率

予防接種助成率

予防接種助成率

90％

83.3％

（平均助成率）

（達成度 93％） （達成度 91％）

子育て応援助成

子育て応援助成

率 95％

率

（平均助成率）

（達成度 95％） （達成度 95％） っており、助成率の向上を目指し、 人に助成を行っている。広報活
支援を継続する。
動を強化し、助成率の向上を目

81.9％

◆子育て支援の充実
90.6％

ら 29 年度まで、対象児 1,066 人に

人に対し 1,248 人に助成を行っ

対し 888 人に助成を行っている。

ている。

子育て応援助成事業（カード）は、

子育て応援助成事業（カー

子育て応援助成

平成 27 から 29 年度まで、対象者

ド）は、平成 27 から 30 年度ま

89.8％

2,548 人に対し 2,308 人に助成を行

で対象者 3,315 人に対し 2,977

率

指し支援の継続を行う。
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具体的な施策

ＫＰＩ

達成度

達成度

平成 30 年 4 月末

平成 31 年 3 月末

【削除】

―

◆子育てガイドブック作成

ト・アプリ構築
（

達

成

平成 30 年度効果検証

平成 29 年 7 月から子育て幸ﾊｯﾋﾟ

子育て応援サイ
３

平成 29 年度効果検証

―

度

100％）

ｰナビ（ホームページ及び無料アプ

―

リ）による子育てガイドの運用を開
始している。

心とからだのサポート団体
「にじをつなぐ会」が事務局と
なり、各会員の援助活動をサポ
新たな子育て支援体制を確立す
会員数 80 人
４

◆ファミリーサポート
センター事業の確立

援助活動数

会員数 24 人

会員数 76 人

（達成度 30％） （達成度 95％）

ートしている。

るため「枝幸子育てコーチ」16 名

ファミリーサポート講習会

を養成し、その中で枝幸町に必要な

修了者（H29／9 名・H30／7

新たな子育て支援として、地域住民

名 計 16 名）

350 件

援助活動数 5 件

援助活動数 436 件

の力で相互援助するファミリーサ

本事業の認知度に比例し援

（延べ件数）

（達成度 1％）

（達成度 125％） ポートセンター事業を平成 30 年 4

助活動数が増加傾向にあるた

月から開始している。

め、特に「まかせて会員」の増
員に向け、各学校行事等を活用
した広報活動の取組が必要で
ある。
平成 30 年 7 月より音標保育
所において余裕活用型一時預

５

◆保育体制の強化

年間一時保育件

年間一時保育件

数 750 件

数

（延べ件数）

（達成度 52％） （達成度 71％）

387 件

年間一時保育件
数

535 件

平成 27 から 29 年度まで、登録者
245 人、一時保育 387 件 5,484 時
間の利用実績となっている。

かり事業の運用開始。一時保育
30 件、総計 879 時間の利用実
績となっている。
平成 27 年度から平成 30 年度
までの総計で、一時保育 535 件
8,250 時間となっている。
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具体的な施策

６

◆給食の提供範囲拡大

ＫＰＩ

高校給食試食会
3回

達成度

達成度

平成 30 年 4 月末

平成 31 年 3 月末

高校給食試食会

高校給食試食会

2回

3回

（達成度 66％） （達成度 100％）

平成 29 年度効果検証
保護者の負担軽減を図るため、枝
幸高校での試食会を実施している
が、保護者と生徒とのミスマッチが
ある。

平成 30 年度効果検証
平成 30 年 6 月 28 日に 3 回
目の試食会を実施（試食人数：
生徒 7 名・教員 2 名）している
が、昨年同様に保護者と生徒と
のミスマッチがある。
これからの宗谷管内を担う
若者が、地域について学ぶとと
もに、課題を共有し、その解決
に向けて検討を行うなど、若手
世代の資質向上及び連携体制
の構築を図り、宗谷地域を一層
発展させることを目的として、
宗谷総合振興局が設置する

７

◆地域交流イベントの企画

交流会等の開催
5回

交流会等の開催

交流会等の開催

0回

1回

（達成度 0％）

（達成度 20％）

これまで企画・実施に至っていな

「SOYA fresh☆network」の第

いが、平成 30 年度の重点施策とし

6 回目の研修会を枝幸町で開催

て、若い世代のニーズに合った形

した。

で、取り組みを進める。

道・市町村職員、地域おこし
協力隊、民間企業から 34 名が
が参加し、研修をはじめ、町内
施設の視察や交流会を行った。
「SOYA fresh☆network」の
参加者は行政機関の職員が大
半を占めるため、今後は民間中
心の交流会等の開催に向けて
取り組みを進める。
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＜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】
具体的な施策

ＫＰＩ

達成度

達成度

平成 30 年 4 月末

平成 31 年 3 月末

平成 29 年度効果検証

平成 30 年度効果検証

新農業人フェアにおいて、東京・
大阪・札幌・福岡会場でブース出展
を行い、農業に興味のある方に対
酪農ヘルパー
１

◆酪農ヘルパーの確保

5 人増
（H27：18 人）

酪農ヘルパー

酪農ヘルパー

2 人減

6 人減

（達成度▲11％） （達成度▲33％）

（H30：16 人）

（H31：12 人）

し、就農農等の説明、募集活動を展
開している。
また、新規就農者誘致セミナーを
年 1 回地元で開催し、農業大学等の
生徒に対し講演を通じて枝幸町で
の酪農従事を呼びかけている。
今後も継続した取り組みが必要

新・農業人フェアの集客が減
少傾向となり、新たに就職・転
職フェアでの募集活動を独自
で展開したが、新規採用に繋が
らず減少する結果となったこ
とから、今後、町農業推進連絡
協議会と一層の連携を図る必
要がある。

である。

２

◆就農・後継者対策

就農者
5 人増

就農者

就農者

2 人増

3 名増

新・農業人フェア等におい
同

上

（達成度 40％） （達成度 60％）

て、例年 1 名程度の研修生を確
保しており、順次就農に繋がっ
ている。

宗谷南農業協同組合の子会社で

３

◆農業生産力の維持拡大と
地域労働力の活性化対策

生乳生産量
60,000ｔ

生乳生産量

生乳生産量

54,795ｔ

56,290ｔ

（達成度 91％） （達成度 94％）

あるアグリサポート枝幸が、離農増

生乳生産量は管内各市町村

加等による酪農の衰退に歯止めを

の大半が前年を割り込む結果

かけ、地域雇用の安定的な創出と生

となったが、宗谷南農協におい

乳生産力の維持拡大を図るため、大

ては「ファーム AYNI」の効果

型生乳生産牧場「ファーム AYNI」

として、前年を上回る結果とな

を設置し、平成 30 年 4 月から経営

り、今後も増産が期待される。

を開始している。
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具体的な施策

ＫＰＩ

達成度

達成度

平成 30 年 4 月末

平成 31 年 3 月末

平成 29 年度効果検証
森林作業員就労条件整備事業と
して、森林作業員の就労の長期化・
通年化につなげることを目的に森

４

◆林業後継者の育成

林業後継者
10 人

林業後継者

林業後継者

林作業員と事業主の掛金に、就労日

4人

5人

数に応じた市町村と道の助成金を

（達成度 40％） （達成度 50％） 加えて奨励金を支給している。
平成 27～29 年度の林業後継者と
しての採用は 4 人で、すべて南宗谷
森林組合への就職となっている。
地方創生加速化交付金を活用し、

５

◆森林資源の有効活用

有効利用調査の
実施

有効利用実証調

有効利用実証調

査 H29.3

査 H29.3

（達成度 100％） （達成度 100％）
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平成 30 年度効果検証
平成 30 年度における新たな
林業後継者の採用は南宗谷森
林組合での 1 名となっている。
今後は平成 31 年度から実施
される「森林環境譲与税」活用
事業の 1 つとして、当町森林整
備の担い手である林業就業者
の確保・待遇・就業条件等の整
備に係る新たな施策を各林業
事業体と検討する。
現在、当町における木質バイ

「枝幸町木質バイオマス有効利用

オマスの活用に関しては、発電

実証調査」を実施し、地域の森林資

事業における原木確保の点か

源の把握と木質バイオマスの有効

ら価格が高値安定となってお

利用について検討を行っている。

り、搬出経費の低減とあわせて

全体的な課題として、町有林だけ

伐木事業を実施する際の森林

では利用可能資源量が不足してい

所有者の負担軽減に繋がって

ることや木材を安定供給するため

いる。しかしながら、林地残材

の路網整備などが上げられており、 等の有効活用の可能性や多用
今後、木質バイオマスボイラーの導

途での利用等を検討し、継続し

入、多用途での利用、国有林からの

て地域循環型の事業構築を模

供給、施業方法の刷新など、森林資

索する。また、その財源として

源の有効活用について、本調査結果

「森林環境譲与税」を活用した

をもとに検討する必要がある。

事業についても検討を行う。

具体的な施策

ＫＰＩ

達成度

達成度

平成 30 年 4 月末

平成 31 年 3 月末

平成 29 年度効果検証

平成 30 年度効果検証
各漁港については、
「特定漁
港漁場整備事業計画」により、
ホタテ貝水揚港であるオホー
ツク枝幸漁港（音標地区・乙忠

各漁港は、平成 28 年 3 月 25 日に

部地区・山臼地区）及びオホー

オホーツク枝幸漁港（岡島～音標） ツク枝幸北漁港（目梨泊地区）
と、オホーツク枝幸北漁港（問牧・ における外郭、係留施設の整備

６

◆漁業生産力と
水産加工業の安定強化

目梨泊）として第 2 種漁港へ格上げ

に係る測量調査設計が完了し、
また、枝幸港についても、
「農

特定漁港漁場整

特定漁港漁場整

され、平成 30～39 年を計画期間と

特定漁港漁場整

備事業計画進捗

備事業計画進捗

する「特定漁港漁場整備事業計画」 水産物輸出促進計画」により、

備事業計画進捗

率

率 3.9％

が平成 30 年 7 月 5 日の認定を受け

屋根付き岸壁 9 バース分の整備

率 12％

（達成度 0％）

（達成度 33％）

て、今後 10 年間、衛生管理施設な

のうち、5 バース分の整備箇所

0％

ど計画的に漁港整備が推進される。 に係る測量調査設計が完了し
枝幸港は、道内 6 港湾（紋別・根

た。

農水産物輸出促

農水産物輸出促

農水産物輸出促

進計画進捗率

進計画進捗率

進計画進捗率

室・増毛・枝幸・苫小牧・石狩湾新

10％

0％

5.3％

港）の連携によって、平成 30～35

漁港ともに本格的な外郭及び

（達成度 0％）

（達成度 53％） 年を計画期間とする「農水産物輸出

係留施設の整備工事が実施さ

平成 31 年度より、港湾、各

促進計画」が、全国で第 1 号の認定

れることから、今後とも、施設

を受け、屋根付き岸壁の整備促進と

の早期完成に向けて要望活動

オホーツク枝幸ブランドの定着・拡

を展開し、ＨＡＣＣＰ導入と合

大に向けた活動が推進される。

わせて衛生管理体制の確立に
よるオホーツク枝幸ブランド
の定着・拡大に向けた活動の推
進を図っていく。
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具体的な施策

ＫＰＩ

達成度

達成度

平成 30 年 4 月末

平成 31 年 3 月末

平成 29 年度効果検証

平成 30 年度効果検証
平成 30 年度にオホーツク枝
幸漁港（音標地区）及びオホー
ツク枝幸北漁港（目梨泊地区）
の２箇所にトラックスケール
を整備し、今後のホタテ貝を始
めとする水産物の増産や、販路
拡大、更には輸出増大に向けた
体制の強化を図った。

平成 26～30 年を計画期間とする
「浜の活力再生プラン」に基づき、
漁業所得向上
７

◆浜の活力の再生化

漁業所得向上

14.7％（対 H25） 139.7％（対 H25）
（1 人当たり）

漁業所得向上
211.7％（対 H25）

（達成率 950％） （達成率 1440％）

魚価安定に向けたホタテ貝の EU ハ
サップへの取り組み、資源管理の徹
底と栽培漁業の強化による安定し
た水揚の確保や、浜の活力再生交付
金などによる漁業コスト削減のた
めの施設整備が実施されている。

また、当プランの達成目標で
あった漁業所得の向上では、ホ
タテ貝を中心とする水産物の
漁獲量の増加や魚価の安定化
等が図られたことから、計画を
大幅に達成することができた。
なお、平成 31 年度から平成
35 年度を計画期間とする新た
な「浜の活力再生プラン」を策
定し、平成 31 年 3 月 27 日付け
で水産庁の承認を受けたので、
引き続き、漁業所得の向上をは
じめ、生産活動における労力軽
減、水産物の販路拡大・海外輸
出増大等に向けた取り組みを
展開していく。
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具体的な施策

ＫＰＩ

達成度

達成度

平成 30 年 4 月末

平成 31 年 3 月末

平成 29 年度効果検証

平成 30 年度効果検証

水産系廃棄物の安定処理が課題
となっている中、ホタテ貝殻は公共
事業への利用によって、ここ数年は

８

◆水産系廃棄物の安定処理

事業化検討調査
3回

事業化検討調査

事業化検討調査

1回

2回

（達成度 33％） （達成度 67％）

ホタテ貝殻は、公共事業への
利用が図られている。

全量が利用される見込みであるが、

また、ヒトデやホタテウロな

ホタテ貝殻堆肥の利用方法につい

どの残滓については、町外業者

ても、継続した検証が必要である。 へ処理を委託している。
ホタテウロ・ヒトデ・加工残渣に

平成 24 年 7 月に「有機系産

ついては、現在、町外処理されてい

業廃棄物の処理方法」を特許取

るが、平成 24 年 7 月に特許取得し

得したところであるが、水産系

た「有機系産業廃棄物の処理方法」 廃棄物処理の事業化には至っ
の技術を活用し、町内の産業間連携
によって、安定した水産系廃棄物処
理の事業化を目指して、検討を継続

