
第２期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略

枝幸町ふるさと創生総合戦略
進捗管理シート

【令和３年度現在】



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 まちづくり推進課

№ 1

基本目標 1.住みたい・住み続けたい“まちづくり” 具体的な施策の展開 1.結婚・子育て・定住×まちづくり (1)結婚支援

重要業績評価指数（KPI）

指標名 地域交流イベント・婚活イベントの参加者数

基準値（年度） 34人（H30） 目標値（年度） 50人（毎年） 進捗状況 0人

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■出会いの場の創出

■結婚支援組織の運営支援

■継続事業 ◆地域交流・婚活イベントの実施

■新規事業 ◆結婚支援団体の運営支援

取組成果
（D）

R2年度（単） R3年度（単） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

0人 0人

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

新型コロナウイルス感染症による社会情勢・感染状況等により、イベントは実施していない状況である。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 まちづくり推進課

№ 2

基本目標 1.住みたい・住み続けたい“まちづくり” 具体的な施策の展開 1.結婚・子育て・定住×まちづくり (1)結婚支援

重要業績評価指数（KPI）

指標名 婚活イベント・結婚支援組織を通じた婚姻件数

基準値（年度）  目標値（年度） 5件（R6） 進捗状況 1件

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■出会いの場の創出

■結婚支援組織の運営支援

■継続事業 ◆地域交流・婚活イベントの実施

■新規事業 ◆結婚支援団体の運営支援

取組成果
（D）

R2年度（末） R3年度（末） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

0件 1件

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

令和元年11月に行われた「縁結びツアー」がきっかけとなり1組の婚姻があった。以降は新型コロナウイルス
感染症の影響もあり、結婚支援団体や組織の大きな動きはない状況である。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 保健福祉課

№ 3

基本目標 1.住みたい・住み続けたい“まちづくり” 具体的な施策の展開 1.結婚・子育て・定住×まちづくり (2)妊娠・出産支援

重要業績評価指数（KPI）

指標名 乳幼児健康診査受診率

基準値（年度）
全年齢96.3％

（Ｈ30）
目標値（年度） 全年齢100％（Ｒ6） 進捗状況 96.4％

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■母子保健事業の充実

■子育て支援

■継続事業 ◆母子健康手帳交付時の相談指導 ◆妊婦・乳幼児健診
◆乳児家庭訪問 ◆ハイリスク妊婦保健指導
◆産後ケア事業 ◆母親学級 ◆離乳食・親子料理教室
◆出産交通費助成 ◆不妊治療費等助成

■検討事業 ◆乳幼児等医療費無償化（仮称）（乳幼児～中学生）

取組成果
（D）

R2年度（単） R3年度（単） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

99.0％ 96.4％

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

新型コロナウイルスワクチン接種従事により健診は２ヶ月に１回実施し、未受診の場合は訪問対応等で全対象
対応している。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 保健福祉課

№ 4

基本目標 1.住みたい・住み続けたい“まちづくり” 具体的な施策の展開 1.結婚・子育て・定住×まちづくり (2)妊娠・出産支援

重要業績評価指数（KPI）

指標名 乳児家庭全戸訪問実施率

基準値（年度） 94.4％（Ｈ30） 目標値（年度） 100％（Ｒ6） 進捗状況 94.4％

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■母子保健事業の充実

■子育て支援

■継続事業 ◆母子健康手帳交付時の相談指導 ◆妊婦・乳幼児健診
◆乳児家庭訪問 ◆ハイリスク妊婦保健指導
◆産後ケア事業 ◆母親学級 ◆離乳食・親子料理教室
◆出産交通費助成 ◆不妊治療費等助成

■検討事業 ◆乳幼児等医療費無償化（仮称）（乳幼児～中学生）

取組成果
（D）

R2年度（単） R3年度（単） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

100％ 94.4％

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

里帰り期間が長く新生児訪問ができない場合は滞在先自治体に依頼しているが、里帰り中の転出、また、訪問
希望がない場合は実施していない。なお、帰町後は乳幼児健診等で予防接種や町のサービスなどを伝えている。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 保健福祉課

№ 5

基本目標 1.住みたい・住み続けたい“まちづくり” 具体的な施策の展開 1.結婚・子育て・定住×まちづくり (2)妊娠・出産支援

重要業績評価指数（KPI）

指標名 母親学級の参加率

基準値（年度） 30.8％（Ｈ30） 目標値（年度） 40％（Ｒ6） 進捗状況 15.0％

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■母子保健事業の充実

■子育て支援

■継続事業 ◆母子健康手帳交付時の相談指導 ◆妊婦・乳幼児健診
◆乳児家庭訪問 ◆ハイリスク妊婦保健指導
◆産後ケア事業 ◆母親学級 ◆離乳食・親子料理教室
◆出産交通費助成 ◆不妊治療費等助成

■検討事業 ◆乳幼児等医療費無償化（仮称）（乳幼児～中学生）

取組成果
（D）

R2年度（単） R3年度（単） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

15.4％ 15.0％

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

プログラムを工夫し、新型コロナウイルス感染症対策に取組みながら開催した。また、希望者には個別に沐浴
指導などを行い支援している。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 町民課

№ 6

基本目標 1.住みたい・住み続けたい“まちづくり” 具体的な施策の展開 1.結婚・子育て・定住×まちづくり (3)育児・子育て支援

重要業績評価指数（KPI）

指標名 枝幸町は子育てをしやすい「まち」だと思う割合

基準値（年度）
そう思う・どちらかという
とそう思う割合59.3％
（Ｈ30）

目標値（年度）
そう思う・どちらかという
とそう思う割合90.0％
（Ｒ6）

進捗状況 59.3％

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■保育環境の整備と負担軽減

■保育資格者育成・確保
■地域子育て支援の充実と多世代交流の

促進
■子育て支援

■継続事業 ◆延長保育・一時保育 ◆地域子育て支援センター ◆多子世帯保育料軽減支援 ◆南宗谷子ども通園センター
◆幼児教育・保育の無償化

■新規事業 ◆認定こども園基本構想
■新規事業 ◆保育資格者修学資金貸付・就業時一時金貸付制度
■継続事業 ◆放課後児童クラブ ◆放課後子ども教室 ◆ファミリーサポートセンター

◆「歌種」・「にじの森」を活用した多世代交流の促進
■継続事業 ◆子育てナビによる情報発信
■見直し事業 ◆出生祝金 ◆子育てブックスタート ◆子育て応援助成 ◆インフルエンザ予防接種費用助成

◆子育て支援予防接種費用助成
■検討事業【再掲】 ◆乳幼児等医療費無償化（仮称）（乳幼児～中学生）

取組成果
（D）

R2年度（末） R3年度（末） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

59.3％
（H30）

59.3％
（H30）

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

令和5年4月に開設する「認定こども園」の建設工事に向けて準備を進めており、地域材を活用した内装の木
質化、トドマツCLTや土壌蓄熱式床暖房方式の採用によりCO2排出量の削減など、環境にも配慮した計画とし
ている。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 町民課

№ 7

基本目標 1.住みたい・住み続けたい“まちづくり” 具体的な施策の展開 1.結婚・子育て・定住×まちづくり (3)育児・子育て支援

重要業績評価指数（KPI）

指標名 子育てナビ登録者数

基準値（年度） 143人（Ｈ30） 目標値（年度） 300人（Ｒ6） 進捗状況 218人

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■保育環境の整備と負担軽減

■保育資格者育成・確保
■地域子育て支援の充実と多世代交流の

促進
■子育て支援

■継続事業 ◆延長保育・一時保育 ◆地域子育て支援センター ◆多子世帯保育料軽減支援 ◆南宗谷子ども通園センター
◆幼児教育・保育の無償化

■新規事業 ◆認定こども園基本構想
■新規事業 ◆保育資格者修学資金貸付・就業時一時金貸付制度
■継続事業 ◆放課後児童クラブ ◆放課後子ども教室 ◆ファミリーサポートセンター

◆「歌種」・「にじの森」を活用した多世代交流の促進
■継続事業 ◆子育てナビによる情報発信
■見直し事業 ◆出生祝金 ◆子育てブックスタート ◆子育て応援助成 ◆インフルエンザ予防接種費用助成

◆子育て支援予防接種費用助成
■検討事業【再掲】 ◆乳幼児等医療費無償化（仮称）（乳幼児～中学生）

取組成果
（D）

R2年度（末） R3年度（末） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

201人 218人

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

登録者の人数は増えているが、子育てサービス利用者の情報へのアクセス方法が多様化しており、より利用し
やすい即時性のある情報発信ツールについて検討を進めていく必要がある。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 町民課

№ 8

基本目標 1.住みたい・住み続けたい“まちづくり” 具体的な施策の展開 1.結婚・子育て・定住×まちづくり (3)育児・子育て支援

重要業績評価指数（KPI）

指標名 ファミリーサポートセンター会員数・援助活動数

基準値（年度）
会員数76人
援助活動数436件（Ｈ30）

目標値（年度）
会員数110人
援助活動数550件（毎年）

進捗状況
会員数149人
援助活動数187件

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■保育環境の整備と負担軽減

■保育資格者育成・確保
■地域子育て支援の充実と多世代交流の

促進
■子育て支援

■継続事業 ◆延長保育・一時保育 ◆地域子育て支援センター ◆多子世帯保育料軽減支援 ◆南宗谷子ども通園センター
◆幼児教育・保育の無償化

■新規事業 ◆認定こども園基本構想
■新規事業 ◆保育資格者修学資金貸付・就業時一時金貸付制度
■継続事業 ◆放課後児童クラブ ◆放課後子ども教室 ◆ファミリーサポートセンター

◆「歌種」・「にじの森」を活用した多世代交流の促進
■継続事業 ◆子育てナビによる情報発信
■見直し事業 ◆出生祝金 ◆子育てブックスタート ◆子育て応援助成 ◆インフルエンザ予防接種費用助成

◆子育て支援予防接種費用助成
■検討事業【再掲】 ◆乳幼児等医療費無償化（仮称）（乳幼児～中学生）

取組成果
（D）

R2年度（末・単） R3年度（末・単） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

会員数124人（末）

援助活動数176件（単）

会員数149人（末）

援助活動数187件（単）

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

新型コロナウイルス感染拡大に伴い活動数は微増に留まっているが、会員の加入申込は増加となっている。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 町民課

№ 9

基本目標 1.住みたい・住み続けたい“まちづくり” 具体的な施策の展開 1.結婚・子育て・定住×まちづくり (3)育児・子育て支援

重要業績評価指数（KPI）

指標名 保育資格者修学資金貸付・就業時一時金貸付事業を通じた就業者数

基準値（年度） － 目標値（年度） 2人（Ｒ6） 進捗状況 3人（貸付件数）

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■保育環境の整備と負担軽減

■保育資格者育成・確保
■地域子育て支援の充実と多世代交流の

促進
■子育て支援

■継続事業 ◆延長保育・一時保育 ◆地域子育て支援センター ◆多子世帯保育料軽減支援 ◆南宗谷子ども通園センター
◆幼児教育・保育の無償化

■新規事業 ◆認定こども園基本構想
■新規事業 ◆保育資格者修学資金貸付・就業時一時金貸付制度
■継続事業 ◆放課後児童クラブ ◆放課後子ども教室 ◆ファミリーサポートセンター

◆「歌種」・「にじの森」を活用した多世代交流の促進
■継続事業 ◆子育てナビによる情報発信
■見直し事業 ◆出生祝金 ◆子育てブックスタート ◆子育て応援助成 ◆インフルエンザ予防接種費用助成

◆子育て支援予防接種費用助成
■検討事業【再掲】 ◆乳幼児等医療費無償化（仮称）（乳幼児～中学生）

取組成果
（D）

R2年度 R3年度（末） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

 3人
（貸付件数）

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

広報紙、町ホームページでの周知や地元高校のほか、各養成施設等の学生や保護者への説明の結果、現在3名
に対し貸付けを行っている。一方、婚姻、転出等による保育教諭の退職が今後もあり得るため、児童数の見込み
に応じた保育教諭を確保すべく、計画的に制度を活用していく。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 町民課

№ 10

基本目標 1.住みたい・住み続けたい“まちづくり” 具体的な施策の展開 1.結婚・子育て・定住×まちづくり (3)育児・子育て支援

重要業績評価指数（KPI）

指標名 多世代交流イベントの参加者数

基準値（年度） 561人（H30） 目標値（年度） 600人（毎年） 進捗状況 1,744人

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■保育環境の整備と負担軽減

■保育資格者育成・確保
■地域子育て支援の充実と多世代交流の

促進
■子育て支援

■継続事業 ◆延長保育・一時保育 ◆地域子育て支援センター ◆多子世帯保育料軽減支援 ◆南宗谷子ども通園センター
◆幼児教育・保育の無償化

■新規事業 ◆認定こども園基本構想
■新規事業 ◆保育資格者修学資金貸付・就業時一時金貸付制度
■継続事業 ◆放課後児童クラブ ◆放課後子ども教室 ◆ファミリーサポートセンター

◆「歌種」・「にじの森」を活用した多世代交流の促進
■継続事業 ◆子育てナビによる情報発信
■見直し事業 ◆出生祝金 ◆子育てブックスタート ◆子育て応援助成 ◆インフルエンザ予防接種費用助成

◆子育て支援予防接種費用助成
■検討事業【再掲】 ◆乳幼児等医療費無償化（仮称）（乳幼児～中学生）

取組成果
（D）

R2年度（単） R3年度（単） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

178人 1,744人

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

新型コロナウイルス感染症対策を十分に施し、リユース広場等3密を避けた長期かつ時間の制約の少ないイベ
ントを開催した。このような試みはアフターコロナにも対応可能な多世代交流の形として期待される。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 まちづくり推進課

№ 11

基本目標 1.住みたい・住み続けたい“まちづくり” 具体的な施策の展開 1.結婚・子育て・定住×まちづくり (4)定住対策

重要業績評価指数（KPI）

指標名 空き家バンク登録件数

基準値（年度） 9件（H30） 目標値（年度） 20件（R6） 進捗状況 15件

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■安心して働き・暮らせる住まい・空間

の確保

■移住希望者の増加対策

■地域医療体制の維持と人材育成・確保

■継続事業 ◆空き家バンク登録制度 ◆公営住宅整備 ◆公営住宅改善（長寿命化） ◆民間賃貸住宅情報の提供
■新規事業 ◆空き家対策計画 ◆特定公共賃貸住宅の整備拡充 ◆遊休町有地の宅地利用
■検討事業 ◆産業振興住宅建設助成制度 ◆公園施設の今後のあり方について
■継続事業 ◆移住情報の充実と発信
■新規事業 ◆移住暮らし体験
■検討事業 ◆定住コーディネーターの設置
■継続事業 ◆医療ICTの活用（電子カルテ・遠隔画像診断） ◆広域第2次救急医療事業負担

◆医療技術者等修学資金貸付・就業時一時金貸付制度
■検討事業 ◆療養病床の今後のあり方

取組成果
（D）

R2年度（末） R3年度（末） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

11件 15件

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

これまでは「空き家」のみの制度であったが、令和4年度からは「空き家」に加えて「空き地」の有効活用も
通じ、一層の定住促進と地域の活性化を図る。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 建設課

№ 12

基本目標 1.住みたい・住み続けたい“まちづくり” 具体的な施策の展開 1.結婚・子育て・定住×まちづくり (4)定住対策

重要業績評価指数（KPI）

指標名 特定公共賃貸住宅の戸数

基準値（年度） 42戸（H30） 目標値（年度） 46戸（R6） 進捗状況 42戸

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■安心して働き・暮らせる住まい・空間

の確保

■移住希望者の増加対策

■地域医療体制の維持と人材育成・確保

■継続事業 ◆空き家バンク登録制度 ◆公営住宅整備 ◆公営住宅改善（長寿命化） ◆民間賃貸住宅情報の提供
■新規事業 ◆空き家対策計画 ◆特定公共賃貸住宅の整備拡充 ◆遊休町有地の宅地利用
■検討事業 ◆産業振興住宅建設助成制度 ◆公園施設の今後のあり方について
■継続事業 ◆移住情報の充実と発信
■新規事業 ◆移住暮らし体験
■検討事業 ◆定住コーディネーターの設置
■継続事業 ◆医療ICTの活用（電子カルテ・遠隔画像診断） ◆広域第2次救急医療事業負担

◆医療技術者等修学資金貸付・就業時一時金貸付制度
■検討事業 ◆療養病床の今後のあり方

取組成果
（D）

R2年度（末） R3年度（末） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

42戸
（H30）

42戸
（H30）

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

令和5年度社会資本整備総合交付金事業の概算要望において、特定公共賃貸住宅建設費を計上。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 財政課

№ 13

基本目標 1.住みたい・住み続けたい“まちづくり” 具体的な施策の展開 1.結婚・子育て・定住×まちづくり (4)定住対策

重要業績評価指数（KPI）

指標名 遊休町有地の売却件数・面積

基準値（年度） － 目標値（年度） 9件・2,598㎡（R6） 進捗状況 10件・2,081.94㎡

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■安心して働き・暮らせる住まい・空間

の確保

■移住希望者の増加対策

■地域医療体制の維持と人材育成・確保

■継続事業 ◆空き家バンク登録制度 ◆公営住宅整備 ◆公営住宅改善（長寿命化） ◆民間賃貸住宅情報の提供
■新規事業 ◆空き家対策計画 ◆特定公共賃貸住宅の整備拡充 ◆遊休町有地の宅地利用
■検討事業 ◆産業振興住宅建設助成制度 ◆公園施設の今後のあり方について
■継続事業 ◆移住情報の充実と発信
■新規事業 ◆移住暮らし体験
■検討事業 ◆定住コーディネーターの設置
■継続事業 ◆医療ICTの活用（電子カルテ・遠隔画像診断） ◆広域第2次救急医療事業負担