ていない。
今後とも、検討を継続する必
要がある。

する必要がある。
平成 30 年度は、生産人口の
増加、雇用の創出、更には資格
おいて、
平成 27～29 年で 10 件（内、 取得者の確保を図るため、中小
空き店舗活用 2 件）の新規創業者に 企業等新規創業助成制度の見
対し助成を行っているが、雇用の創 直しを行った。
平成 30 年度の新規創業者は
出等の課題に対応した制度内容の
0 件であったが、平成 31 年度
は 3 件の新規創業者が見込まれ
見直しが必要である。
1 件は、特定創業
ており、うち
また、
「枝幸町 6 次産業化・地産
支援事業者の認定を受けてい
地消推進戦略」を推進し、町内の 6 る。
次産業化商品を提供する施設整備
また、6 次産業化推進事業の
支援制度を構築し、地元漁業者
や設備導入等に対する新たな支援
が実施した直売所の整備 1 件に
制度の構築が必要である。
ついて支援を行った。
中小企業等新規創業助成制度に

９

◆中小企業等活性化対策

新規創業 15 件

新規創業 9 件

新規創業 10 件

（達成度 60％） （達成度 67％）
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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

達成度

平成 30 年 4 月末

平成 31 年 3 月末

平成 29 年度効果検証
地域の産業関連団体等と協同し

DMO 設立準備
会議の設置

１

◆「地域を支える」
戦略拠点づくり

ながら創る DMO（観光地域づくり
未設置

未設置

の推進組織）の設立準備に向け、専

（達成度 0％）

（達成度 0％）

門人材 1 名を平成 30 年 5 月から配
置し、取り組みが進められている。

宿泊業・飲食サ
ービス業付加価

1.78 億円

1.52 億円

値額 2.4 億円

（H29.12 現在） （H30.12 現在） て、平成 29 年 3 月「枝幸町産業観

（基準値 H27：

（達成度▲11％） （達成度▲24％） 光ビジョン」を策定。今後は、ビジ

1.99 億円）

地方創生加速化交付金を活用し

ョンに基づき各種取り組みを進め
る必要がある。
平成 27 年 8 月に「オホーツク枝

地 域資 源の テー
マ5案

２

◆「オホーツク枝幸」
ブランドづくり

特産品販売額
10 ％ 増 （ 基 準 値
H26：26,000 千円）

体 験型 ツア ー商
品造成 3 件
体 験型 ツア ー客
数 300 人

平成 30 年度効果検証
地域全体としての観光地域
づくりの舵取りとなる DMO の
設立に向け、5 月から観光専門
人材として 1 名を配置し、枝幸
町の実情に合った形態や仕組
づくりの確認を行っている。
また、観光ビジョンによる戦
略拠点ゾーンの整備一つとし
て、三笠山ゾーンにおいて、昨
年度のミュージアムに続き本
年度三笠山展望閣をリニュー
アルし、今後 PR を強化し観光
客の滞在と経済効果を促進す
る。
ブランドづくりとして、他海

地 域 資源 テーマ
4案
（達成度 80％）

幸ブランド推進ワークショップ」を 域との差別化を図るため、カ

特産品販売額
特産品販売額
±0％
27％増
（達成度 270％） （達成度 91％）

氏をアドバイザーとして招聘し、観 た、東京都内のレストランと保

地 域資 源テ ーマ
4案
（達成度 80％）

設置して、枝幸町出身のトータルフ ニ、ホタテを別海域の同種との
ードコーディネーター「高井瑞枝」 味覚の科学的分析を行った。ま
光拠点施設や町民有志によるワー

養施設との連携により枝幸産

クショップを開催。その中で、
「オ

素材を使ったメニューの共同

体験型ツアー
体験型ツアー
ホーツク枝幸」ロゴマークの確立や
3件
3件
（達成度 100％） （達成度 100％） 枝幸音頭・枝幸小唄プロジェクなど
体 験型 ツア ー客
数 90 人
（達成度 30％）

体 験 型ツ アー客
数 109 人
（達成度 36％）

提供するほか、札幌地下歩行空

地域住民が主体となった地域資源

間での特産品の物販を行うな

の掘り起こしがされた。

ど、都市部での取組みと歩調を

また、平成 29 年には、観光庁の
観光地魅力創造事業を活用し、オホ
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開発を行い、それぞれの店舗で

合わせたブランド化を進めて
いる。

ーツク枝幸産業観光推進プロジェ
クトとして、
「旬感！オホーツクえ

体験型ツアー等の参加者に
よる今後のブランド構築に有

さし旅」をコンセプトに事業を展開 効となる様々な視点を確認し、
した。

「満足度は高いがリピートに

事業では、地域資源を活用した着 は繋がってない」など交通アク
地型（体験型）産業観光プランを企 セス、施設の老朽化など様々な
画。そのモニターツアーから課題を 課題が明確となった。
抽出し、体験型ツアーを造成。札幌
地下歩行空間においてプロモーシ

また、体験型ツアー、モニタ
ーツアーを通じ、継続的な観光

ョン行い、商品化されたツアーを実 体制の早急な構築が必要との
施している。

検証により、観光ガイド育成の

今後は、商品化されたツアーを柱 募集を行い、３月までに歴史や
として、着地型（体験型）ツアーの 産業についての研修を継続し、
拡大・発展を目指すとともに、観光

有償ボランティアガイドとし

ガイドの育成など、ソフト・ハード

てスキルアップと実践を図っ

両面の受入環境をバランスよく整

ていく。

備する必要がある。

今後は、当町の特色を活かし
たブランド化を推進するため、
観光コンテンツの充実と滞在
型観光の推進を図るとともに
効率的な顧客ニーズへの対応
を進める必要がある。
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具体的な施策

３

◆歴史と文化による交流促進

ＫＰＩ

地域の学び参加
者数 1,800 人

達成度

達成度

平成 30 年 4 月末

平成 31 年 3 月末

平成 29 年度効果検証

平成 30 年度効果検証

平成 30 年度から平成 32 年度まで

本事業の取り組みにより、ミ

の 3 ヶ年事業としてスタートし、平

ュージアムを核として、外部の

成 30 年度では、オホーツク文化遺

専門家と地域住民がともに「地

跡やデスモスチルス化石の発掘調

域の学び」を共有することがで

査を専門家・大学生・枝幸高校・地

きた。

地域の学び参加

地域の学び参加

域住民と協働で実施し、住民を対象

者数 1,527 人

者数 1,781 人

とした各種講座やワークショップ

（達成度 85％） （達成度 99％） を開催する予定となっており、合せ

特に枝幸高校との連携によ
って実施した目梨泊遺跡の学
術発掘調査は、北海道の歴史に

て情報発信力を向上させるため、

新たな知見を加える大きな成

WI-FI 環境の整備や映像編集・発信

果をあげた。

機材等の導入を予定している。

積極的な情報発信により地
域理解の裾野を広げることに
つながった。

宗谷観光入込客
数の 4.9％増
（H29：
宗谷観光入込客
４

◆広域観光の推進

数の 10％増
（基準値 H26：
1,846,800 人）

宗谷観光入込客

1,937,600 人）

数の 4.9％増

（達成度 49％）

（H29：
1,937,600 人）

※H30 の実績数

（達成度 49％）

値は、５月下旬に
道 に より 集計 さ
れ、６月に正式公
表 さ れ る 。
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宗谷地域の各市町村、各観光協
会、関連団体等で組織する宗谷観光
連盟において、宗谷観光 PR 広告、

宗谷観光連盟が実施した「ワ

研修・セミナー、観光案内、広告宣

ークショップ・インバウンドセ

伝事業をはじめ、平成 28 年 6 月に

ミナー」に４回出席したほか、

認定された広域観光周遊ルート「日

「きた北海道宗谷周遊ラリー」

本のてっぺん。きた北海道ルート」 のポスターの町内掲示など、宗
における広域観光の促進が図られ

谷観光連盟の一員として情報

ている。

集と広域観光の取組みを図っ

今後も、宗谷観光連盟の一員とし
て広域観光の取り組みを推進し、情
報発信に努めていく。

た。

＜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

プロジェクト【公共施設の効率的な運用に向けた再配置の実施】
具体的な施策

ＫＰＩ

達成度

達成度

平成 30 年 4 月末

平成 31 年 3 月末

平成 29 年度効果検証

平成 29 年 12 月策定の行財政改革
大綱前期実施計画において、基本目
標の一つに「町有財産の再構築」を
１

◆公共施設再配置
基本計画の策定

公共施設再配置

未策定

未策定

掲げ、実施項目に「公共施設再配置

基本計画の策定

（達成度 0％）

（達成度 0％）

基本計画の策定」について、具体的
な取り組み内容が示されており、実
施計画に基づき進めることが必要
である。

２

◆用途廃止施設の
計画的な解体撤去

解体撤去戸数

公営住宅等の

解体撤去戸数

解体撤去戸数

11 棟 36 戸

18 棟 57 戸

（達成度 61％） （達成度 78％）

14 棟 45 戸

平成 30 年度効果検証

当該基本計画の策定につい
ては、第２次行財改革大綱前期
実施計画に示されている具体
的取り組み事項と平成 29 年３
月策定の「枝幸町公共施設等総
合管理計画」の公共施設の総量
の適正化の基本的な考え方・検
討方針などを考慮し、次年度に
向けて着手する。

施されており、今後も引き続き計画

用途廃止等の公営住宅、町職
員住宅について、予算の範囲内
において概ね計画的に解体撤
去が実施されており、今後も引
き続き計画的な解体撤去を推
進する。

的な解体撤去を推進する。

■H30 解体撤去

用途廃止等の公営住宅、町職員住
宅について、計画的に解体撤去が実

管財契約Ｇ：旧音標消防団詰所 1 棟 1 戸
総務安全Ｇ：職員住宅(№256) 1 棟 4 戸
公営住宅Ｇ：公住(北栄団地) 1 棟 4 戸
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プロジェクト【行政事務改革の推進】
具体的な施策

ＫＰＩ

達成度

達成度

平成 30 年 4 月末

平成 31 年 3 月末

平成 29 年度効果検証

平成 30 年 12 月策定の行財政改革
大綱前期実施計画において、基本目
標の一つに「民間活力（アウトソー
１

◆外部委託推進
ガイドラインの策定

実施方針の決定

未決定

基本方針の決定

（達成度 0％）

（達成度 50％）

シング）の活用」を掲げ、実施項目
に、指定管理者の導入推進・業務の
民間委託の導入について、具体的な
取り組み内容が示されており、実施
計画に基づき進めることが必要で
ある。

本庁舎耐震改修
２

◆その他

事業実施計画策
定

平成 30 年度効果検証
平成 31 年３月に「指定管理
者制度の運用に関するガイド
ライン」を策定し、指定管理者
制度の適正かつ円滑な運用と
ともに、公の施設の管理運営の
あり方、指定管理者制度と管理
委託制度の取扱いなどの基本
方針を定めている。
今後は、本ガイドラインに基づ
き、施設現況、民間の意向等を
考慮し、アウトソーシングを含
めた効果的な施設の管理運営
について検討する。

役場本庁舎の耐震改修等検討プ

平成 30 年度もプロジェクト

ロジェクト会議をこれまで 5 回開催

会議を開催するとともに、庁舎

し、平成 30 年 3 月に基本構想を策

改修内容について職員からの

定している。現在は、平成 30 年度

意見を取りまとめ、実施設計を

末を目途に事業実施計画を策定し、 行った結果、全体事業費
平成 31 年度から工事着手の予定と

未策定

実施計画の策定

（達成度 0％）

（達成度 100％） なっている。
また、行財政改革大綱及び前期実

560,000 千円とし、平成 31 年
度に耐震改修工事を主にエレ
ベーター等の改修の一部実施

施計画の策定に向け、ハード系・ソ

で、293,000 千円、平成 32 年

フト系・単独施策系の 3 部会を設置

度は改修工事で 267,000 千円

し、延べ 10 回の検討会議を開催し、 の 2 か年工事で実施することと
平成 30 年 12 月に策定されている。 した。
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枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略