◆医療技術者等修学資金貸付・就業時一時金貸付制度
■検討事業 ◆療養病床の今後のあり方

取組成果
（D）

R2年度（単） R3年度（単） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

11件
341,238.85㎡

10件
2,081.94㎡

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

枝幸地区については住宅建設に不向きな狭小地以外の公募地は売払が完了し、公募地以外も貸付地等の売払い
も実施した。また、寄附を受けた土地の令和4年の売却に向け諸手続きを行った。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 まちづくり推進課

№ 14

基本目標 1.住みたい・住み続けたい“まちづくり” 具体的な施策の展開 1.結婚・子育て・定住×まちづくり (4)定住対策

重要業績評価指数（KPI）

指標名 移住暮らし体験者数（コテージ活用）

基準値（年度） － 目標値（年度） 500人（R6） 進捗状況 153人

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■安心して働き・暮らせる住まい・空間

の確保

■移住希望者の増加対策

■地域医療体制の維持と人材育成・確保

■継続事業 ◆空き家バンク登録制度 ◆公営住宅整備 ◆公営住宅改善（長寿命化） ◆民間賃貸住宅情報の提供
■新規事業 ◆空き家対策計画 ◆特定公共賃貸住宅の整備拡充 ◆遊休町有地の宅地利用
■検討事業 ◆産業振興住宅建設助成制度 ◆公園施設の今後のあり方について
■継続事業 ◆移住情報の充実と発信
■新規事業 ◆移住暮らし体験
■検討事業 ◆定住コーディネーターの設置
■継続事業 ◆医療ICTの活用（電子カルテ・遠隔画像診断） ◆広域第2次救急医療事業負担

◆医療技術者等修学資金貸付・就業時一時金貸付制度
■検討事業 ◆療養病床の今後のあり方

取組成果
（D）

R2年度（単） R3年度（単） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

94人
（道外利用者）

153人
（道外利用者）

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

令和3年度のコテージ利用人数は、冬期間の休業や新型コロナウイルス感染症の影響もあり、前年よりも減少
しているが、今後も「お試し暮らしの拠点」として積極的に利用を促していく。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 保健福祉課

№ 15

基本目標 1.住みたい・住み続けたい“まちづくり” 具体的な施策の展開 1.結婚・子育て・定住×まちづくり (4)定住対策

重要業績評価指数（KPI）

指標名 医療技術者等修学資金貸付・就業時一時金貸付事業を通じた就業者数

基準値（年度） 5人（H30） 目標値（年度） 10人（R6） 進捗状況 11人

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■安心して働き・暮らせる住まい・空間

の確保

■移住希望者の増加対策

■地域医療体制の維持と人材育成・確保

■継続事業 ◆空き家バンク登録制度 ◆公営住宅整備 ◆公営住宅改善（長寿命化） ◆民間賃貸住宅情報の提供
■新規事業 ◆空き家対策計画 ◆特定公共賃貸住宅の整備拡充 ◆遊休町有地の宅地利用
■検討事業 ◆産業振興住宅建設助成制度 ◆公園施設の今後のあり方について
■継続事業 ◆移住情報の充実と発信
■新規事業 ◆移住暮らし体験
■検討事業 ◆定住コーディネーターの設置
■継続事業 ◆医療ICTの活用（電子カルテ・遠隔画像診断） ◆広域第2次救急医療事業負担

◆医療技術者等修学資金貸付・就業時一時金貸付制度
■検討事業 ◆療養病床の今後のあり方

取組成果
（D）

R2年度（単） R3年度（単） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

15人 11人

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

慢性的に不足している医療技術者等の育成・確保を図るうえで、一定の目的は果たしていると考えられる。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 保健福祉課

№ 16

基本目標 1.住みたい・住み続けたい“まちづくり” 具体的な施策の展開 1.結婚・子育て・定住×まちづくり (5)健康なまちづくり

重要業績評価指数（KPI）

指標名 特定健康診査受診率

基準値（年度） 35％（H30） 目標値（年度） 60％（Ｒ6） 進捗状況 28.9％

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■健康づくりへの機運醸成

■生涯現役の健康維持

■継続事業 ◆チェレンジデー
◆「健康のひろば」による定期的な情報発信

■継続事業 ◆健康相談・訪問指導・各種健（検）診 ◆健康マイレージ
◆すこやかロード ◆健康教室（運動・栄養など）
◆国保特定健康診査個人負担額の軽減
◆インフルエンザ予防接種費用助成

（65歳以上の国保被保険者など）

取組成果
（D）

R2年度（単） R3年度（単） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

33.7％ 28.9％

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

新型コロナウイルス感染予防のためにも生活習慣病の予防の重要性を周知し、40歳対象者への電話勧奨、未
受診者世帯への訪問を継続し、新たに国保連合会との「特定健診受診率向上支援等共同事業」に取組み、受診率
の改善・増加を図っている。また、従来からの課題である40～64歳の受診率増加のため、若年者健診の取組み
も検討する。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 保健福祉課

№ 17

基本目標 1.住みたい・住み続けたい“まちづくり” 具体的な施策の展開 1.結婚・子育て・定住×まちづくり (5)健康なまちづくり

重要業績評価指数（KPI）

指標名 健康マイレージ参加者数

基準値（年度） 274人（H30） 目標値（年度） 500人（毎年） 進捗状況 290名

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■健康づくりへの機運醸成

■生涯現役の健康維持

■継続事業 ◆チェレンジデー
◆「健康のひろば」による定期的な情報発信

■継続事業 ◆健康相談・訪問指導・各種健（検）診 ◆健康マイレージ
◆すこやかロード ◆健康教室（運動・栄養など）
◆国保特定健康診査個人負担額の軽減
◆インフルエンザ予防接種費用助成

（65歳以上の国保被保険者など）

取組成果
（D）

R2年度（単） R3年度（単） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

298名 290名

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

利用者や協力機関からは対象やポイント付与期間、インセンティブの拡大を求める声があるため、事務のスリ
ム化、利用者の利便性を考え、商工会の「かにちゃんカード」へ移行させていきたいが、商工会の再編なども関
係するため、進捗を確認し方法を検討する。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 まちづくり推進課

№ 18

基本目標 1.住みたい・住み続けたい“まちづくり” 具体的な施策の展開 1.結婚・子育て・定住×まちづくり (6)持続可能な生活交通の確保

重要業績評価指数（KPI）

指標名 公共交通サービスに対する満足度

基準値（年度） 12.2％（H30） 目標値（年度） 20.0％（R6） 進捗状況 12.2％

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■既存路線の見直しと持続可能な交通網の構築 ■新規事業 ◆都市間バス・既存バス路線の見直し
◆高齢者に対応したバス路線による通院支援
◆わかりやすいバスマップ等の作成・周知

■検討事業 ◆コミュニティバスやデマンドタクシーなど新たな公共交通
◆高齢社会に対応可能な交通費助成と高齢者福祉のあり方

取組成果
（D）

R2年度（末） R3年度（末） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

12.2％
（H30）

12.2％
（H30）

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

「歌登線」と「三笠線」を再編・統合するほか、「音標・雄武線」の郡界折返し便も「コミュニティバス化」
へ移行、また、枝幸南部、歌登両地区で運行している「デマンド型交通」の運用制度統一についても令和4年度
実施に向け、関係機関と協議を進めてきた。このほか、路線バスを町民に限り実質無料とする制度設計を構築し、
令和4年4月から導入する。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 まちづくり推進課

№ 19

基本目標 1.住みたい・住み続けたい“まちづくり” 具体的な施策の展開 1.結婚・子育て・定住×まちづくり (6)持続可能な生活交通の確保

重要業績評価指数（KPI）

指標名 高齢者の外出率

基準値（年度） 76.9％（H30） 目標値（年度） 80.0％（R6） 進捗状況 76.9％

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■既存路線の見直しと持続可能な交通網の構築 ■新規事業 ◆都市間バス・既存バス路線の見直し
◆高齢者に対応したバス路線による通院支援
◆わかりやすいバスマップ等の作成・周知

■検討事業 ◆コミュニティバスやデマンドタクシーなど新たな公共交通
◆高齢社会に対応可能な交通費助成と高齢者福祉のあり方

取組成果
（D）

R2年度（単） R3年度（単） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

76.9％
（H30）

76.9％
（H30）

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

枝幸南部地区内陸部と歌登地区郊外からのデマンド型交通の運行を行っており、令和4年度からは路線バスの
無料化も導入することから、沿線住民の高齢者の方々の路線バスの利用による外出を期待する。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 まちづくり推進課

№ 20

基本目標 2.ふるさとに誇りと愛着がもてる“ひとづくり” 具体的な施策の展開 2.人の流れ・地域づくり×ひとづくり (1)ふるさと教育

重要業績評価指数（KPI）

指標名 ふるさと回帰ネットワークを通じたＵＩターン者数

基準値（年度） － 目標値（年度） 40人（R5） 進捗状況 0人

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■高校と地域が連携した「ふるさと教育」推
進プロジェクト

■ICTを活用した教育の推進

■ミュージアム活動の推進プロジェクト

■新規事業 ◆ICTを活用したアクティブラーニング環境整備（枝幸高等学校）《タブレット端末、無線LAN等の整備》

◆オンライン英会話スクール環境整備《・オンライン学習環境機器整備・オンラインレッスンの実施》

◆ふるさと教育推進《・地域調査分析（3C分析、ｱﾝｹｰﾄ等）・目指すべき人材像、DP等の策定・カリキュラム、プログラム確立
・公営塾の設置、運営・ふるさと回帰ネットワーク構築・コーディネーター、スタッフ確保、育成・ふるさと教育推進主体の設置》

■新規事業 ◆ICTを活用したアクティブラーニング環境整備（小・中学校） ◆教職員のICT活用指導力の向上

■継続事業 ◆歴史と文化が人をつなぐ交流促進（H30～R2）《・地域資源の共同調査・文化財保護・地域の学びの深化・情報発信力の向上》

■新規事業 ◆地域の学びが未来を開くミュージアム（R3～R7）《・人材ネットワークを活かした地域資源の調査研究・特色ある地域資源を
活用した全世代型の「地域の学び」充実・多様化するニーズに応じた学びの現場への学習機会の提供・映像情報を中心とする地域外
への情報発信・地域資源の核となる文化財の保存と活用・多様な組み合わせの広域連携を通じた人の動きの活性化》

取組成果
（D）

R2年度（末） R3年度（末） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

0人 0人

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

「ふるさと教育推進プロジェクト」で構築する、ふるさと回帰ネットワークを通じたUIターン者数を把握す

るものであるが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業の進捗が遅れているため、ふるさと回帰ネット
ワークを構築できていない。

「公営塾」や枝幸高校と連携した「えさし探究」も通じ、まちの将来を担う人づくりを推進していく。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 まちづくり推進課

№ 21

基本目標 2.ふるさとに誇りと愛着がもてる“ひとづくり” 具体的な施策の展開 2.人の流れ・地域づくり×ひとづくり (1)ふるさと教育

重要業績評価指数（KPI）

指標名 ふるさと教育事業を通じた子育て世帯の移住定住者数

基準値（年度） － 目標値（年度） 84人（R5） 進捗状況 0人

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■高校と地域が連携した「ふるさと教育」推
進プロジェクト

■ICTを活用した教育の推進

■ミュージアム活動の推進プロジェクト

■新規事業 ◆ICTを活用したアクティブラーニング環境整備（枝幸高等学校）《タブレット端末、無線LAN等の整備》

◆オンライン英会話スクール環境整備《・オンライン学習環境機器整備・オンラインレッスンの実施》

◆ふるさと教育推進《・地域調査分析（3C分析、ｱﾝｹｰﾄ等）・目指すべき人材像、DP等の策定・カリキュラム、プログラム確立
・公営塾の設置、運営・ふるさと回帰ネットワーク構築・コーディネーター、スタッフ確保、育成・ふるさと教育推進主体の設置》

■新規事業 ◆ICTを活用したアクティブラーニング環境整備（小・中学校） ◆教職員のICT活用指導力の向上

■継続事業 ◆歴史と文化が人をつなぐ交流促進（H30～R2）《・地域資源の共同調査・文化財保護・地域の学びの深化・情報発信力の向上》

■新規事業 ◆地域の学びが未来を開くミュージアム（R3～R7）《・人材ネットワークを活かした地域資源の調査研究・特色ある地域資源を
活用した全世代型の「地域の学び」充実・多様化するニーズに応じた学びの現場への学習機会の提供・映像情報を中心とする地域外
への情報発信・地域資源の核となる文化財の保存と活用・多様な組み合わせの広域連携を通じた人の動きの活性化》

取組成果
（D）

R2年度（末） R3年度（末） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

0人 0人

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

「ふるさと教育推進プロジェクト」で構築する、移住サイトを介した子育て世帯（15才～49才）の転入者を
把握するものであるが、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり事業の進捗が遅れているため、移住サイトを
構築できていない。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 まちづくり推進課

№ 22

基本目標 2.ふるさとに誇りと愛着がもてる“ひとづくり” 具体的な施策の展開 2.人の流れ・地域づくり×ひとづくり (1)ふるさと教育

重要業績評価指数（KPI）

指標名 ふるさと教育プラットフォームで提供した学びの参加者数

基準値（年度） － 目標値（年度） 880人（R5） 進捗状況 954人

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■高校と地域が連携した「ふるさと教育」推
進プロジェクト

■ICTを活用した教育の推進

■ミュージアム活動の推進プロジェクト

■新規事業 ◆ICTを活用したアクティブラーニング環境整備（枝幸高等学校）《タブレット端末、無線LAN等の整備》

◆オンライン英会話スクール環境整備《・オンライン学習環境機器整備・オンラインレッスンの実施》

◆ふるさと教育推進《・地域調査分析（3C分析、ｱﾝｹｰﾄ等）・目指すべき人材像、DP等の策定・カリキュラム、プログラム確立
・公営塾の設置、運営・ふるさと回帰ネットワーク構築・コーディネーター、スタッフ確保、育成・ふるさと教育推進主体の設置》

■新規事業 ◆ICTを活用したアクティブラーニング環境整備（小・中学校） ◆教職員のICT活用指導力の向上

■継続事業 ◆歴史と文化が人をつなぐ交流促進（H30～R2）《・地域資源の共同調査・文化財保護・地域の学びの深化・情報発信力の向上》

■新規事業 ◆地域の学びが未来を開くミュージアム（R3～R7）《・人材ネットワークを活かした地域資源の調査研究・特色ある地域資源を
活用した全世代型の「地域の学び」充実・多様化するニーズに応じた学びの現場への学習機会の提供・映像情報を中心とする地域外
への情報発信・地域資源の核となる文化財の保存と活用・多様な組み合わせの広域連携を通じた人の動きの活性化》

取組成果
（D）

R2年度（単） R3年度（単） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

492人 954人

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

枝幸高校の授業である総合的な探究の時間「えさし探究」と連携した取組みとして、地域の歴史や主要産業等
についての講義や施設等の視察学習を実施し、１学年生徒延べ582人が参加した。また、英語教育に対する必要
性の理解を深めるため、枝幸幼稚園及び各保育所の年長や枝幸小学校１年生を対象として、オンライン英会話
レッスンを実施し、延べ372人が参加した。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 まちづくり推進課

№ 23

基本目標 2.ふるさとに誇りと愛着がもてる“ひとづくり” 具体的な施策の展開 2.人の流れ・地域づくり×ひとづくり (1)ふるさと教育

重要業績評価指数（KPI）

指標名 町内中学校から枝幸高等学校への進学率

基準値（年度） 71.8％（H31） 目標値（年度） 90.0％（R5） 進捗状況 64.62％

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■高校と地域が連携した「ふるさと教育」推
進プロジェクト

■ICTを活用した教育の推進

■ミュージアム活動の推進プロジェクト

■新規事業 ◆ICTを活用したアクティブラーニング環境整備（枝幸高等学校）《タブレット端末、無線LAN等の整備》

◆オンライン英会話スクール環境整備《・オンライン学習環境機器整備・オンラインレッスンの実施》

◆ふるさと教育推進《・地域調査分析（3C分析、ｱﾝｹｰﾄ等）・目指すべき人材像、DP等の策定・カリキュラム、プログラム確立
・公営塾の設置、運営・ふるさと回帰ネットワーク構築・コーディネーター、スタッフ確保、育成・ふるさと教育推進主体の設置》

■新規事業 ◆ICTを活用したアクティブラーニング環境整備（小・中学校） ◆教職員のICT活用指導力の向上

■継続事業 ◆歴史と文化が人をつなぐ交流促進（H30～R2）《・地域資源の共同調査・文化財保護・地域の学びの深化・情報発信力の向上》

■新規事業 ◆地域の学びが未来を開くミュージアム（R3～R7）《・人材ネットワークを活かした地域資源の調査研究・特色ある地域資源を
活用した全世代型の「地域の学び」充実・多様化するニーズに応じた学びの現場への学習機会の提供・映像情報を中心とする地域外
への情報発信・地域資源の核となる文化財の保存と活用・多様な組み合わせの広域連携を通じた人の動きの活性化》

取組成果
（D）

R2年度（単） R3年度（単） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

64.29％ 64.62％

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

令和３年度の町内中学校卒業者65人のうち42人が枝幸高等学校へ進学した。枝幸中学校からの進学率は例年
より若干低い75.0％であるが、全３校の中では一番高く、15ヵ年平均では８割程度で推移している。しかしな
がら他の２校が依然として低く、枝幸南中学校28.6％、歌登中学校50.0％となっており、15ヵ年平均でも枝
幸南中学校が４割程度、歌登中学校が５割で推移していることが、全体の進学率を押し下げる要因となっている。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 教育委員会事務局

№ 24

基本目標 2.ふるさとに誇りと愛着がもてる“ひとづくり” 具体的な施策の展開 2.人の流れ・地域づくり×ひとづくり (1)ふるさと教育

重要業績評価指数（KPI）

指標名 全国学力調査における教科の平均正答率

基準値（年度）

小学校：国語61.9％ 算数
63.3％
中学校：国語70.9％ 数学
53.5％ 英語46.5％（Ｈ31）

目標値（年度）

小学校：国語62.8％ 算数
64.5％
中学校：国語72.1％ 数学
58.1％ 英語54.2％（Ｒ6）

進捗状況

小学校：国語62.9％ 算数
68.1％
中学校：国語61.4％ 数学
45.6％ 英語 未実施

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■高校と地域が連携した「ふるさと教育」推
進プロジェクト