「地方創生関係交付金事業の効果検証」

令和元年５月
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まちづくり推進課

事業名称：地域子育て「お助け隊」養成事業 【地域少子化対策重点推進交付金】
事業概要

事業費 １,９６３千円

【事業の背景・経緯】
● 枝幸町が行った町民ワークショップの中で、子育て中のお母さんは、「少しの時間だけ子どもを見てほしい」、
「困っていることや悩みを聞いてほしい」など、ちょっとした手助けを求めている声が多くあった。また、自主
的な子育てサークルやお母さんたちが気軽に、そして自由な時間帯に利用できる施設がなかったため、観光施設
の三笠山展望閣をそのより所としてサークル活動や、お母さんたちの輪が広まる一方で、地域の中で多世代とつ
ながりを持った交流が希薄となっていた。
● これを受けて、若い世代が地域に溶け込みやすい環境・子育てがしやすい環境を整えるためには、実際に子育
てをしている人・子育てに深く関わっている人の声を取り入れた新たな事業などを展開していく必要があった。
地域の中で助け合うきっかけづくりの中核を担う人材・『心とからだ』の両面をサポートする人材として、地
域住民の中からコーチングの手法を用いて「枝幸子育てコーチ」を養成。
「地域がどのようなサポートを求めているのか」、「どのようなつながりを求めているのか」を把握し、新た
な事業や支援制度などに町民のニーズや意見を反映させるほか、町民の活躍の場づくりのお手伝いや情報発信な
ど、地域の人同士をつなげるパイプ役を担うことで、「地域全体が子育てを温かく支援する気持ちや関わりを向
上させることを目標とした。
【事業主体】枝幸町（子ども・子育て支援対策チーム会議：企画政策課、町民課、教育委員会）
子育てコーチ
【事業内容】
【枝幸版子育てコーチ養成講座による人材育成】
●募集
・EOS放送、広報誌及び事業所訪問、ワークショップ（口コミ）による周知
●参加資格等
・参加資格は、「子育て経験のある人・子育てに理解と熱意を持っている人」
●養成期間・内容
・平成28年9月16日～11月12日のうち6日間37時間
①講 座
4時間×6回＝24時間 ②個別コーチング 1時間×6回＝6時間
③ピアコーチング 30分×6回＝ 3時間 ④専門講座
2時間×2回＝4時間
【子育てコーチ会議の開催】
●新たな支援制度の提案
養成された子育てコーチが集まる「子育てコーチ会議」を開催し、子育てコーチが主体となって、実際に子育
て世帯は地域にどのようなサポートを求めているのか、それに対して自分たちは子育てコーチとしてどのような
サポートできるのか、どのようなサポートをしたら良いのかなどについて議論・検討する。
そして、地域に密着した子育て支援の提供の場と、自らの活躍の場について議論・検討し、具体的な事業とし
て、町長に提案していただくことで、町の子育て支援施策に反映していく。
子育てコーチが、空きスペースを生かした気軽に寄ることができる交流の場（カフェ等）を開設したり、自宅
で子どもの預かりや親の育児相談の話し相手になったりする等のほか、ファミリー・サポート・センター事業や
地域子育て支援拠点事業における支援の担い手になることを想定しており、子育てコーチが本講座により習得し
たスキルを生かし、継続的に活躍することができるよう、町が全面的にバックアップする。

ＫＰＩ等
主なＫＰＩ・関連指標

実績値（目標値）

指標設定・目標設定のポイント（工夫・示唆等）

子育てコーチの養成

16人（20人）

子育てコーチから提案
され具体化した事業の数

3事業（3事業）

枝幸町は子育てしやすい
まちだと思う割合

59.3％（90％）

合計特殊出生率

1.45（1.60）

本町の未婚率は、男女ともすべての階層で全国・全道平均は下
回っているが、反対に出生率は、全国・全道平均より低い状況と
なっている。合計特殊出生率の高い道内10町村の主な特徴は、
一次産業が地域経済の中心となり若年者の就業率が高く、若い世
代の有配偶者割合が高い地域となっており、本町も同様の特徴を
持っている。加えて、夫婦共働きと水産加工業に就業する女性の
割合が非常に高い特徴を踏まえ、子育て世代や若年層とのワーク
ショップなどでニーズの高い、地域コミュニティを活かした子育
て支援体制の充実を図ることで、合計特殊出生率を引き上げる相
乗効果を発揮する。
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各段階において気をつけたこと
事業のアイデア・事業手法の検討
＜Ｐｌａｎ＞

■町民の声をしっかりと聴き、その意見を反映させた組み立ての構築
●町民の声を反映させた総合戦略の事業とするため、農業・漁業・商工会の青年部・女性部、森林組合、
建設業界、中小企業に加えて、子育て世代を中心とした自主的なサークル活動を含めて、精力的に町民
ワークショップを開催して、色々な話を聞き事業の種とした。
●そんな中で、子育て中のお母さん方の声で圧倒的に多かった若い世代が多世代と関わりを持ちながら、
溶け込みやすい環境・地域全体で子育てしやすい環境を整えていくためには、実際に子育てにかかわっ
ている人の声を取り入れた事業を展開していくことが、近道で効果的な取り組みであると確信し、ワー
クショップで知り合ったキーマンと関わりを深めながら、地域の中で助け合うきっかけづくりの中核的
人材、そして、心とからだの両面をサポートする人材として、地域住民の中からコーチングの手法を用
いて「枝幸子育てコーチ」を養成して、「地域全体が子育てを温かく支援する気持ちや関わりを向上」
させることを目標に、地域子育て「お助け隊」養成事業を立ち上げる、力強い動機となった。
■プロジェクトチームを立ち上げスピード感のある取り組みへ
●この事業の担当部署は、町の総合戦略のプロジェクトの一つの事業として、庁内を横断するプロジェク
トチーム「子ども・子育て支援対策チーム会議」を立ち上げて、この中で連携を図りながら、スピード
感を持って、流れのある取り組みの展開を確保した。

事業の具体化
＜Ｐｌａｎ＞

■ワークショップで知り合ったキーマンを通じた口コミの拡散と参加しやすい環境の創出
●募集は、ワークショップなどで知り合ったキーマンを通じた口コミによる拡散・落とし込みが一番効果
があった。その中で、すばらしい人材を見つけたら、本人を口説き落とすことはもちろん。その人が働
いている事業所を訪問し、理解してもらい参加しやすい環境を積極的に作りだした。
●参加資格は、特段の参加資格を設けず広い入口としたが、申し込みのあった方々には、お会いして事業
の想いや動機、養成講座の内容や今後の取り組みについて説明し、理解を得たうえで参加してもらった。
■「枝幸版」子育てコーチ養成講座の参加しやすい受講時間と充実した内容
●講師は、札幌市の㈱コーチングプラス代表取締役で、子育てコーチの石谷二美枝氏で、電話でアポをと
り、すぐさま出向き取り組みことの想い・熱意を伝え、本来であれば５０時間の講座内容を、受講者が
参加しやすい時間数を提供したい思いと同時に、内容はそぎ落としたくないとのわがままから、講座の
時間数を２４時間に凝縮・短縮してもらうという無理難題を快く引き受けていただいた。

事業の実施・継続
＜Ｄｏ＞

■幅広い年齢層とバランスのとれた子育てコーチの養成が実現
●当初の養成目標は２０名でしたが、当初の受講申し込みは１８名、全て女性の受講参加があったものの、
最終的に述べ３７時間の講座を受講した１６名の方々を「枝幸子育てコーチ」として認定しました。
認定者は、３０代から６０代の方々で、昔から枝幸町で過ごされている方８名と、転勤族や縁があって
枝幸町に来られた町外・道外出身者の方８名で、枝幸町に来た時に、すぐに馴染むことができないなど
の体験をされている方で、やはり自身の経験をもとに、少しでも貢献ができればという想いで受講され
た方々でした。偶然ちょうど町内８名・町外８名となり、年齢構成も幅広く、バランスのとれたすばら
しい人材を養成することができた。
■養成された子育てコーチによる精力的な活動の展開
●子育てコーチ会議・グループ会議を４０回余り、視察研修・意見交換会
への参加をはじめ、独自の町民アンケート調査、「気軽に立ち寄り多世
代が交流できる事業運営を目指して」を、４つの世代区分に分け町民へ
の理解と関与を高める狙いを含め2,352人に配布し、1,735人・回収率
73.8％の高い関心度のリサーチを実現し、プライベートの時間を削りな
がら精力的な活動が展開された。
■子育てコーチが創り出した事業構想への発展
●子育てコーチが検討してきた内容を反映するプロジェクトとして、「心とからだの子育てサポート」推
進プロジェクトを立ち上げ、子育てコーチが創り出す事業構想が始動し次のステップへつながった。

事業の評価・改善
＜Check・
Action＞

■事業の根幹は人であり、社会の一翼を担うことの基本に立ち返り、徹底的にキーマンとなる人材の掘
り起こしを行ったこと。
■地域住民から養成された「子育てコーチ」が主体となって、子育て世代の身体的・精神的負担、「心
とからだ」の両面をサポートできる新たな事業展開が生まれ、発展していること。
■企画担当部署をバックアップの総合窓口として、庁内の横断的なＰＴによるサポートによって、 町の

事業予算へ反映させることを前提としたスピード感のある取り組みとなったこと。
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事業名称：「心とからだの子育てサポート」拠点施設整備事業 【拠点整備交付金】

事業概要

事業費 ８３,９４３千円

【事業の背景・経緯】
● 本町の未婚率は、全国・全道平均は下回るが、人口1,000人当たりの出生率は低い状況である。また、夫婦共
働きの割合が51.1％と高く、水産加工業に就業する女性の割合が非常に高い。そのため、特に子育て世代が求め
ている精神的負担と身体的負担の両面をサポートする人材として「枝幸版子育てコーチ」を養成し、そのコーチ
が地域で中核となり主体的に活躍することで、子育てを温かく支援する機運の醸成、まちの魅力創造、ＵＩター
ンの促進から、人口減少に歯止めをかける。
● 子育て支援の担い手としては、保育所や幼稚園だけではなく、地域のニーズに応じ幅広く子育て支援を充実さ
せる人材として、必要な知識や技術等を習得した方が学童保育や放課後児童クラブなどに従事している。その一
方で、子育て世代が求めている心とからだの両面をサポートするためには、有資格者の慢性的な人材不足により、
現状での対応は非常に難しい。また、主体的に利用できる拠点施設がないことから、自主的な子育て活動が分散
しており、希薄なつながりとなっている。
【事業主体】枝幸町
【事業内容】
【目的】
現在、町の中心部に位置している利便性・連動性が非常に高い民間遊休施設
（旧個人病院）を取得し、本年度、地域少子化対策重点推進交付金を活用し、
コーチングの手法を用いて地域住民から養成した子育てコーチ（女性16名）が
主体となって、子どもを預かる支援（からだのサポート）や育児中の母親や父親が気軽に立ち寄り息抜き・相
談・アドバイスなどの支援（心のサポート）と、幅広い年齢層が集える交流の場（カフェ・レンタルスペース
等）を提供する拠点施設して活用する。
また、拠点施設での各種事業を地域住民から養成された子育てコーチが自ら、事業計画し展開することで「働
き方改革」の実践につなげ、子育てしやすい「まち」、魅力的な「まち」として、大きな付加価値を創り出し、
その魅力を町内外に発信し、交流人口の増加とＵＩターンの促進など、拠点施設の活用効果を最大限に発揮する
ため効果促進事業を実施する。
【実施予定事業】
①乳幼児の一時預り ②カフェ ③レンタルルーム ④コーチング ⑤研修・講座・イベント（乳幼児ふれあい
研修、地産地消の世代間調理教室、ハンドメイド講座、コーチング講座、フリーマーケットなど） ⑥町内外へ
の情報発信事業（地域コミュニティ窓口、子育てコーチによる「働き方改革」・子育てしやすい「まち」等の魅
力発信）
【自立性】
①託児収入 5,750千円 ②カフェ売上 6,000千円 ③レンタルルーム使用料 368千円 ④コーチング 180千
円が、自主財源 12,298千円を生み出す事業。一方、施設管理運営経費 20,700千円（維持管理費 5,000千円
人件費 15,700千円）との不足経費 8,402千円は、町の一般財源から捻出し全面的にサポートする。なお、施設
管理運営経費のうち自主財源が占める割合は約６０％と維持管理費の全額と人件費の一部を賄える水準となって
いる。

ＫＰＩ等
主なＫＰＩ・関連指標

雇用者数

拠点施設における
年間フォロー数

枝幸町は子育てしやすい
まちだと思う割合

実績値（目標値）

指標設定・目標設定のポイント（工夫・示唆等）

13人（22人）

拠点施設での事業は、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
を自ら展開することで雇用を創出し「働き方改革」を実践するこ
とから、雇用者数により評価する。

9,648人
（75,000人）

「教育・保育サービスの利用意向と子育て支援に関する施策ニーズ」を
把握するため、子育て中の保護者を対象に町が独自に実施したニーズ調
査の分析結果を踏まえ、国が示す子ども・子育て支援サービスの「量の
見込み」の算出手順から、拠点施設での提供サービス毎の利用者数を年
間フォロー数として計測する。

59.3％（90％）

本事業は、地域で子育てを温かく支援する機運の醸成を図るうえで重
要な施策となることから、枝幸町としての少子化対策全体に係る数値目
標と同じ指標を設定し、町内の子育て中の保護者を対象にしたニーズ調
査（H31実施）で把握する。
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各段階において気をつけたこと

事業のアイデア・事業手法の検討
＜Ｐｌａｎ＞

■地域住民の声から生まれた子育てサポート拠点施設
●地域住民から養成した子育てコーチ（女性16名）が主体となって、子ども預かる支援（からだのサポー
ト）や育児中の母親や父親が気軽に立ち寄り息抜き・相談・アドバイスなどの支援（心のサポート）と、
幅広い年齢層が集える交流の場（カフェ・レンタルスペース等）を提供する拠点施設して活用する。
●拠点施設での各種事業を地域住民から養成された子育てコーチが自ら、事業計画し展開することで「働
き方改革」の実践につなげ、子育てしやすい「まち」、魅力的な「まち」として、大きな付加価値を創
り出し、その魅力を町内外に発信することで、地域で子育てを温かく支援する機運の醸成、ＵＩターン
の促進を一体的なプロジェクトとして実施する。
■町の中心部に位置する民間遊休施設を活用した利便性・連動性の向上
●活用する民間遊休施設（旧個人病院）は、周辺に保育所・子育て支援センター、小・中・高校や公園・
大型店舗等が立地する町の中心部に位置しており、利用者の利便性・連動性が非常に高い。また、当該
施設は、Ｈ7に建築されＨ26.3末の閉院に至るまでの間、地域医療の拠点施設としてその役割の一端を
担い果たしてきた。
●その町の中心部に位置する地域拠点施設であった遊休施設を本事業により取得し、地域住民が主体とっ
て拠点施設を活用した事業を展開することにより、施設の目的・効果や政策間連携による先導性を最大
限に発揮することができる。