■ICTを活用した教育の推進

■ミュージアム活動の推進プロジェクト

■新規事業 ◆ICTを活用したアクティブラーニング環境整備（枝幸高等学校）《タブレット端末、無線LAN等の整備》

◆オンライン英会話スクール環境整備《・オンライン学習環境機器整備・オンラインレッスンの実施》

◆ふるさと教育推進《・地域調査分析（3C分析、ｱﾝｹｰﾄ等）・目指すべき人材像、DP等の策定・カリキュラム、プログラム確立
・公営塾の設置、運営・ふるさと回帰ネットワーク構築・コーディネーター、スタッフ確保、育成・ふるさと教育推進主体の設置》

■新規事業 ◆ICTを活用したアクティブラーニング環境整備（小・中学校） ◆教職員のICT活用指導力の向上

■継続事業 ◆歴史と文化が人をつなぐ交流促進（H30～R2）《・地域資源の共同調査・文化財保護・地域の学びの深化・情報発信力の向上》

■新規事業 ◆地域の学びが未来を開くミュージアム（R3～R7）《・人材ネットワークを活かした地域資源の調査研究・特色ある地域資源を
活用した全世代型の「地域の学び」充実・多様化するニーズに応じた学びの現場への学習機会の提供・映像情報を中心とする地域外
への情報発信・地域資源の核となる文化財の保存と活用・多様な組み合わせの広域連携を通じた人の動きの活性化》

取組成果
（D）

R2年度 R3年度（単） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

 小学校
国語62.9％ 算数68.1％
中学校
国語61.4％ 数学45.6％
英語 未実施

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

令和３年度の全国学力調査結果については、小学校においては目標値を上回っているが、中学校については、
国語、数学とも目標値を下回っている。出題された問題の難易度により正答率の変動はあるが、正答率向上に向
け課題を明確にし、ICTを活用した授業改善等を行い学力向上に努めている。令和４年度より学習支援ソフトを
導入し、ICT環境の充実と授業力を高めるため教員研修を実施し、児童生徒の学力の定着と向上に努めていく。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 教育委員会事務局

№ 25

基本目標 2.ふるさとに誇りと愛着がもてる“ひとづくり” 具体的な施策の展開 2.人の流れ・地域づくり×ひとづくり (1)ふるさと教育

重要業績評価指数（KPI）

指標名 「地域の学び」参加者数（ミュージアム）

基準値（年度） 1,781人（H30） 目標値（年度） 2,000人（R6） 進捗状況 1,878人

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■高校と地域が連携した「ふるさと教育」推
進プロジェクト

■ICTを活用した教育の推進

■ミュージアム活動の推進プロジェクト

■新規事業 ◆ICTを活用したアクティブラーニング環境整備（枝幸高等学校）《タブレット端末、無線LAN等の整備》

◆オンライン英会話スクール環境整備《・オンライン学習環境機器整備・オンラインレッスンの実施》

◆ふるさと教育推進《・地域調査分析（3C分析、ｱﾝｹｰﾄ等）・目指すべき人材像、DP等の策定・カリキュラム、プログラム確立
・公営塾の設置、運営・ふるさと回帰ネットワーク構築・コーディネーター、スタッフ確保、育成・ふるさと教育推進主体の設置》

■新規事業 ◆ICTを活用したアクティブラーニング環境整備（小・中学校） ◆教職員のICT活用指導力の向上

■継続事業 ◆歴史と文化が人をつなぐ交流促進（H30～R2）《・地域資源の共同調査・文化財保護・地域の学びの深化・情報発信力の向上》

■新規事業 ◆地域の学びが未来を開くミュージアム（R3～R7）《・人材ネットワークを活かした地域資源の調査研究・特色ある地域資源を
活用した全世代型の「地域の学び」充実・多様化するニーズに応じた学びの現場への学習機会の提供・映像情報を中心とする地域外
への情報発信・地域資源の核となる文化財の保存と活用・多様な組み合わせの広域連携を通じた人の動きの活性化》

取組成果
（D）

R2年度（単） R3年度（単） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

897人 1,878人

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、令和２年度に引続き体験講座や講演会、学習支援といった「地
域の学び」を大幅に縮小せざるを得なかった。一方で、調査研究・学習支援・情報発信の３分野のデジタル化を
積極的に推進した結果、参加者数は前年度より改善した。コロナ下における持続的な博物館活動の展開をはかる
ため、「歴史と文化が人をつなぐ交流促進事業」を再延長する。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 まちづくり推進課

№ 26

基本目標 2.ふるさとに誇りと愛着がもてる“ひとづくり” 具体的な施策の展開 2.人の流れ・地域づくり×ひとづくり (2)関係人口の創出・拡大

重要業績評価指数（KPI）

指標名 都市部での交流イベントにおけるふるさと納税寄附者の参加者数

基準値（年度） － 目標値（年度） 50人（毎年） 進捗状況
イベント実施回数：自治体連携2回
ふるさと応援大使：任命1件

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■地域外の人と継続的なつながりを持つ機会の提供ときっかけづくり ■継続事業 ◆ふるさと納税
◆地域間交流・同名自治体連携

■新規事業 ◆ふるさと納税寄附者（リピーター）を対象とした都市部で
の交流イベント等の実施

◆「ふるさと応援大使（仮称）」の任命と活動支援
■検討事業 ◆「ふるさと住民（仮称）」の制度化

◆関係人口から関わりの階段をステップアップする施策の検討

取組成果
（D）

R2年度（単・末） R3年度（単・末） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

イベント実施回数（単）

自治体連携：1回
ふるさと応援大使（末）

任命：1件

イベント実施回数（単）

自治体連携：1回
ふるさと応援大使（末）

任命：1件

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

新型コロナウイルス感染拡大の影響により交流事業等は１回の開催のみとなった。関係人口については、ふる
さと納税リピーター（3回以上）は10,000人を超え、観光協会SNSの総登録者数も9,000件を超えるなど、
年々増加している状況にある。今後は、ふるさと応援大使との連携や「ふるさと住民」の制度化を含め、関係人
口の創出に力を入れていく。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 まちづくり推進課

№ 27

基本目標 2.ふるさとに誇りと愛着がもてる“ひとづくり” 具体的な施策の展開 2.人の流れ・地域づくり×ひとづくり (2)関係人口の創出・拡大

重要業績評価指数（KPI）

指標名 枝幸を体験できるツアーへのふるさと納税寄附者の参加者数

基準値（年度） － 目標値（年度） 30人（R6） 進捗状況 0人

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■地域外の人と継続的なつながりを持つ機会の提供ときっかけづくり ■継続事業 ◆ふるさと納税
◆地域間交流・同名自治体連携

■新規事業 ◆ふるさと納税寄附者（リピーター）を対象とした都市部で
の交流イベント等の実施

◆「ふるさと応援大使（仮称）」の任命と活動支援
■検討事業 ◆「ふるさと住民（仮称）」の制度化

◆関係人口から関わりの階段をステップアップする施策の検討

取組成果
（D）

R2年度（単） R3年度（単） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

0人 0人

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

新型コロナウイルス感染拡大の影響により体験ツアーの実施はできなかった。
今後は、ふるさと納税寄附者との繋がりをより一層深めていくため「ふるさと住民」の制度化との連携を含めて
検討を進めていく。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 まちづくり推進課

№ 28

基本目標 2.ふるさとに誇りと愛着がもてる“ひとづくり” 具体的な施策の展開 2.人の流れ・地域づくり×ひとづくり (3)多文化共生の地域づくり

重要業績評価指数（KPI）

指標名 サポートデスクでの外国人材へのフォロー件数

基準値（年度） － 目標値（年度） 50件（毎年） 進捗状況 119件

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■外国人材の受入環境の整備

■介護人材スタッフの育成・確保

■継続事業 ◆経済団体交流の促進
■新規事業 ◆外国人サポート人材の確保

◆サポートデスクの設置・運営
■検討事業 ◆地域交流、歴史・文化などの地域学習や日本語教室の開設

◆新たな雇用分野と住居整備

■継続事業 ◆外国人介護福祉人材育成支援協議会と連携した人材の育成・
確保

取組成果
（D）

R2年度（単） R3年度（単） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

202件 119件

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

昨年度は開設初年度もあり、相談内容の中には本来監理団体が行うべき技能実習生の活動や受入企業に関する
内容も少なからず含まれていたが、今年度はそういった相談はある程度監理団体で対応されているのか前年度比
で83件減り、本来の多文化共生に資する内容の相談が多く寄せられていた。また、新型コロナウイルス感染症
の影響から引続き予定していた企画の実施が叶わなかったが、アドバイザーと連携しながら事業を運営する。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 保健福祉課