事業の具体化
＜Ｐｌａｎ＞

■子育てコーチが創り出した事業構想を具現化する施設整備
●子育てコーチが立ち上げた「心とからだの子育てサポート」推進プロジェクトは、子どもを預かる支援
（からだのサポート）と、気軽に立ち寄れ、息抜きや相談ができる交流の場（心のサポート）を、町民
のニーズにあった形で提供するため、子育てコーチが主体となり、「町民向けのアンケート調査」をは
じめ、子育てコーチ会議やグループ会議、各種視察研修と精力的な活動の中から、全体構想が創り上げ
られた。
■「働き方改革」実践事業
●地域住民から養成された子育てコーチ（女性）が、拠点施設を活用した各種事業を自ら計画・展開し
「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、大きな付加価値
を創り出し、その魅力を町内外に発信し、施設交流人口の増加とＵＩターンの促進を図るため、カフェ厨
房設備の設置、情報発信機能整備、フォローアップ研修の実施により、拠点施設の事業効果及び政策間連
携などの先導性の効果を促進する。
■地域人材の掘り起しから広がりを見せたモデル的な事業展開
●徹底的にキーマンとなる人材の掘り起こしを行い、子育て世代の身体的・精神的負担、「心とからだ」
の両面をサポートできる新たな事業展開が生まれ、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。

事業の実施・継続
＜Ｄｏ＞

■心とからだのサポート「ファミサポ事業」と「カフェ交流促進事業」
●行政サービスでは賄いきれていない、地域コミュニティの範囲で、すきまを埋めるための新たな子育て
支援として行き着いた形が、コンセプト「つなげる」を掲げたファミサポ事業。
●多世代間の交流を促進するため、コンセプト「誰でも気軽にくつろげる空間」を掲げ、交流のきっかけ
づくりと「稼ぐ」ことを意識した「カフェ経営、レンタル室や学習室の提供など、世代間交流イベント
の企画実施や町民を巻き込み、地域全体が関与できる居場所づくりを提供。
■地域おこし協力隊による新たな視点を活用した事業運営
●地域おこし協力隊員が関わることで地域外からの視点を取
り入れ、まちの人たちや子育て世代とコミュニケーション
を図りながら、地域食材を活用したメニュー開発やイベン
トの企画・実施によって、「まち」の魅力を町内外へ発信。

事業の評価・改善
＜Check・
Action＞

■子育てコーチが創り上げた「事業構想」を実現する団体の設立
●子育てコーチの数名が発起人となって、心とからだのサポート団体「にじをつなぐ会」を平成29年12
月設立し、平成30年4月から施設の運営業務を受託している。また、ボランティア団体としてではなく、
働いた人にはしっかりと対価を支払う団体として、収益事業法人として登録を行っており、事業構想か
ら最終的には業務運営までを地域住民が主体となって実施しているモデル的な地方創生事業である。
■役場内部では本事業が地方創生におけるモデル事例としての浸透度が低いため、好事例の横展開を行

い、事業構想段階でのアイデア・手法、推進主体等を組立てる上で、考え方の底上げが必要である。
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事業名称：地域雇用支援拠点施設（三笠山展望閣）整備事業 【拠点整備交付金】
事業概要

事業費 44,484千円

【事業の背景・経緯】
● 枝幸町は、「産業経営基盤の安定強化」を図るため、特に基幹産業や中小企業の働き手を確保する移住定住の
環境整備や地域ブランド「オホーツク枝幸」構築による稼ぐ地域づくりなど、豊富な地域資源を最大限に活用し
た施策を推進している。しかしながら、一次産業の担い手や後継者、二次、三次産業の働き手の慢性的な不足が
顕著になっており、雇用と移住定住を希望する者や求職者とのマッチングが出来ておらず、また、双方が能動的
に利用できる情報収集手段や書店施設がないことから、自主的な求職活動などが分散しており、一元化されてい
ない状況にある。
● 三笠山展望閣を主要観光施設としての情報提供機能の強化と合わせ、しごとやくらしの情報交流拠点としての
機能を付加し、訪客や移住定住希望者と地域住民や中小企業者らの情報交差点となるとして複合拠点施設として
リノベーションを実施する。
【事業主体】枝幸町
【事業内容】
【地域雇用支援拠点施設（三笠山展望閣）整備事業費】
●施設整備
・オープンスペース（レクチャールーム、情報発信設備、多目的エ
リア）の設置
・給水、電源設備の改修
・カフェレストラン（厨房内、厨房設備）の改修
・屋上エリア（屋上防水、シャッター）の改修
・外部意匠（外壁塗装、案内板）の改修
●効果促進事業として実施する設備整備
・こどもの手洗いなどへ配慮した設備整備の実施
・オープンスペース及びカフェレストランでの研修、展示など機能
充実に資する備品の購入

ＫＰＩ等
主なＫＰＩ・関連指標

実績値（目標値）

指標設定・目標設定のポイント（工夫・示唆等）

交流人口の増加

6,582（6,998）

拠点施設での事業は、移住定住希望者や求職者、地域住民などの支援と
幅の広い交流ができるカフェレストランなどの事業を展開することで働
き手の確保を目指すため、拠点施設での提供サービスの利用者数を計測
する。

拠点施設の総合支援窓口
を利用した就業者数

0（0）

生産性及び収益性の向上に直結する拠点施設を利用した就業者数の増加
により計測する。

0（0）

しごとやくらしの情報を抵抗・支援し、当町への移住定住を増加させ、
働き手や担い手の増加を見込むことから拠点移設を介した当町への移住
定住者の増加により計測する。

拠点施設の総合支援窓口
を介した移住定住者数
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各段階において気をつけたこと

＜Ｐｌａｎ＞

事業のアイデア・事業手法の検討

■地域事業者と移住定住希望者、求人者との情報交差点
●地域において、移住定住希望者や求職者と事業者との双方が、能動的に利用できる情報取集手段や拠点
施設がなく、それぞれに求職活動などを行い、一元化されていないため、しごとやくらしの情報拠点の
構築により、より効果的なマッチングを図る必要性を考慮した。

■三笠山展望閣の持つ産業観光拠点に「しごとやくらしの情報交流点」としての新たな役
割の付加
●町の主要観光施設として存在する「三笠山展望閣」の情報提供力を活用し、観光客を含めた移住定住希
望者、求職者、バイヤーなどに対し、リアルタイムで求人情報や、仕事の内容、地域ブランド製品など
の情報を新たに幅広く発信する観光と産業を包括する複合拠点施設としての位置づけを検討した。

■オープンスペース（レクチャールーム、情報発信設備、多目的エリア）の設置
●１階のトイレ及び物品庫を改修し、オープンスペースとして「観光案内窓口エリア」「しごと×くらし
多目的エリア」設置する。各種観光ＰＲパンフレットや動画上映による「オホーツク枝幸」の魅力を発
信するほか、移住定住に関する相談や面接、地場産品の商談用のスペースを設置し、より具体的な枝幸
町での仕事や暮らしの情報を発信する。

■枝幸版「ジョブカフェ・サロン」の設置運営
事業の具体化
＜Ｐｌａｎ＞

●カフェレストランを設置運営するため、２階の厨房、内装、照明を改修す
る。雄大なオホーツク海を背景に市街地を望むシチュエーションで、観光
客や移住定住希望者が幅広く交流できるスペースを確保し、現に眼下で営
まれる枝幸町での「しごと・くらし」と自らの移住定住を照らす時間を提
供する。

■未来を担う子供の思い出づくり
●２階のトイレを子どもの手洗いなどへ配慮した設備に改修する。来訪した
子ども達がそれぞれの思い出として、三笠山展望閣からの視覚的印象と家
族と過ごす穏やかな時間から生まれるノスタルジー的印象とを記憶に留め、
世代を越えた枝幸町との繋がりを未来へ引き継ぐ。

■オホーツク枝幸の魅力発信
事業の実施・継続
＜Ｄｏ＞

●オープンスペースにおいて、子育て、教育、福祉などの行政情報や移住定住、求人に関するパンフレッ
トや資料を来訪者が自由に持ち帰れるよう配置している。今後、町内外へ当施設自体のPRを強化してい
くとともに、移住定住者向けの動画配信や町内事業者との交流イベント等を状況に合わせ実施していく。

■観光産業の複合拠点としての取組み
●カフェレストランの運営を軸に従来の観光機能の更なる強化を図っていくものとし、ミニライブやフ
リーマーケット等のイベントを開催し、さまざまな人々に交流の場を提供する。多くの人や情報が集ま
る中で、地域内外のネットワークによりオホーツク枝幸の再発掘や再認識を進め、湧水が湧き出るよう
に常に新鮮なオホーツク枝幸の魅力を更新する。

事業の評価・改善
＜Check・Action＞

施設改修、備品搬入を完了し、５月１日から開館している。ゴールデンウィーク期間の来場者は９００人を
超え、また、オープン日に開催したミニライブには８０人が参集し、施設の新たなスタートに対し大きなPR
となった。今後、オープンスペースの活用形態の多様化とよりリアルタイムな情報収集、情報更新ができる
効果的な仕組みを模索する必要がある。
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事業名称：地域を支える「オホーツク枝幸」産業観光推進事業 【地方創生加速化交付金】
事業概要

事業費 ６５，０５９千円

【事業の背景・経緯】
● 枝幸町は平成18年に旧枝幸町と旧歌登町が合併した町で、その面積は1,115.93ｋ㎡と宗谷管内で１番、北海
道でも９番目に広い地域である。この広大な自然環境とオホーツク海が育む、豊かな水産資源を背景にした様々
な地域資源は、観光客誘客のポテンシャルは非常に高い地域であるにも係らず、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がメインで、タイ・インバウンドツアーに取り組むも、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込み・特産品市場の開拓など、地域経済全体が元気になる
ステップには繋がらず、一過性の効果に止まっている。
● 観光施策の抜本的な改革と、広い地域に豊富に存在する地域資源を繋げ、地域産業と強力に連携を図り「宗
谷」・「えさし（枝幸町・江差町）」エリアをマネジメントする地域連携ＤＭＯ組織として、既存の観光協会に
日本版ＤＭＯの役割と機能等を備え「オホーツク枝幸ＤＭＯ」を確立する。
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、顧客となる観光訪問
客との交流から、特産品の購買ニーズや体験型パッケージツアーの商品化など、圏域外に地域資源・特産品の
「えさし」ファンを作り出し、地域企業の販路開拓に繋げることで、地場産品の市場拡大による地域経済と基幹
産業の活性化を図る。
産業連携の観光施策と関係主体の活動は、オホーツク枝幸ＤＭＯが舵取りの役割を果たすことで、主力産業と
連携した地域経済の好循環が生みだされ、新たな生業観光分野での「しごと」が活性化する中で、雇用の安定・
所得の確保、若者の定住促進に繋がり、地域を支える観光戦略づくりから、産業間連携での地方創生を実現する。
【事業内容】
●オホーツク枝幸ＤＭＯの確立と産業観光ビジョンの策定
【地域資源を繋げる産業観光ビジョン策定】事業主体：枝幸町
・各種調査、地域連携ＤＭＯの確立、戦略拠点の方向性・基本計画、産業観光システム、広域観光コンテンツの
開発など
●オホーツク枝幸ブランドづくりと外部コーディネーターの活用
【「オホーツク枝幸」ブランド構築】事業主体：オホーツク枝幸ブランド推進会議（枝幸町観光協会）
・外部コーディネーター活用、観光資源の調査研究、観光プロモーション
●情報発信力とインバウンド対策強化
【ウェブシステム改修】事業主体：枝幸町観光協会
・マップ情報の構築（広域マップ情報）、参加型ポータルサイト開設、移住・定住サイト開設、観光ウェブシス
テム構想
【博物館ＮＡＶＩシステム構築】事業主体：枝幸町
・タブレットで展示物の情報をテキスト、写真、音声で４言語対応のＮＡＶＩシステム構築
●新たな体験型コンテンツの提供と移住定住拠点整備
【町有コテージ改修】事業主体：枝幸町
・冬期も営業が可能となるようコテージ３棟及び通路改修を行い、「雪のある冬
の日本」に対する良好なイメージが浸透するタイ・インバウンドツアーも対象
にした「ナイトサファリ」など新たな体験コンテンツによる観光訪問客の拡充
・強化を図り、閑散期の対策としてお試し移住の拠点施設として積極的に活用

ＫＰＩ等
主なＫＰＩ・関連指標

実績値（目標値）

指標設定・目標設定のポイント（工夫・示唆等）

枝幸町観光入込客数
（H26：23.8万人）

23.9万人
（30.0万人）

オホーツク枝幸ブランドの推進を図るとともに外部コーディネーター
の活用により、地域資源を活用した着地型（体験型）ツアーを実施し、
観光客の増加を図る。

枝幸町外国人述宿泊者数
（H26：1,366人）

138人
（3,000人）

外国人の知名度を高めるため、世界的に浸透している「オホーツク
海」のフレーズを取り入れた「オホーツク枝幸」ブランドを構築する
ことにより、外国人観光客の誘客を狙い、宿泊者の増加を図る。

宗谷管内観光入込客数
（H26：184.6万人）

193.7万人
（203.1万人）

観光客がリピートしたくなるよう、宗谷観光連盟や近隣市町村等と連
携を密にし、新たな観光メニューの企画や情報発信による広域的な観
光振興を推進する。

地域連携ＤＭＯ組織の確立

１団体設立準備中
（１団体）

産業観光ビジョンにおいてＤＭＯ機能、規模、自立的運用等の検討を
行い、H32.4設立に向けた課題整理とスケジュールを示す。
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各段階において気をつけたこと
事業のアイデア・事業手法の検討
＜Ｐｌａｎ＞