№ 29

基本目標 2.ふるさとに誇りと愛着がもてる“ひとづくり” 具体的な施策の展開 2.人の流れ・地域づくり×ひとづくり (3)多文化共生の地域づくり

重要業績評価指数（KPI）

指標名 外国人介護福祉人材育成支援協議会を通じた就業者数

基準値（年度） － 目標値（年度） 6人（R6） 進捗状況 4人

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■外国人材の受入環境の整備

■介護人材スタッフの育成・確保

■継続事業 ◆経済団体交流の促進
■新規事業 ◆外国人サポート人材の確保

◆サポートデスクの設置・運営
■検討事業 ◆地域交流、歴史・文化などの地域学習や日本語教室の開設

◆新たな雇用分野と住居整備

■継続事業 ◆外国人介護福祉人材育成支援協議会と連携した人材の育成・
確保

取組成果
（D）

R2年度 R3年度（末） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

 4人

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

令和元年度から２年間の研修を経て、令和３年度4名が就職しており、うち老健うたのぼりに就職した２名は、
令和４年４月１日より歌翠園に再就職している。令和４年度新規（R6年度就職）枝幸苑1名の配置を協議会へ要
望している。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 農林課

№ 30

基本目標 3.活力にあふれた“しごとづくり” 具体的な施策の展開 3.豊かな地域資源×しごとづくり (1)農林水産業の経営基盤強化

重要業績評価指数（KPI）

指標名 新規就農者数

基準値（年度） 3人（H30） 目標値（年度） 7人（R6） 進捗状況 7人

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■農業生産力の維持・拡大と担い手確保

■林業の成長産業化

■国際競争力の高い水産物供給基地の構築

■継続事業 ◆農業者次世代人材投資事業（経営開始型） ◆中山間地域等直接支払制度交付金 ◆就農者誘致特別奨励事業
◆多面的機能支払交付金 ◆道営草地整備事業（公共育成牧場整備） ◆草地畜産基盤整備事業
◆就農者誘致促進セミナー、新・農業人フェア

■継続事業 ◆森林環境保全整備事業等（造林・下刈・間伐ほか） ◆林道・作業道整備 ◆森林作業員就労条件整備事業
■新規事業 ◆林業推進総合対策事業（森林環境譲与税）《・私有林等整備事業・林業従事者等就業条件整備事業・地域材、林地残材有効利用促

進事業・林業機械等導入支援事業・森林整備環境支援事業・森林資源等活用推進事業》

■継続事業 ◆水産流通基盤整備事業（各漁港整備） ◆水産物供給基盤機能保全事業（各漁港維持補修） ◆枝幸港改修事業（国直轄）
◆浜の活力再生交付金《・資源管理による安定した水揚げ、単価向上による所得向上・燃油資材の高騰対策・漁業者の人材育成や関連

産業に係る連携・直販施設の整備及び魚食文化の普及活動》

◆漁場管理船の導入支援による雇用拡大
■新規事業 ◆枝幸港改修事業（社会資本整備交付金） ◆食品取扱施設HACCP導入支援 ◆地域ブランド創出支援事業

取組成果
（D）

R2年度（末） R3年度（末） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

7人 7人

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

現在、夫婦３組、独身４名が町内農場で就農を目指して研修を行っており、うち夫婦２組が令和４年度中に就
農予定である。高齢化、後継者不在による離農が加速していることから今後も新規就農者の誘致などソフト面、
宿泊研修施設の建設など関係機関と連携し充実させる必要がある。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 農林課

№ 31

基本目標 3.活力にあふれた“しごとづくり” 具体的な施策の展開 3.豊かな地域資源×しごとづくり (1)農林水産業の経営基盤強化

重要業績評価指数（KPI）

指標名 飼料自給率の向上

基準値（年度） 73.2％（H30） 目標値（年度） 80.0％（R6） 進捗状況 77.2％

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■農業生産力の維持・拡大と担い手確保

■林業の成長産業化

■国際競争力の高い水産物供給基地の構築

■継続事業 ◆農業者次世代人材投資事業（経営開始型） ◆中山間地域等直接支払制度交付金 ◆就農者誘致特別奨励事業
◆多面的機能支払交付金 ◆道営草地整備事業（公共育成牧場整備） ◆草地畜産基盤整備事業
◆就農者誘致促進セミナー、新・農業人フェア

■継続事業 ◆森林環境保全整備事業等（造林・下刈・間伐ほか） ◆林道・作業道整備 ◆森林作業員就労条件整備事業
■新規事業 ◆林業推進総合対策事業（森林環境譲与税）《・私有林等整備事業・林業従事者等就業条件整備事業・地域材、林地残材有効利用促

進事業・林業機械等導入支援事業・森林整備環境支援事業・森林資源等活用推進事業》

■継続事業 ◆水産流通基盤整備事業（各漁港整備） ◆水産物供給基盤機能保全事業（各漁港維持補修） ◆枝幸港改修事業（国直轄）
◆浜の活力再生交付金《・資源管理による安定した水揚げ、単価向上による所得向上・燃油資材の高騰対策・漁業者の人材育成や関連

産業に係る連携・直販施設の整備及び魚食文化の普及活動》

◆漁場管理船の導入支援による雇用拡大
■新規事業 ◆枝幸港改修事業（社会資本整備交付金） ◆食品取扱施設HACCP導入支援 ◆地域ブランド創出支援事業

取組成果
（D）

R2年度（末） R3年度（末） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

77％ 77.2％

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

草地改良（整備・造成）を399ha行い、単収増加による自給率向上を継続して行った。コロナ禍の影響によ
る燃料費、肥料費などの高騰により事業費、営農コストが増加している状況であり、事業費の高騰による参加取
止めが懸念される。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 農林課

№ 32

基本目標 3.活力にあふれた“しごとづくり” 具体的な施策の展開 3.豊かな地域資源×しごとづくり (1)農林水産業の経営基盤強化

重要業績評価指数（KPI）

指標名 林業就業者数

基準値（年度） 59人（H30） 目標値（年度） 65人（R5） 進捗状況 52人

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■農業生産力の維持・拡大と担い手確保

■林業の成長産業化

■国際競争力の高い水産物供給基地の構築

■継続事業 ◆農業者次世代人材投資事業（経営開始型） ◆中山間地域等直接支払制度交付金 ◆就農者誘致特別奨励事業
◆多面的機能支払交付金 ◆道営草地整備事業（公共育成牧場整備） ◆草地畜産基盤整備事業
◆就農者誘致促進セミナー、新・農業人フェア

■継続事業 ◆森林環境保全整備事業等（造林・下刈・間伐ほか） ◆林道・作業道整備 ◆森林作業員就労条件整備事業
■新規事業 ◆林業推進総合対策事業（森林環境譲与税）《・私有林等整備事業・林業従事者等就業条件整備事業・地域材、林地残材有効利用促

進事業・林業機械等導入支援事業・森林整備環境支援事業・森林資源等活用推進事業》

■継続事業 ◆水産流通基盤整備事業（各漁港整備） ◆水産物供給基盤機能保全事業（各漁港維持補修） ◆枝幸港改修事業（国直轄）
◆浜の活力再生交付金《・資源管理による安定した水揚げ、単価向上による所得向上・燃油資材の高騰対策・漁業者の人材育成や関連

産業に係る連携・直販施設の整備及び魚食文化の普及活動》

◆漁場管理船の導入支援による雇用拡大
■新規事業 ◆枝幸港改修事業（社会資本整備交付金） ◆食品取扱施設HACCP導入支援 ◆地域ブランド創出支援事業

取組成果
（D）

R2年度（末） R3年度（末） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

60人 52人

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

令和３年度より「枝幸町林業担い手総合対策事業」（森林環境譲与税活用事業）を創設し、林業就業者の担い
手対策及び就業条件の改善を行うための総合的な事業に着手した。事業の効果等を検証し、柔軟に事業の拡充・
変更等を行うことで、当町における林業担い手対策を効果的に進め、当町森林整備の推進と成長産業化を図る。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 農林課

№ 33

基本目標 3.活力にあふれた“しごとづくり” 具体的な施策の展開 3.豊かな地域資源×しごとづくり (1)農林水産業の経営基盤強化

重要業績評価指数（KPI）

指標名 森林整備事業量（民有林）

基準値（年度） 1,474ha（H29） 目標値（年度） 1,575ha（R4） 進捗状況 1,289ha

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■農業生産力の維持・拡大と担い手確保

■林業の成長産業化

■国際競争力の高い水産物供給基地の構築

■継続事業 ◆農業者次世代人材投資事業（経営開始型） ◆中山間地域等直接支払制度交付金 ◆就農者誘致特別奨励事業
◆多面的機能支払交付金 ◆道営草地整備事業（公共育成牧場整備） ◆草地畜産基盤整備事業
◆就農者誘致促進セミナー、新・農業人フェア

■継続事業 ◆森林環境保全整備事業等（造林・下刈・間伐ほか） ◆林道・作業道整備 ◆森林作業員就労条件整備事業
■新規事業 ◆林業推進総合対策事業（森林環境譲与税）《・私有林等整備事業・林業従事者等就業条件整備事業・地域材、林地残材有効利用促