■町民と観光客の意見を反映させた産業観光の組み立て
● 枝幸町の観光振興についての意向を把握するため、町民に対して「観光資源の評価」、「課題」、
「今後重視すべき点」、「必要な観光施設」、「ホテルの評価」についてのアンケート調査と枝幸町を
訪れた観光客の観光行動や評価を把握するため、観光客に対しても「観光行動」、「観光情報入手」、
「観光地への関心度・満足度」、「ホテルの評価」についてのアンケート調査を行い、観光振興を進め
ていくうえでの課題や体験観光のニーズなどを把握できた。
■枝幸町の各産業における付加価値額を算出して観光関連産業を分析
● H24経済センサスで算出された事業所の産業別付加価値額をベースとして農業・漁業の個人経営の付
加価値額を推計して加算することで、枝幸町における産業の特徴を捉えた。この数値を用いて各産業の
H28からH31付加価値額の目標値を設定した。
また、H31の目標は付加価値額総額を約278億円とし、H27の約172億円から1.6倍の増加を見込
み、最も大きな伸びを見込む漁業の他、「宿泊業、飲食サービス業」についても産業観光ビジョンの進
展に伴って増加していくと考え、H27の約2億円から1.2倍の約2.4億円を目標とした。

事業の具体化
＜Ｐｌａｎ＞

■地域資源を繋げる産業観光ビジョンの策定
● これまでの枝幸町の観光施策を抜本的に見直し、豊富な地域資源をつなげ、主力産業の水産業・酪農
業と連携した産業観光を強く推し進めていくため、ＤＭＯの設立や戦略拠点の方向性、産業観光システ
ムの構築、広域観光コンテンツの開発など、具体的な方策を示す産業観光ビジョンを策定した。
■オホーツク枝幸ブランドづくりへのコーディネート
● 枝幸町観光協会を事務局として、商工会、漁協、農協などの民間団体を中
心に構成する町民主体の組織「オホーツク枝幸ブランド推進会議」を立ち上
げ、枝幸町出身のトータルコーディネーター高井瑞枝氏と連携して、町民参
加型のワークショップやニューグルメ開発試食会などを行った。
また、ＤＭＯ組織の人材育成、産業観光戦略づくりの他、豊富な地元食材
を活かし、提供できる次代の調理人の育成についてアドバイスを受けた。

事業の実施・継続
＜Ｄｏ＞

■戦略拠点ゾーンの主要施設の整備
● 産業観光ビジョンで示した枝幸町の観光をリードする３つの戦略拠点ゾーンのうち、うたのぼりゾー
ンでは都市及び近隣市町村との協力による移住・定住促進として、Ｈ28に歌登グリーンパークホテルの
コテージ３棟の冬期間利用可能な改修工事を行った。改修後の利用者人数はＨ29実績1,291人うち道外
138人、Ｈ30実績1,951人うち道外140人となり、前年と比べて1.5倍の増加となり、着実に利用者
は増えてきている。
●

三笠山ゾーンでは、三笠山展望閣に産業観光起点としての情報提供機能を強化することに合わせて、
しごとやくらしの情報交流拠点としての機能を加えて、観光客や移住定住希望者と地域住民や中小企業
者らとの情報交差点となる複合拠点施設として、多目的オープンプンスペースの新設や厨房改修などに
より、カフェレストラン、イベント等への対応可能なリノベーションを行った。
また、オホーツクミュージアムえさしでは、博物館ＮＡＶＩシステムを運用し、観覧者への質の高い
サービス提供をはじめ、オホーツクの歴史や枝幸の自然環境、まちのあゆみなどの地域資源をＰＲ動画
などにまとめ、情報発信ツールを制作して施設において活用、発信する環境を整えている。

事業の評価・改善
＜Check・Action＞

■戦略拠点ゾーンの魅力底上げ（ハード面）
● 産業観光ビジョンで掲げる枝幸町の目指すべき産業観光の姿「旬感！オホーツクえさし」を実現する
ため、３つの戦略拠点ゾーンの整備を順次進め、うたのぼりゾーンを初めとして三笠山ゾーンへと着実
に整備が進んでいる。
これらのゾーンにはホテルニュー幸林など老朽化が著しい施設が多く、三笠山展望閣の改修のように
維持補修のみではなく、リノベーションなどにより長寿命化を図りながら、現代的な魅力ある空間を提
供することが観光客の誘客につながると考えられる。
また、今後は北緯45度ラインゾーンにあるウスタイベ千畳岩や道の駅マリーンアイランド岡島などの
施設整備やその在り方など新たな活用方法を検討し、更に充実を得られるものへと進化させる必要があ
る。
■オホーツク枝幸ブランド力強化（ソフト面）
● オホーツク枝幸ブランド力を更に高めるため、町民主体の組織「オホーツク枝幸ブランド推進会議」
に加えて、町の組織「ブランド推進本部」を立ち上げ、ブランド力の向上を加速化する。
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枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略

「地方創生関係交付金事業の効果検証」

令和元年５月
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農林課

事業名称：木質バイオマスの有効活用による地域経済イノベーション創出事業 【地方創生加速化交付金】

事業概要

事業費 10,800千円

【事業の背景・経緯】
● 枝幸町は、総面積1,115.93㎢の約81％にあたる907.26㎢を森林面積が占め、その面積は、道内市町村で8
番目の規模を有している。ここから生まれる森林資源は製材やパルプなどに活用されているが、未利用資源とし
て林地残材と呼ばれる伐採後に林地に残されている資源（木質バイオマス）が存在する。この未利用資源を地域
内で循環させることにより、新たな雇用を創出し、地域の活性化を図るとともに、クリーンエネルギーの有効活
用による地球環境保全のためのＣＯ２排出量の削減に寄与する。また、森林資源の育成・管理が計画的に進めら
れることにより、生物多様性の保全や水源の涵養など多面的機能を有する豊かな森づくりが維持され、豊かな自
然環境を次世代へ確実に引き継ぐことができる。

間伐事業実施状況

【事業主体】枝幸町
【事業内容】
■木質バイオマス有効利用実証調査費
●事業の目的
・当町における雇用拡大と地域振興を図ることを目的に木質バイオ
マスを活用した事業の創出と事業計画の策定を行う。
・木質バイオマスを活用した「地域循環システム」を構築する。
・地球規模での環境保全対策の推進と森林整備に伴う森林機能の充
実を図る。
●事業の概要
・当町の森林整備から排出される林地残材等の賦存量及び利用可能
数量等を調査する。
・具体的な事業スキームの構築とシュミレーションを行い、効率的
な木質バイオマス利用システムを検討する。
・林業就業者の確保と育成、就労環境の改善等の担い手対策に係る
事業スキームを検討する。
●有効性検討業務
・損益分岐点調査、森林資源量調査、協議会の体制調査など、事業
の有効性、実現性と持続可能性について調査を行い、事業の有効
性を判断する。
・地域循環型の事業体制を構築するため関係団体・学識経験者等で
構成する「枝幸町木質バイオマス利活用地域協議会」（仮称）を
組織し、必要な検討を行うものとする。
・調査の結果、木質バイオマスの活用が有効であると判明すれば、
町内の保養施設に木質バイオマスボイラーを設置し、地域コミュ
ニティ協議会が木材を保養施設に販売し、運営資金とする。

ＫＰＩ等
主なＫＰＩ・関連指標

実績値（目標
値）

指標設定・目標設定のポイント（工夫・示唆等）

木質バイオマス有効利用実証調査の実施

1

件（1

件）

木質バイオマス利活用地域協議会の設置

0

件（1

件）

木質バイオマス事業創設のために必要な基礎・実証調査の実施と事業実
施体制の構築等を担う地域協議会の設立を目標とした。目標数値につい
ては必要数である各1件として設定した。

件）

木質バイオマス事業創設の際に必要な「木質バイオマスチップ製造工
場」とその運営組織である「木質バイオマス開発協同組合」の設置を目
標とした。目標数値については必要数である各1件とした。

木質バイオマスチップ製造工場
木質バイオマス開発協同組合の設立
木質バイオマス事業による雇用の創出
林業後継者の育成

化石燃料（A重油）使用料の削減

0
０
5

件（1

名（2名以上）
人（１０人）

0 （△400,000 /年）

木質バイオマス活用事業の実施に伴い、新規雇用の創出と本事業の根幹
である林地残材の搬出等の担い手である森林作業員の雇用と育成を目標
とした。目標数値については、事業化の際に必要な人員と地方版総合戦
略における基本目標及び数値目標と同数とした。
木質バイオマス活用事業の実施に伴い、町内温泉施設等の公共施設にお
ける化石燃料（A重油）の削減量を目標に設定した。目標数値については、
現在、各施設において消費している化石燃料を勘案して設定した。
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各段階において気をつけたこと

事業のアイデア・事業手法の検討
＜Ｐｌａｎ＞

■木質バイオマスを活用した「地域循環システム」の構築
●道内有数の森林資源を有する地域性を活かし、未利用資源の林地残材を有効活用することにより、新エ
ネルギーとしての活用や主要産業である水産業における水産系廃棄物の安定処理に向けた「地域循環」
システムを構築し、新たなしごとの創生と雇用拡大、地域経済の安定化等を図る。
●枝幸町に賦存する未利用の森林資源を有効活用することにより、新たな産業の創生と地域循環型事業体
制を構築する。また、将来的には、燃料以外のチップの活用法や需要に応じて木質ペレットの製造・販
売についても検討し、新たな地域産業の拡大につなげる事業である。

これらの事業化の可能性を検討するため

基礎・実証調査の必要性

■木質バイオマス有効利用実証調査の実施
●木質バイオマスの有効活用に関して、収集、前処理、貯蔵等の供給サイドを含んだ詳細調査や、供給・
使用方法に関して具体的なプランニングが不可欠であり、事業展開を早期に実現するためには、速やか
な実証調査を実施する。
[調査内容]林地残材の賦存量と利用可能数量及び搬出コスト、燃料のチップ化と乾燥、木質バイオマス
の熱利用、燃料チップ生産の経済性・事業化の検討、町有施設へのバイオマスボイラー導入
事業化に向けての課題と事業体制、二酸化炭素排出量の削減、林業就労者の確保と育成・労
働環境の改善・新規就労者移住定住支援の仕組みづくりの検討

事業の具体化
＜Ｐｌａｎ＞

■事業体制を構築するうえで必要な組織を設立する
●枝幸町木質バイオマス利活用地域協議会
・目 的：地域が主体となって地域循環型事業体制を構築するため、具体的な計画策定や課題解決に向け
た協議等を行う組織として設置する。また、北海道が実施するバイオマスアドバイザー派遣事
業により専門家を招聘し、事業化等に際しての専門的な助言・指導等を受ける講習会を実施す
る。
・構 成：町、民間事業者、森林組合、行政関係者、学識経験者、アドバイザー、コンサルタント等
●木質バイオマス開発協同組合
・目 的：事業化した際に必要な木質バイオマスの収集・運搬及びチップの製造・販売まで一連の作業を
行うことを目的に設立する。
・構 成：製材業者、素材生産業者、建設業者等

事業の実施・継続
＜Ｄｏ＞

■木質バイオマス有効利用実証調査について
●平成28年度実証調査概要
事 業 名：地域経済イノベーション創出事業（明許繰越）
業 務 名：木質バイオマス有効利用実証調査業務委託
委託期間：平成28年6月23日～平成29年3月17日
受 託 者：㈱森林環境リアライズ 代表取締役 堀束 恭弘
●調査結果の概要
町内温泉施設等の公共施設における木質バイオマスボイラー
の導入とこの燃料調達を町有林の森林整備において供給可能
であるかを前提として、実証調査を行った。結果として、町
有林のみの森林整備では供給できないことが推察される結果
となったが、地域循環システムを構築し、事業化した際の新
規雇用の確保といった地域経済への効果は十分に確認できた
ことから、今回の実証調査で明らかとなった課題等を踏まえ
改めて協議・検討を行うものとする。

木質チップ製造風景

事業の評価・改善

＜Check・Action＞

■今後の取組みについて
今回実施した実証調査の結果を踏まえて、今後は町有林だけではなく民有林全体を対象とした木質バイオ
マスの有効活用と地域循環システムの構築及び事業化の検討を行う必要性があり、バイオマス発電事業との
兼合いを含めて当町から排出される木質バイオマスの有効利用を総合的に検討する必要がある。
また、平成３１年度より「森林環境譲与税」が創設され、市町村において森林・林業施策に対して幅広く
活用可能な財源を確保できたことから、この財源を活用した事業化の検討もあわせて行うものとする。
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枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略

「地方創生関係交付金事業の効果検証」

令和元年５月
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教育委員会

事業名称：スポーツ交流と健康づくりが新しい人の流れを生み出す「しごと」創生事業 【地方創生推進交付金】

事業概要

事業費 44,166千円

【事業の背景・経緯】
● 本町は、広大な自然環境とオホーツク海が育む、豊かな水産資源を背景にした漁業、水産加工業や農業が基
幹産業となっているが、現在は急速な高齢化が進んでいる。そのため、総合戦略に掲げる「産業経営基盤の安
定強化」を基本姿勢にした、安定的な労働力人口の確保や人口構造の若返りを図るためには、新しい人の流れ
を創り、雇用の場の拡大・創出によって、人口減少に歯止めをかけ、将来にわたり活力あるまちを維持してい
く戦略的な取組みが必要である。
● 特色あるスポーツ資源の「フットサル」と「アームレスリング」を軸にスポーツ合宿による交流促進を図る
ため、関係団体等と連携し、外部人材の活用とインターンシップを通じた指導者の確保・育成による体制整備
を柱に、官民協働によるスポーツ合宿の一元的な受入体制を整備するとともに、スポーツ交流事業の企画・実
施、地域資源を活用した通年的な競技力アップ・健康づくり・ヘルスツーリズムプログラムの造成、トレーニ
ング機器等の導入、受入拠点となる総合体育館の内部改修によるフィットネスエリア新設及びトレーニングル
ーム拡大によって、継続的に発展・マネジメントできる受入体制を整備する。
【事業主体】枝幸町運動推進会議（枝幸町スポーツ推進委員・枝幸町スポーツクラブ＜エムスク＞
・枝幸町スポーツ協会・枝幸町スポーツ少年団・枝幸町教育委員会・枝幸町）
【事業内容】
『スポーツ交流と健康づくりが新しい人の流れを生み出す「しごと」創生事業』
●各種メニュー・プログラム等の造成と指導者の発掘・育成
・地域資源を活用した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
・専門人材によるトレーニング講習会、指導者育成講習会の開催
・高校等と連携したインターンシップ事業
・ＩＣＴを活用したトレーニング処方システムの導入と広報機能の強化
●トレーニング機器等の導入
・トレーニング機器購入
～競技力アップのため、バランスと各筋群、動作などを考慮した筋力
系マシン（下肢・体幹・上肢系）
～心肺持久力増進、脂肪燃焼効果、全身細胞の活性化、心肺・血管系
全体の強化につなげる有酸素系マシン
・各種プログラム提供サービス機器購入
～体力測定評価機材、身体計測機材、全身持久力測定器、機能的トレ
－ニングツール
●総合体育館内部改修工事
・フィットネスエリア新設及びトレーニングルーム拡大

ＫＰＩ等
主なＫＰＩ・関連指標

実績値（目標値）

指標設定・目標設定のポイント（工夫・示唆等）

スポーツ合宿等受入者数

898人（1,000人）

スポーツ合宿を核とした交流促進から、新たな事業展開と将来的には
着地型観光と連携したヘルスツーリズムにつなげることで「稼ぐ力と
雇用の場の創出」、「若者定住の促進」、「安定的な労働力の確保」
の事業効果を発揮するため、スポーツ合宿等受入者数をもって新しい
人の流れを評価する。

指導者等の雇用者数

3人（6人）

魅力ある新たな分野での働き場を創出し、人口構造の若返りを図り、
将来にわたって活力あるまちづくりを目指すことから、指導者等の雇
用者数により評価する。

33.3％（32.5％）

本町を支える産業は、カラダを資本に健康であればいつまでも働ける
「安定的な労働力の確保」につながることから、住民が健康に対する
意識の向上を図ることが必要なため、生活習慣病の予防に資する特定
健診の受診率で評価する。

特定健康受診率
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各段階において気をつけたこと
事業のアイデア・事業手法の検討
＜Ｐｌａｎ＞

■地域にある団体等を有効に活用した事業展開の構築
●魅力的な「着地型スポーツ合宿」や「競技力アップ・健康づくり・ヘルスツーリズム」等のトータル
マネジメントにより、自主財源を確保する。また、指導者を確保し、各団体が実施する健康づくり対
策を受託し、徐々に総合型地域スポーツクラブに移行するなど、自立した運営をめざす。
●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、スポーツ協会、各スポーツ団
体、観光協会、宿泊・交通事業等、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。
■専門分野を習得した新たな人材確保・育成を図る
●新たな分野における専門人材の確保・育成によって、若者定住を促進、人口構造の全体的な若返りを
図る。
●中学、高校、大学等と連携した積極的なインターンシップの実施や、交流人口の拡大とキャリア教育
の選択肢と受け皿を広げＵＩターンの促進を図り、やる気と熱意のある人材を確保する。

事業の具体化
＜Ｐｌａｎ＞

■総合型地域スポーツクラブが考える多様な事業プログラムの設立
●総合型地域スポーツクラブが、スポーツ合宿等の一元的な受入窓口の役割を担い、総合体育館が新た
にワンストップサービス拠点の使命を果たせるような事業展開を構築する。
●地域に貢献することにより、町民が愛着を感じ誰もが集える場所として、スポーツ・健康・体力づく
り活動や地域交流拠点としての役割を果たす。

■若い世代の定住促進
●新たな事業展開によって、雇用の場が創出され、若者が目指すキャリア育成の選択肢と受け皿を確保
し、交流促進と若年層のＵＩターンを積極的に支援する町独自の奨学金償還支援制度との連携により
ＵＩターンを加速させ、新しい人の流れを生み出し、若い世代の定住促進を図る。
■体育館施設の改修とトレーニング機器等の新規導入
●フィットネスエリア新設及びトレーニングルーム拡大
●筋力系マシンと有酸素系マシンの購入

■地域資源を活用した着地型スポーツメニュー、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造成について

事業の実施・継続
＜Ｄｏ＞

●スポーツ合宿現地調査の開催（２回）
●合宿誘致に向けての啓発セミナーの実施（２回）
●合宿商品モニター開発・研究
●競技力アッププログラムのトレーニングセミナーの実施（12名）
●健康づくりプログラム構築及びスタッフ養成研修会の実施（２回）
■専門人材の招聘によるプログラムマネジメント人材育成
●プログラムマネジメント人材育成の実施
●人材育成研修の実施
～健康づくりプログラム指導者養成課程【基礎コース】（105名）

■専門人材の招聘によるトレーニング指導者養成講習会
●トレーナー養成研修会の実施
～健康づくりプログラム指導者養成課程【実践コース】（７名）

■高校生等と連携したインターンシップ事業
●インターンシップ事業の開催（６回）
●体験型事業の開催（１回）
●夢・チャレンジ応援事業の開催（１回）

事業の評価・改善
＜Check・Action＞

■新たな合宿誘致マネジメントを構築するため、外部人材の活用等による指導者の確保・育成による体制
整備を柱に、官民協働によるスポーツ合宿の一元的な受入体制を整備し、スポーツ交流事業の企画・実
施、地域資源を活用した競技力アップ、健康づくり及びヘルスツーリズムの造成を行う。
■人材育成に関する事業では、比較的興味を持った参加者が多く、また、高校生や中学生が参加したイン
ターンシップ事業や体験型事業では、今後の事業展開に向けて成果が得られた。
■施設改修とトレーニング機器の導入を行った結果、施設利用者が格段に増加したことにより、健康づく
りに対する町民の意識向上が図られた。
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事業名称：歴史と文化が人をつなぐ交流促進事業 【地方創生拠点整備交付金】
事業概要

事業費 9,346千円

【事業の背景・経緯】
●本町は、古代海洋狩猟民の先史文化として知られる「オホーツク文化」の中心地であり、出土品が国重要文化
財に指定されるなど、その文化的価値は高く評価されているが、地域住民の総体的な理解度・関心は必ずしも高
まっていない。
●本事業は、オホーツク文化を中心とした特色ある地域資源を、町外の研究者や専門家、大学生と、子どもたち
を含む地域住民がともにフィールドワークする
ことで、地域の歴史・文化に住民が主体的に関
わり、活動成果の共有を通じて理解を深めるこ
とを目的とする。
●また、活動成果を広く情報発信することで地域
•歴史と文化が人をつなぐ交流促進事業
理解の裾野を広げ、「学びの深化」を通じて
•〈スタートアップ〉
「ふるさと愛」を醸成し、地域資源を住民の財
産として共有し、活用することを目指す。
H30 •地域の魅力の再発見と地域理解の促進

事業の展望（ロードマップ）

•情報環境整備と情報発信力の向上

【事業主体】枝幸町教育委員会事務局
社会教育グループ
オホーツクミュージアムえさし
【事業内容】
（地方創生拠点整備交付金）
●情報発信力の強化
本事業は3カ年計画であり、平成30年度はその
最初の年である。
本事業のうち、交付金を活用した部分は「情報
発信力の向上」にあたり、平成30年度は3カ年
計画に沿って基盤整備を実施した。
・映像発信機材の整備
映像展示用ディスプレイ等の映像発信機材を
購入・整備した。
・映像編集機材の整備
映像編集用パソコン等の映像編集機器を購入・
整備した。

H31

H32
最
終
到
達
点

•歴史と文化を活用したまちづくり事業
•〈ステップアップ〉
•新しい「地域の価値」を創造
•地域住民による「学びの深化」
•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」
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

ＫＰＩ等
主なＫＰＩ・関連指標

実績値（目標値）

指標設定・目標設定のポイント（工夫・示唆等）

地方創生拠点整備交付金に係る部分はKPI等の設定無し
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各段階において気をつけたこと
事業のアイデア・事業手法の検討
＜Ｐｌａｎ＞

■地域の人たちに枝幸の自然・歴史を分かりやすく伝える
●自然・歴史について、まず興味を持ってもらえるよう、分かりやすく伝える。
●見るだけでは分からない自然の中の動きや音を伝える。
■町外の人たちに枝幸町について知ってもらうきっかけとする
●YouTubeやFacebookなどを通じて枝幸町の映像を発信し、枝幸町について知ってもらうきっかけと
する。
●観光協会と連携し、共に映像制作を進めるとともに、製作した映像を相互に活用する。
■枝幸の将来を担う子供と共に活動することを目指す
●一緒に活動することで、子供たちが枝幸町の魅力に気づき、将来Uターンで地元に戻って来たいと思え
るようになるきっかけ作りを目指す。
●単純作業に参加するだけではなく、活動成果をまとめることにより、その過程での学びを通じてより理
解を深めることを目指す。

事業の具体化
＜Ｐｌａｎ＞

■館内での映像を使った展示の実施
●映像展示室のさらなる活用をすすめる。
●デスモスチルスに関する映像展示を新規に実施する。
■他施設と連携した映像展示による枝幸町およびミュージアムのPR
●三笠山展望閣に新たに整備する枝幸町のPRコーナーで、映像展示を実施し、来町者に枝幸町のことを
知ってもらうと共に、ミュージアムへの来館誘導とする。
■ミュージアム職員による展示用映像の制作
●調査研究活動に参加する職員自ら映像を撮影・編集することで、深みのある内容で、かつ臨場感のある
映像を作成する。
●映像の内容が古くなったとしても、容易に作り直すことができるため、コストをかけず常に最新の内容
を展示することを可能とする。
■子供たちとの映像の共同制作
●映像として活動成果をまとめることで、地元についての理解を深めると共に、調査研究活動の意義につ
いても学んでもらう。
●その過程での調べ物などを通じ、調査・研究の仕方や結果のまとめ方を学んでもらう。
●子供たちが学校でも活動できるよう、機器は持ち運びできるものを選定する。

事業の実施・継続
＜Ｄｏ＞

■映像展示用機材の整備
●館内での映像展示用にディスプレイ等を整備した。
●映像展示室で映像展示に適切な照明を得るため、照明調光装置を
整備した。
■映像編集用機材の整備
●4Kの映像にも対応した編集機材を整備した。
●学校などでも編集が可能になるよう、ノートパソコンを使用した
り可搬ケースに収納したりするなど、持ち運びを考慮した機器に
より構成した。
●映像編集に携わった高校生が、将来の就職活動等で活用出来るよ
可搬型の映像編集用機材
う、業界標準の編集ソフトや機材を採用した。
■映像の制作
●観光協会やEOSと協力し、枝幸町のPR映像や出土刀剣に関する講演会の映像を製作した。

事業の評価・改善
＜Check・Action＞

■整備した機材を活用し、目標を達成するために次年度の事業計画を策定
●ミュージアムの調査研究活動を通じ、映像素材を収集すると共に制作を進める。
●枝幸高校と連携し、総合文化研究部と実施している調査研究活動の成果を、高校生自身の手で映像とし
てまとめ、全道高等学校郷士研究発表大会などの場で発表するとともに、ミュージアム館内等でも展示
映像として活用する。
■三笠山展望閣での展示計画の見直し
●三笠山展望閣のPRコーナーに映像展示用ディスプレイが設置されないこととなったため、代替案を検討
する。
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「地方創生関係交付金事業の効果検証」

令和元年５月
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歌登総合支所

事業名称：地域住民が主体となった「小さな拠点づくり」事業【地方創生推進交付金】
事業概要

事業費 24,720千円

【事業の背景・経緯】
● 枝幸町は、北海道宗谷管内に位置し、平成１８年に旧枝幸町と旧歌登町が合併した町で、北海道では９番目に
広い行政区域を有している。合併後１０年間で、約１,２００人（H27.4月末人口 ８,６９７人）の人口が減少し、
全体の減少率は１２％、旧枝幸町の枝幸地区が９％に対し、旧歌登町の歌登地区は２１％と減少幅が大きく、枝
幸地区が漁業を基盤とした製造業への波及効果がある一方、歌登地区は酪農業と林業が主体となっていることで、
両産業への後継者不足に加え、２・３次産業への波及効果が少ないことが要因となってる。
● 合併時に住民主体の地域づくりを行うため、地域協議会を１０年間設置し、類似する合併市町村への視察研修
などを通じて、「誰かがやってくれるだろうという意識改革」、「リーダーシップを発揮できる人材の確保・育
成」、「コミュニティサービスのワンストップ化と稼ぐ力の創出」が特に重要であると課題設定し、協議を行っ
てきたが、抜本的な意識改革と具体的な取組みには至らず、歌登地区の衰退にブレーキが掛かっていないのが現
状であった。そこで自主的な取組みを強力に推進する運営機関の設立を図り、地域の人材が率先して地域産業と
資源を活用した住民主体の取組みを創生し、新たな活性化対策によって歌登地区の活力を見出すことを目指して
地域コミュニティサービスのワンストップ化と産業観光づくりとを連携し、自ら「稼ぐ力」を創出することで、
支障となっている壁を住民主体で打ち破ることを目的とするものである。

【事業主体】枝幸町

【事業内容】 小さな拠点づくり事業
●運営主体組織の設立
・歌登まちづくり協議会設立、意識改革の動機付け、小さな拠点づくり構想策定（新たな活性化対策）
●新たな視点と協働
・地域おこし協力隊の活用、地域資源、人材発掘（眠っている才能の掘起こし、関係主体へのワークショップ）
●地域を支える戦略拠点づくり
・地域コミュニティの活動拠点、産業観光の活動拠点として、各種サービスをワンストップで提供する。（地域
住民の憩いの場、子育て支援、福祉サービス、産業観光サービス、情報発信・共有、地域おこし協力隊活動）
●拠点施設の整備
・合併後、遊休施設となっている「旧保健センター」を活用し、機能集約と複合化を図る。