進事業・林業機械等導入支援事業・森林整備環境支援事業・森林資源等活用推進事業》

■継続事業 ◆水産流通基盤整備事業（各漁港整備） ◆水産物供給基盤機能保全事業（各漁港維持補修） ◆枝幸港改修事業（国直轄）
◆浜の活力再生交付金《・資源管理による安定した水揚げ、単価向上による所得向上・燃油資材の高騰対策・漁業者の人材育成や関連

産業に係る連携・直販施設の整備及び魚食文化の普及活動》

◆漁場管理船の導入支援による雇用拡大
■新規事業 ◆枝幸港改修事業（社会資本整備交付金） ◆食品取扱施設HACCP導入支援 ◆地域ブランド創出支援事業

取組成果
（D）

R2年度（単） R3年度（単） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

1,731ha 1,289ha

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

従来の森林整備事業（国・道費）と私有林等整備事業（森林環境譲与税活用事業）により、継続して町内森林
整備を積極的に推進している。森林整備事業予算の配分額により、各年度における事業量に格差が生じているこ
とから、私有林等整備事業による森林整備を更に推進し、一定の事業量の確保を図っていくものとする。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 水産商工課

№ 34

基本目標 3.活力にあふれた“しごとづくり” 具体的な施策の展開 3.豊かな地域資源×しごとづくり (1)農林水産業の経営基盤強化

重要業績評価指数（KPI）

指標名 ホタテ漁船乗組員の雇用者数

基準値（年度） 90人（H30） 目標値（年度） 120人（R5） 進捗状況 81人

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■農業生産力の維持・拡大と担い手確保

■林業の成長産業化

■国際競争力の高い水産物供給基地の構築

■継続事業 ◆農業者次世代人材投資事業（経営開始型） ◆中山間地域等直接支払制度交付金 ◆就農者誘致特別奨励事業
◆多面的機能支払交付金 ◆道営草地整備事業（公共育成牧場整備） ◆草地畜産基盤整備事業
◆就農者誘致促進セミナー、新・農業人フェア

■継続事業 ◆森林環境保全整備事業等（造林・下刈・間伐ほか） ◆林道・作業道整備 ◆森林作業員就労条件整備事業
■新規事業 ◆林業推進総合対策事業（森林環境譲与税）《・私有林等整備事業・林業従事者等就業条件整備事業・地域材、林地残材有効利用促

進事業・林業機械等導入支援事業・森林整備環境支援事業・森林資源等活用推進事業》

■継続事業 ◆水産流通基盤整備事業（各漁港整備） ◆水産物供給基盤機能保全事業（各漁港維持補修） ◆枝幸港改修事業（国直轄）
◆浜の活力再生交付金《・資源管理による安定した水揚げ、単価向上による所得向上・燃油資材の高騰対策・漁業者の人材育成や関連

産業に係る連携・直販施設の整備及び魚食文化の普及活動》

◆漁場管理船の導入支援による雇用拡大
■新規事業 ◆枝幸港改修事業（社会資本整備交付金） ◆食品取扱施設HACCP導入支援 ◆地域ブランド創出支援事業

取組成果
（D）

R2年度（末） R3年度（末） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

86人 81人

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

漁業協同組合のホームページで乗組員の募集を行っているが、人員不足の解消には至っておらず、令和４年度
についても操業体制の縮小を余儀なくさている。安定的な水揚量を確保するためにも乗組員住宅建設など、人員
確保に向けた施策の実施が喫緊の課題であり、その実施に向けて漁業協同組合に対して強力に推し進めていく。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 水産商工課

№ 35

基本目標 3.活力にあふれた“しごとづくり” 具体的な施策の展開 3.豊かな地域資源×しごとづくり (1)農林水産業の経営基盤強化

重要業績評価指数（KPI）

指標名 食品取扱施設HACCP導入件数

基準値（年度） 3件（H30） 目標値（年度） 5件（R4） 進捗状況 3件

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■農業生産力の維持・拡大と担い手確保

■林業の成長産業化

■国際競争力の高い水産物供給基地の構築

■継続事業 ◆農業者次世代人材投資事業（経営開始型） ◆中山間地域等直接支払制度交付金 ◆就農者誘致特別奨励事業
◆多面的機能支払交付金 ◆道営草地整備事業（公共育成牧場整備） ◆草地畜産基盤整備事業
◆就農者誘致促進セミナー、新・農業人フェア

■継続事業 ◆森林環境保全整備事業等（造林・下刈・間伐ほか） ◆林道・作業道整備 ◆森林作業員就労条件整備事業
■新規事業 ◆林業推進総合対策事業（森林環境譲与税）《・私有林等整備事業・林業従事者等就業条件整備事業・地域材、林地残材有効利用促

進事業・林業機械等導入支援事業・森林整備環境支援事業・森林資源等活用推進事業》

■継続事業 ◆水産流通基盤整備事業（各漁港整備） ◆水産物供給基盤機能保全事業（各漁港維持補修） ◆枝幸港改修事業（国直轄）
◆浜の活力再生交付金《・資源管理による安定した水揚げ、単価向上による所得向上・燃油資材の高騰対策・漁業者の人材育成や関連

産業に係る連携・直販施設の整備及び魚食文化の普及活動》

◆漁場管理船の導入支援による雇用拡大
■新規事業 ◆枝幸港改修事業（社会資本整備交付金） ◆食品取扱施設HACCP導入支援 ◆地域ブランド創出支援事業

取組成果
（D）

R2年度（末） R3年度（末） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

3件 3件

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

令和３年度に１件の事業者が施設整備を行ったが、導入する水産加工用機械が世界的な半導体不足の影響によ
り年度内に全事業の完了ができず、一部の事業整備を次年度へ繰り越すこととなった。今後、新たな事業採択の
要件を満たす事業者の施設整備を行い、港湾・漁港における屋根付き岸壁の整備と合わせて、水産物製品の高品
質化による輸出増大、販路拡大を図り、もって雇用の安定化につなげていく。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 まちづくり推進課

№ 36

重要業績評価指数（KPI）

指標名 都内店舗との販路拡大件数

基準値（年度） － 目標値（年度） 10件（R6） 進捗状況 0件

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■オホーツク枝幸ブランドの推進 ■継続事業 ◆オホーツク枝幸ブランド推進本部
《・首都圏への特産品PR、販路拡大 ・輸出販路拡大への相談、アドバ
イス ・体験観光の推進と受入体制の充実（観光ボランティアガイドの
育成、体験観光メニューの構築、体験拠点施設の活用）・観光における産
官学連携》

■新規事業 ◆三笠山エリア整備構想
■検討事業 ◆地域商社「オホーツク枝幸（仮称）」の設置

取組成果
（D）

R2年度（末） R3年度（末） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

0件 0件

基本目標 3.活力にあふれた“しごとづくり” 具体的な施策の展開 3.豊かな地域資源×しごとづくり (2)オホーツク枝幸ブランドの推進

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

新型コロナウイルス感染症の影響により、大消費地である東京都への販路拡大活動は行えなかったものの、道
内の最大消費地である札幌市で「枝幸ほたて」の販売PRを１回行った。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 まちづくり推進課

№ 37

重要業績評価指数（KPI）

指標名 町内事業者の輸出販路相談件数

基準値（年度） － 目標値（年度） 5件（R6） 進捗状況 3件

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■オホーツク枝幸ブランドの推進 ■継続事業 ◆オホーツク枝幸ブランド推進本部
《・首都圏への特産品PR、販路拡大 ・輸出販路拡大への相談、アドバ
イス ・体験観光の推進と受入体制の充実（観光ボランティアガイドの
育成、体験観光メニューの構築、体験拠点施設の活用）・観光における産
官学連携》

■新規事業 ◆三笠山エリア整備構想
■検討事業 ◆地域商社「オホーツク枝幸（仮称）」の設置

取組成果
（D）

R2年度（単） R3年度（単） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

3件 0件

基本目標 3.活力にあふれた“しごとづくり” 具体的な施策の展開 3.豊かな地域資源×しごとづくり (2)オホーツク枝幸ブランドの推進

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

令和３年度については、輸出関連補助金等の相談はなかった。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 まちづくり推進課

№ 38

重要業績評価指数（KPI）

指標名 気軽に体験できる観光メニュー件数

基準値（年度） － 目標値（年度） 10件（R6） 進捗状況 4件

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■オホーツク枝幸ブランドの推進 ■継続事業 ◆オホーツク枝幸ブランド推進本部
《・首都圏への特産品PR、販路拡大 ・輸出販路拡大への相談、アドバ
イス ・体験観光の推進と受入体制の充実（観光ボランティアガイドの
育成、体験観光メニューの構築、体験拠点施設の活用）・観光における産
官学連携》

■新規事業 ◆三笠山エリア整備構想
■検討事業 ◆地域商社「オホーツク枝幸（仮称）」の設置

取組成果
（D）

R2年度（末） R3年度（末） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

4件 4件

基本目標 3.活力にあふれた“しごとづくり” 具体的な施策の展開 3.豊かな地域資源×しごとづくり (2)オホーツク枝幸ブランドの推進

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

新型コロナウイルス感染症の影響により、体験観光を活用した誘客はできなかったが、ポストコロナに向けて
知識や技術等のスキルアップを図る取組みを行った。即実施できるメニューは、カヌー、ボート遊覧、水産物の
調理、自然観察の４件である。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 まちづくり推進課