ＫＰＩ等
主なＫＰＩ・関連指標

実績値（目標値）

指標設定・目標設定のポイント（工夫・示唆等）

歌登地区における
付加価値額

３,１１８,０００千円
（２,７０７,８７０千円）

「小さな拠点」に
関わる人数

８,７０３人
（２,０００人）

地域コミュニティサービス、産業観光サービス拠点として、地域住民
及び観光客の人数を設定した。

インバウンドツアー
による関係者数

２００人
（１,０００人）

インバウンドツアー開催等に係る人数を設定した。

税務データを活用して産業分類ごとの地域経済付加価値額を設定した。
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各段階において気をつけたこと
事業のアイデア・事業手法の検討
＜Ｐｌａｎ＞

■遊休施設の活用とオープンスペースの提供
●歌登地区においては、ボランティアをはじめとして地域の各種団体等が、それぞれ別の施設を利用し、
住民生活サービスや交流活動等を展開している状況にあります。しかし、これらの団体からは、施設が
狭隘であるとか、利用しにくいなどの声が多く聞かれ、また、各団体のワークショップにおいても旧保
健センターを利用したいとの意見が多数あったことから、それらの地域住民のニーズに応え、各種団体
等の活動拠点として、また、地域住民の交流オープンスペースとして活用できる機能をもった、小さな
拠点として整備を行い、住民が主体となって運営する施設となることを目的としたものである。
■運営主体組織の設立
●運営主体組織としては「歌登まちづくり協議会」を設立。施設については、地域おこし協力隊の活動拠
点としても位置付けるとともに、この協議会においては、地域の活性化対策と組織活動の舵取りとして
も担っていき、拠点を活用した様々な活動を発展させ、将来的には自立し、自主運営できる組織の確立
を目指していくこととした。

事業の具体化
＜Ｐｌａｎ＞

■運営主体組織の設立
●「歌登まちづくり協議会」の設置をはじめ、活性化に向けた隘路となっていたものを検証し、それを打
開する取り組みを検討し、実践する組織となるとともに、小さな拠点づくり構想を住民自らが策定する
ことにより、地域住民が主体となった事業となることを基本として設立した。
■新たな視点と協働
●地域おこし協力隊を活用し、地域の課題や新たな視点での地域力の強化を図るとともに、地域に眠って
いる活動可能な人材や地域資源の掘り起こし、また、地域住民とのワークショップ等を通じて、地域住
民と協働した小さな拠点づくり事業として推進していく。
■地域を支える戦力拠点づくり
●拠点が担う機能については、地域住民が利用しやすい憩いの場、子育て支援をサポート、各種団体やボ
ランティアなどによる福祉サービスの提供、地域の産業観光づくり、地域内外への情報発信、地域おこし
協力隊の拠点として等、あらゆる機能を担い、また、ワンストップ化で活用できる施設として事業を推進
する。
■拠点施設の整備
●旧保健センターを改修し、点在する機能を集約し、公共施設の複合化を図り、住民の利便性の向上と、
住民同士の情報交換の場として、必要となる各種拠点機能の整備を進める。

事業の実施・継続
＜Ｄｏ＞

■地域住民が気軽に集い、楽しめる拠点となるよう利用の充実を図る。
●各種教室（チーズ・お菓子・パン・牛乳豆腐づくり等）や誰でも気軽に立ち寄れる憩いの場所となる高
齢者の方々を対象とした歌種サロンを実施した。
●地域民生委員や地域住民等の協力を得て、子どもたちを対象とした「歌種で宿題しよう。」、「歌種で
将棋をしよう。」等も随時開催した。
■生活支援整備事業を利用し、介護予防のためのサロンや地域食堂等の
役割の可能性を探る。
●月１回の歌種サロンの継続、パンやチーズづくり教室とサロン等との
コラボを図り、新たなサロンの実施
■歌登交流センター「歌種」の運営維持拡大のため、パン販売等の事業
推進を図る。

事業の評価・改善
＜Check・Action＞

■人口減少や少子高齢化が著しく進む状況の中で、抜本的な意識改革と自主的な取り組みを推進するために
必要不可欠なリーダーシップを発揮できる人材を確保出来ていない。
■現時点において、自立的な取り組みとして歌種サロンを複数回開催し、地域コミュニティ活動における
「小さな拠点」としては認識されてきているが、産業関係部門での活動が乏しいことから、稼ぐ力を生み
出し自立的収入及び財源確保に努めたい。

-23-

枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略

「地域おこし協力隊活動報告」

令和元年５月
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総務課

地域おこし協力隊活動報告
担当課

総 務 課

活動分野

情報発信分野

活動期間

H29.5.1～H30.8.31

活動概要
【主な活動地域・場所】
枝幸町の生活情報・地域産業など、町全域を対象とした情報発信
勤務場所：総務課情報広報室
【全体概要】
枝幸町の情報発信業務を目的に、平成29年5月、地域おこし協力隊1名が任用となった。
情報発信については、枝幸町の様々な情報を住民へ一方的に知らせるのではなく、住民の立場に立って理
解と行動を促すような情報発信、さらに、町民とコミュニケーションをとりながら次の行動へつなげていく
効果的な広報、様々な生活情報や新たな視点で発見した枝幸町の魅力を町内外へ発信する。
・枝幸町の生活に関する情報発信
・地域産業に関する情報発信
・都市との交流及び移住促進事業に関する情報発信
※ウェブサイト、ＳＮＳ等を活用し迅速な情報を発信
【特徴的取組・成果】
■広報誌へ『よろしく、枝幸町！』の記事掲載
地域おこし協力隊が、町民とコミュニケーションをと
りながら新たな視点で発見した枝幸町を、広報誌により
計12回掲載し周知発信を実施。
○掲載内容
vol.1 稚魚放流体験、ふるさと納税感謝ツアー等
vol.2 展望閣ハンドメイドマーケット、町内牧場見学等
vol.3 林業見学、キャンプ場利用者インタビュー等
vol.4 枝幸に咲く花の紹介、「タコ箱漁」漁船体験等
vol.5 特集『枝幸のホタテ漁』
vol.6 ウスタイベ千畳岩ＰＲ、枝高音楽部紹介等
vol.7 特集『枝幸の底建網漁』等
vol.8 牛乳豆腐調理体験、枝高生の骨格標本制作紹介等
vol.9 漁船上架作業の見学、冬の酪農業紹介
vol.10 氷上釣り体験、枝幸で奮闘する牧場作業員紹介等
vol.11 流氷の天使「クリオネ」紹介、タラバガニ刺し網漁業等
vol.12 ふ化場見学、ホタテの漁場造成紹介等

広報えさし「よろしく、枝幸町！」

■facebook「枝幸の常日頃」で情報発信
枝幸町公式facebookを平成29年6月よりスタートさせ、町内外に枝幸町
の魅力ある様々な情報を発信。
また、協力隊facebookにおいても観光客目線で枝幸町の楽しみ方を発信。
■次年度以降の取組
平成30年8月末をもって情報発信分野担当の地域おこし協力隊が退職し、
現在は不在の状況であるが、今まで取り組んできた情報発信活動については
担当グループにおいて引き続き継続して取り組みます。

facebook 枝幸の常日頃

【課題・改善点（中途退任者の場合、主な要因等について記述すること）】
平成29年5月に地域おこし協力隊（情報発信分野）として任用され、新たな視点で発見した枝幸町の魅力
等を町内外へ発信することを目標に取り組んできましたが、本人が描いていた理想像と現実に乖離があり、
1年4ヶ月間で退職する結果となりました。
後任については、情報発信業務についてどのような形で進めていくかの協議を踏まえた中、再募集の有無
を含め検討のこととします。
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「地域おこし協力隊活動報告」

令和元年５月
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まちづくり推進課

地域おこし協力隊活動報告
担当課

まちづくり推進課

活動分野

観光分野（谷口）

活動期間

H29.6.1～現在継続中

活動概要
【主な活動地域・場所】
枝幸全域：枝幸町観光協会（バスターミナル１Ｆ）
【全体概要】
観光協会を活動拠点とした枝幸町のＰＲ活動をメインとして、従来の静止画像（写真、パンフ）の他、
電子媒体（ホームページ、ＳＮＳなど）により、各観光施設（ホテル、三笠山展望閣、道の駅）と連携を
図り、枝幸町の特色ある観光資源の情報発信を行う。また、電子媒体のコンテンツとして、リアルタイム
な情報（各種イベント、季節感を感じる風景など）の更新を図る。
・販売ブースでの映像制作
・ホームページ、ＳＮＳ、パンフレットなど掲載素材の収集、選定
・各種イベントへの協力
【特徴的取組・成果】
■ 従来製作のオリジナル商品（ロゴピンバッチ等グッズ）の他、歌登産のはちみつ
を歌登授産所の協力のもと、オリジナル商品として製作、販売とした。当初計画と
して、１，０５０個作製し、卸売業者を介しての販売を主として、消費者への直接
販売も行い、枝幸町の特産物としての「蜂蜜」の販路拡大と観光協会の運営財源の
一部確保を図る。
平成３０年度の成果として、１１月に観光協会の収益事業として稚内税務署に届
販売用はちみつ
出をして、販売開始としたが、卸売先を歌登授産所の販売ルートと重複しない首都
圏及び札幌圏とした結果、認知度が低く、卸売業者の確保もままならず、卸売３６
個、個人販売１箱の状況。本年度４月にはクロス東京のイベントに使用したが、首都圏卸売業者からの
反応は今のところなし。賞味期限をＨ31.12.1としていることから、早期の完売を目指すが、販売ルー
トの確保も困難なことから、枝幸ＰＲ活動の一環として、イベント時の景品に活用することも検討する。
追加製作はしない。
■ 次年度以降の取組として、引き続き、観光協会を活動拠点として、映像、画像素材の製作・更新を行
い、また、ブランド推進本部への映像資料等協力するが、翌年度（令和２年5月）で協力隊員の期間満
了となることから、今後の映像コンテンツに係る事務について早めの引継が必要。（ユーチューブに投
稿している「枝幸ＰＲ動画」と観光協会ＨＰにおける管理及び保守については、現協力隊員に保守業務
を依頼することも検討）

ＨＰトップ画面１

ＨＰトップ画面２

ＨＰトップ画面３

YouTubeトップ画面

【課題・改善点（中途退任者の場合、主な要因等について記述すること）】
全体概要でも述べたとおり、今後は電子媒体（ホームページ、ＳＮＳなど）による情報発信を主として
既存及び新たに発掘する観光資源のＰＲ活動行う。昨年度１２月にリニューアルした観光協会ＨＰにおい
ても、閲覧数が大幅に伸び、Ｈ31.4月末で800,000件を超え、さらに伸びている状況から、各種イベン
トや四季の風景の変化に応じ、リアルタイムな更新が求められ、更なる閲覧数の上昇に務め、期間満了ま
でに一定の成果（閲覧数1,000,000件）を図る。
・枝幸町観光協会ポータル：http://esashi-kankou.com/
・YouTube オホーツク枝幸：
https://www.youtube.com/channel/UCqP9Eo6FxqYYwNfqdn5pu6w/featured
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地域おこし協力隊活動報告
担当課

まちづくり推進課

活動分野

観光分野（西田）

活動期間

H28.10.1～ H29.4.20

活動概要
【主な活動地域・場所】
枝幸全域：枝幸町観光協会（バスターミナル２Ｆ）
【全体概要】
観光協会を活動拠点とした枝幸町の観光資源の発掘及びＰＲ活動をメインとして、行政とは異なる視点
から、観光資源となりえる施設、商品などの聴き取り調査のほか、各種イベントの協力、協力隊員フェイ
スブックによる情報発信等多岐にわたる活動を行う。
・観光資源発掘及び宣伝、地域活性化の支援
・各種イベントへの協力
【特徴的取組・成果】
■ 短期間での活動から、特出した取り組みは見られなかった。教育活動支援員としての経歴からか、地
区の子供たちとの交流により活動意欲を得た旨の記述が多かった。さけ定置、カニ漁などに同行した他、
地元加工業者をまわり、観光資源の発掘に向け、試行錯誤していた。また、イベント運営に積極的に参
加し、経験値を高めようとする努力は見られた。
【課題・改善点（中途退任者の場合、主な要因等について記述すること）】
平成２８年１０月１日から約７ヶ月間の活動となり、道外から単身で赴任したことによる不安と地域の
若者との交友関係の構築がうまくいかなかったことからか、平成２９年４月で退任となった。面接だけで
応募者の人物像のすべて把握することは困難だが、任期満了後も地域で活動できるヴァイタリティ溢れる
協力隊員の応募が望まれる。（各分野において）
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枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略

「地域おこし協力隊活動報告」

令和元年５月
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町民課

地域おこし協力隊活動報告
担当課

町 民 課

活動分野

子育て分野

活動期間

H30.2.1～現在継続中

活動概要
【主な活動地域・場所】
枝幸地区：子育てサポート拠点施設「にじの森」
【全体概要】
平成30年4月から運用を開始した子育てサポート拠点施設「にじの森」において、まちの人たちや子育て
世代とコミュニケーションを図りながら、「誰でも気軽にくつろげる空間」をコンセプトにしたカフェの運
営やイベントの企画・実施など、「まち」の魅力を町内外へ発信する。
・子育て拠点施設内のカフェ運営及び管理、地域食材を活用したメニュー、キッズメニューの開発
・世代間の各種交流イベントの企画・実施
・積極的な情報発信
【特徴的取組・成果】
■「地域の多世代交流が促進されるデザートメニューの開発・提供」
「にじの森」の業務運営を行っている「にじをつなぐ会」と連携
して、子どもからお年寄りまで、多世代の方が気軽に利用できるメ
ニュー構成とするため、にじをつなぐ会が導入したソフトクリーム
をベースに、試作やお試し提供によるアンケート調査を経て、３つ
のデザートメニューを開発し提供している。
はちみつサンデー
ハスカップサンデー
①ハスカップサンデー（歌登産ハスカップジャム使用）
②アフォガード風ソフト
③レッドグレープフルーツソースサンデー
④はちみつサンデー（歌登産のはちみつ使用）
■「地元食材を活用したメニューの開発・提供」
「にじをつなぐ会」と連携して、カフェ厨房施設と地元で手に入
る食材を活用し、各世代に受入れられるフォードメニューを開発・
提供するため、試作・試食アンケートを経て、メニューレシピの作
成を実施し、新メニューとして提供している。
①歌登産「きいちごジャム」・「ハスカップジャム」
タコと山菜のパスタ
タコと山菜のピザ
・ソースや素材のほか、ゼリーなどのトッピングとして使用
②枝幸産「鮭」
・鮭のキッシュ
③歌登産「はちみつ」
・カレー、ミートソース、パウンドケーキ、ラスクの調味料として使用
④枝幸産「ホタテ」
・バターチキンカレー＆ホタテバターライス、ホタテのポタージュ
⑤枝幸産「タコ」、歌登産「山菜（フキ・タケノコ・ワラビ）」
・タコと山菜のパスタ、タコと山菜のピザ
鮭のキッシュ
■「キッズメニューの開発・提供」
「にじをつなぐ会」と連携して、幼児に喜んでもらえるもの、また保護者に対しお子さんに
食べさせたいと思ってもらえるメニューを開発し提供している。
①キッズカレー（1種類）
［キッズメニューに係る留意点］
・食べやすい味と量
・見栄えの工夫
・利用しやすい価格の重視
→単品価格とドリンクセット価格に分けることによって
キッズカレー
単品が安価なためドリンクセットを選び、さらにデザー
トを注文する利用者も多く、わずかながら売上促進につ
ドリンク
ながっている。

-8-

活動概要
■利用者の声
・注文を受け提供すると、まず見た目に歓声が上がること
がしばしばある。
・幼児でも食べやすい味付けにしてあるため、1歳児から
年長までよく食べる。
・「家ではあまり食べないけどここのカレー（またはミー
トソースパスタ）はよく食べてくれる」という声も聞こ
えてくる。

＊売上数［平成31年1.月９日提供開始］

（単品：250円 ／ ドリンクセット：300円）

【課題・改善点（中途退任者の場合、主な要因等について記述すること）】
■次年度以降の取組
引き続き、活動拠点である子育てサポート拠点施設「にじの森」において、業務運営者の「にじをつな
ぐ会」と連携を図り、誰もが気軽に立ち寄れるきっかけづくりの「カフェ」となるよう取組を促進する。
（幼児向けメニューの増、地域の食材を活用したメニュー開発、さらに日常的な来館のきっかけになるよ
う期間限定メニューを取り入れ、積極的に情報発信していく。）
また、第52回枝幸かにまつりでは、他の協力隊員とも連携し「地域おこし協力隊」としての飲食ブース
の出店に向けて取組を進める。
■来館（交流）のきっかけづくりとして（提案事業の検討）
・ 親子で参加できるサークルやワークショップを開催し
「にじをつなぐ会」と連携を図りながら、交流の場や
時間を提供していく。
提案事業：「親子英会話教室（サークル）」
～ＡＬＴの協力を得て定期的開催を目標とする。
レッスンメニューや開催頻度、スタッフの確保等、
実施に向け具体的な内容を組み立て時間をかけて
協議のうえ、広報えさし他で周知を図り参加者を
募る。

-9-

-10-

枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略

「地域おこし協力隊活動報告」

令和元年５月
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歌登総合支所

地域おこし協力隊活動報告
担当課

歌登総合支所

活動分野

地域活性化分野

活動期間

H28.5.1～ H31.3.31

活動概要
【主な活動地域・場所】
歌登地区：うたのぼり交流センター歌種
【全体概要】
枝幸町の人口は、10年前の合併時には約1万人でしたが、現在、約8,600人となっており、全国的な傾
向と同様、少子高齢化の急速な進行やそれに伴う将来的なまちづくりの担い手不足が課題となっています。
特に旧歌登町エリアの人口減の加速が著しく、地域の活性化が失われることが懸念される状況となってい
ます。
そこで、旧歌登町エリアの活性化を目的に、地元住民では気づかない地区に眠っている宝を見つけ出し、
活力ある地域づくりを進めるための事業展開を行っていくことを活動の柱とした。
・地域行事、コミュニティ活動に関する支援活動
・住民の生活及び地域おこしに関する支援活動
・観光資源の発掘及び宣伝に関する支援活動
・その他、地域活性化に関する支援活動
【特徴的取組・成果】
■歌登地区の活性化に向けた新たな住民組織「歌登まちづくり協議会」の発足に伴い、協議会の事務局員と
して、その役割の一端を担い、住民のまちおこし活動を支援した。
■「うたのぼり交流センター歌種」の供用開始後は、地域おこし協力隊の活動拠点として 、拠点を活用した
様々な活動を発展させ、「歌登まちづくり協議会」が自立し、自主運営できる組織の確立を目指し、組織運
営の下支えとなって地域住民が気軽に集い、楽しめる拠点となるよう利用の充実を図った。
■地域おこし協力隊の企画による「 歌種de○○づくり」の各種体験教室を開催した。
・歌種deお菓子づくり：道北エア・ウオーター(株) の協賛によりお菓子づくり教室を３回実施。
・歌種deチーズづくり：
宗谷農業改良普及センター専門
普及指導員を講師に迎えて、歌
登の酪農家の搾りたての牛乳を
使用して４回実施。
・歌種de牛乳豆腐づくり：
歌登の酪農家「開地牧場」を講
師に迎えて「牛乳豆腐作り体験
歌種deチーズづくり
完成したモッツァレラチーズ
とおかずレシピ講習」を１回実施。
歌種deチーズづくり

完成したモッツァレラチーズ

■地域おこし協力隊の企画による「 歌種de○○しよう」のこども（幼小中）向け教室を開催した。
・歌種de宿題しよう：歌登地区民生委員児童委員の主任児童委員の協力により夏休み、冬休みの宿題を早く
終わらせるため、歌種で１３回、好評につき、大奮会館で２回、本幌別地区コミセンで２回実施。
・歌種de将棋しよう：歌登地区民生委員児童委員の協力により将棋教室を３回実施。
■広報誌への折込みチラシ「枝幸町地域おこし協力隊員通信」の配布
・ 地域おこし協力隊が地域の人とコミュニティ活動をとりながら新たな視点で気づいた地域での取り組み
を、広報誌の折込チラシにより計３４回配布し、発信を実施。
【課題・改善点（中途退任者の場合、主な要因等について記述すること）】
平成２８年５月に地域おこし協力隊（地域活性化分野）として任用され、歌種を拠点に新たな視点で気づ
いた歌登地域の魅力等をSNS等を活用して、地域内外へ発信することと、歌種を拠点に地域活性化を目標に
取り組み、歌種における各種事業は、回を追うごとに精力的に実施されました。
２年１１ヶ月の任期満了後は、歌登地区での就業により本人は定住を希望していましたが、利尻町での就
職が決まり離町しました。
後任については、地域活性化業務について、募集内容と受け入れ人材の明確化を図り、再募集を行ないた
い。

-12-

Ｒ１．６．４
第１回枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略有識者会議

第２期
枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について

まちづくり推進課

１．枝幸町人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の概要
（１）人口ビジョン
我が国が直面する地方創生・人口減少克服という構造的課題に対し、本町におけ
る人口の現状について分析するとともに、目指すべき将来の方向性を明らかにした
もの。
●人口減少への対応に向けた目指すべき将来の方向
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
②結婚・出産・子育ての希望をかなえる
③豊かな地域資源を活用し安定した雇用をつくる
●目標：「2040 年には、社人研推計を 903 人上回る」
①出生率を向上させる
合計特殊出生率：1.51（基準,2008～2012）
1.80（2030 目標,2025～2030）
2.07（2040 目標,2035～2040）
②転入促進と転出抑制を図り、転出入の均衡を目指す

枝幸町人口の将来展望（人）
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（２）まち・ひと・しごと創生総合戦略
人口減少に関する認識を町民が共有
し、人口ビジョンに示す 2040 年に「合
計特殊出生率 2.04」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
けて、効果の高い施策を集中的に実施し
ていくための「戦略」
。
●計画期間
平成 27 年度～平成 31 年度

5 年間

（３）まちづくり計画との関係
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」に特化したプロジェクトを掲げ、まちづくり計画との整合性を図りな
がら、まちづくり計画の「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。
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２．策定体制について
（１）まち・ひと・しごと創生総合戦略有識者会議
ア

委員数：１５人

イ

組織等の考え方

任期：３年

総合戦略の策定、検証及び見直しに関して審議することを目的とし、産官学金
（産業経済関係・学校関係・子育て関係団体・金融機関・各種団体）等で、町長
が委嘱する委員で構成する。
ウ

構成
女性委員の確保、多重兼職の回避などに留意しつつ、団体からの推薦等により
人選する。

（２）まち・ひと・しごと創生本部会議
ア

組織等の考え方
総合戦略の策定、進行管理及び全庁的な施策推進と調整を図ることを目的とし、
町長、副町長、教育長、各部局の課長職（医療職を除く）をもって構成する。

ウ

構成
本 部 長

町

長

副本部長

副町長、教育長

本 部 員

町長部局及びその他の部局の課長職（医療職を除く）
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３．第２期 まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定方法
現行の総合戦略のＫＰＩの達成状況や効果検証などを踏まえ、国や道の動向に注
視しつつ、地域住民や関係者の意見を取り入れながら、令和 2 年度から令和 6 年度
の 5 年間を計画期間とする第 2 期の総合戦略を策定する。
町議会
（随時報告）

まち・ひと・しごと創生総合戦略
有識者会議（外部会議：意見、提案等）

町民・関係者
（ワークショップなど）

H30

R1 予定

●有識者会議 2 回開催
・委嘱状交付
・総合戦略の進捗状況、効果検証
・総合戦略の改定
●まちづくり等調査特別委員会 2 回開催
・総合戦略の進捗状況、効果検証
・総合戦略の改定
●タウンミーティング 3 回開催
・ファミサポ、健康増進、高校生
●経済団体懇談会 1 回開催
・産業経済活性化の方策等

●有識者会議 4 回開催
・総合戦略の進捗状況、効果検証
・第 2 期総合戦略の諮問答申
●まちづくり等調査特別委員会 5 回開催
・総合戦略の進捗状況、効果検証
・第 2 期総合戦略の策定
●タウンミーティング 5 回程度開催
●ワークショップ随時開催
・各世代、各種団体、事業関係者など
●経済団体懇談会 1 回開催
・産業経済活性化の方策等

まち・ひと・しごと創生本部会議
（内部会議）

４．策定スケジュール（案）
年
H30

月

本部会議
（内部会議）

有識者会議
（外部会議）

5月

第 1 回 5 月 31 日

6月

・委嘱状交付

7月

・進捗状況
・効果検証

8月

町議会

H31

・進捗状況
・効果検証
ファミサポミーティング

第 1 回 10 月 11 日

まち特委員

11 月

第 2 回 11 月 16 日

第 2 回 11 月 21 日

12 月

・中間年の効果検証
・総合戦略の改定

・中間年の効果検証

第 2 回 11 月 8 日

・総合戦略の改定

・中間年の効果検証

1月

考

全員協 6 月 14 日

9月
10 月

備

健康増進ミーティング

第 1 回 10 月 17 日

・総合戦略の改定

2月

経済団体懇談会

3月

高校生ミーティング
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令和元年度
年

H31

月

4月

本部会議
（内部会議）

有識者会議
（外部会議）

5月

備

考

まち特委員会

第 1 回 4 月 11 日
【内容】

R1

町議会

・第 2 期総合戦略
策定について

第 1 回 4 月 12 日

WS・TM

【内容】

随時開催

・第 2 期総合戦略
策定について

第 2 回 5 月 30 日

6月

【内容】

第 1 回 6 月上旬

まち特委員会

・進捗状況、検証

【内容】

第 2 回 6 月中旬

・進捗状況、検証

【内容】

・第 2 期総合戦略

・進捗状況、検証

7月

8月

策定について
第 3 回 8 月上旬
【内容】

・第 2 期総合戦略

9月

素案説明
・意見等の聴取

10 月

11 月

12 月

1月

第 2 回 9 月上旬

まち特委員会

【内容】

第 3 回 9 月中旬

・第 2 期総合戦略

【内容】

素案説明・諮問
・意見等の聴取

・第 2 期総合戦略

素案説明
・意見等の聴取

第 4 回 11 月上旬

第 3 回 11 月下旬

【内容】

【内容】

まち特委員会

・第 2 期総合戦略

・第 2 期総合戦略

第 4 回 12 月上旬

案の説明
・意見等の聴取

案の説明
・意見等の聴取

【内容】
・第 2 期総合戦略

案の説明
・意見等の聴取

第 5 回 1 月下旬
【内容】

・第 2 期総合戦略

2月

案の決定

第 4 回 2 月上旬
【内容】

まち特委員会

・第 2 期総合戦略

第 5 回 3 月上旬

策定の答申

【内容】
・第 2 期総合戦略

策定の報告

3月

３月策定・公表

-5-

経済懇談会