№ 39

重要業績評価指数（KPI）

指標名 地域商社「オホーツク枝幸（仮称）」の設置

基準値（年度） － 目標値（年度） 1件（R6） 進捗状況 0件

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■オホーツク枝幸ブランドの推進 ■継続事業 ◆オホーツク枝幸ブランド推進本部
《・首都圏への特産品PR、販路拡大 ・輸出販路拡大への相談、アドバ
イス ・体験観光の推進と受入体制の充実（観光ボランティアガイドの
育成、体験観光メニューの構築、体験拠点施設の活用）・観光における産
官学連携》

■新規事業 ◆三笠山エリア整備構想
■検討事業 ◆地域商社「オホーツク枝幸（仮称）」の設置

取組成果
（D）

R2年度（末） R3年度（末） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

0件 0件

基本目標 3.活力にあふれた“しごとづくり” 具体的な施策の展開 3.豊かな地域資源×しごとづくり (2)オホーツク枝幸ブランドの推進

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

コロナ禍と限られた人員、予算の中で新たな組織立上げは難しく、現状、ブランド推進本部・観光協会が地域
商社的役割を担って活動している。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 水産商工課

№ 40

重要業績評価指数（KPI）

指標名 新規創業件数

基準値（年度） 10件（H30) 目標値（年度） 17件（R6） 進捗状況 17件

具体的な施策 （P）

施 策 内 容

■中小企業等の活性化

■企業誘致の推進

■継続事業 ◆商工会助成事業 ◆中小企業振興事業（利子・保証料補給）
◆中小企業等活性化事業 ◆特定創業支援事業者の認定
◆６次産業化推進事業補助制度

■継続事業（一部見直し） ◆奨学金償還支援助成制度

■新規事業 ◆企業誘致受入環境の整備
《・企業ニーズの把握、用地の確保 ・土地取得、施設整備等への支援検
討 ・企業との連絡調整、産業間連携の調整》

■検討事業 ◆水産系廃棄物処理の事業化

取組成果
（D）

R2年度（末） R3年度（末） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

15件 17件

基本目標 3.活力にあふれた“しごとづくり” 具体的な施策の展開 3.豊かな地域資源×しごとづくり (3)中小企業等の活性化と企業誘致

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

令和３年度は２件の新規創業へ助成を行った。近年需要のある内容の事業を展開していただいたことで、町民
の利便性向上と町内への経済効果をもたらしている。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 水産商工課

№ 41

重要業績評価指数（KPI）

指標名 奨学金償還支援助成利用数

基準値（年度） 47人（H30) 目標値（年度） 68人（R6） 進捗状況 56人

具体的な施策 （P）

取組成果
（D）

R2年度（末） R3年度（末） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

54人 56人

基本目標 3.活力にあふれた“しごとづくり” 具体的な施策の展開 3.豊かな地域資源×しごとづくり (3)中小企業等の活性化と企業誘致

施 策 内 容

■中小企業等の活性化

■企業誘致の推進

■継続事業 ◆商工会助成事業 ◆中小企業振興事業（利子・保証料補給）
◆中小企業等活性化事業 ◆特定創業支援事業者の認定
◆６次産業化推進事業補助制度

■継続事業（一部見直し） ◆奨学金償還支援助成制度

■新規事業 ◆企業誘致受入環境の整備
《・企業ニーズの把握、用地の確保 ・土地取得、施設整備等への支援検
討 ・企業との連絡調整、産業間連携の調整》

■検討事業 ◆水産系廃棄物処理の事業化

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

認定者のうち26名が町外からの移住者であり定住の促進が図られている。また、事業所における勤務形態や
就業休職者等の交付対象要件をより明確とするため、制度の見直しを図り令和４年度から適用することとした。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 まちづくり推進課

№ 42

重要業績評価指数（KPI）

指標名 企業誘致件数

基準値（年度） － 目標値（年度） 1件（R6） 進捗状況 0件

具体的な施策 （P）

取組成果
（D）

R2年度（末） R3年度（末） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

0件 0件

基本目標 3.活力にあふれた“しごとづくり” 具体的な施策の展開 3.豊かな地域資源×しごとづくり (3)中小企業等の活性化と企業誘致

施 策 内 容

■中小企業等の活性化

■企業誘致の推進

■継続事業 ◆商工会助成事業 ◆中小企業振興事業（利子・保証料補給）
◆中小企業等活性化事業 ◆特定創業支援事業者の認定
◆６次産業化推進事業補助制度

■継続事業（一部見直し） ◆奨学金償還支援助成制度

■新規事業 ◆企業誘致受入環境の整備
《・企業ニーズの把握、用地の確保 ・土地取得、施設整備等への支援検
討 ・企業との連絡調整、産業間連携の調整》

■検討事業 ◆水産系廃棄物処理の事業化

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

中頓別町から本社及び製材工場を移転し、令和５年４月から稼働を予定している木材業者があり、企業誘致の
推進から木材製材工場誘致支援事業として関係課と調整を進めており、町の林業全体の底上げと成長産業化を推
進する。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 町民課

№ 43

重要業績評価指数（KPI）

指標名 ごみの排出量（燃やせるごみ・燃やせないごみ・大型ごみ・生ごみ）

基準値（年度） 2,703トン（H30) 目標値（年度） 2,325トン（R6） 進捗状況 2,547.14トン

具体的な施策 （P）

取組成果
（D）

R2年度（単） R3年度（単） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

2,578トン 2,547.14トン

基本目標 3.活力にあふれた“しごとづくり” 具体的な施策の展開 3.豊かな地域資源×しごとづくり (4)良好な環境の保全

施 策 内 容

■良好な環境保全対策 ■継続事業 ◆ごみ減量化中長期対策の推進
《3Rによる資源循環の推進 ・分別ルール、マナー向上対策 ・分別品

目の追加検討及び関連調査 ・資源化業務の集約化》

◆枝幸町河川環境保全連絡会議

■新規事業 ◆環境基本計画の推進
《・自然環境（水、海、緑、生物）の保全 ・生活環境（公害、ごみ）の

保全 ・都市環境（美化、景観）の保全 ・地球温暖化対策 ・環境
教育、学習の推進》

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

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不法投棄を許さない環境づくりを目指す。



枝幸町ふるさと創生総合戦略（第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略）進捗管理シート

令和3年度 担当課 町民課

№ 44

重要業績評価指数（KPI）

指標名 リサイクル率

基準値（年度） 25.5％（H30) 目標値（年度） 27.6％（R6） 進捗状況 25.25％

具体的な施策 （P）

取組成果
（D）

R2年度（単） R3年度（単） R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

26.1％ 25.25％

基本目標 3.活力にあふれた“しごとづくり” 具体的な施策の展開 3.豊かな地域資源×しごとづくり (4)良好な環境の保全

施 策 内 容

■良好な環境保全対策 ■継続事業 ◆ごみ減量化中長期対策の推進
《3Rによる資源循環の推進 ・分別ルール、マナー向上対策 ・分別品

目の追加検討及び関連調査 ・資源化業務の集約化》

◆枝幸町河川環境保全連絡会議

■新規事業 ◆環境基本計画の推進
《・自然環境（水、海、緑、生物）の保全 ・生活環境（公害、ごみ）の

保全 ・都市環境（美化、景観）の保全 ・地球温暖化対策 ・環境
教育、学習の推進》

評 価
改 善

（C・A）

検証、課題・今後
の取組み内容等

「2050年カーボンニュートラルの実現」、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の施行に
よって、再資源化の取組みが加速することが考えられ、循環型社会を形成していくために必要な取組みを総合的
に推進する。



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」

まちづくり推進課



事業名称：高校と地域が連携した「ふるさと教育」推進プロジェクト
～未来を明るくするグローバル人材の育成・回帰～ 【地方創生推進交付金】

【事業の背景・経緯】
● 枝幸町の人口は8,052人（H31.3末）で、平成18年の合併時から約2,000人が減少し、急速に少子高齢化が

進んでいる。
教育環境は、小学校９校、中学校３校、高等学校１校が存在し、唯一の普通科高校である北海道立枝幸高等学

校は、近年生徒の進路希望も多様化し、中学校卒業生のうち、札幌市や旭川市など町外の都市部にある高等学校
へ進学する生徒の割合が３０％を占め、地元である枝幸高校への進学率が低く、現況の推計では、令和８年に現
在の１学年２学級の80人定員から１学級40人定員へ減少し、将来的には高校配置の存続が危ぶまれる状況にあ
る。

そのため、高校生が地域コミュニティや地方創生に活力を与える
重要なプレーヤーであり、さらには、生きる力を育む土台となって
いる共助が、高校の学力や社会性の向上に重要な社会基盤であるこ
との意義を共有し、地域とつながりを持った「ふるさと教育」の推
進からグローバル人材の育成を図るとともに、「ふるさと回帰」ネ
ットワークを構築し、地域の担い手を確保する。

【事業内容】
● 枝幸高校の教育課程とふるさと教育において、多様な価値観の中で自分や地域との関係性を見失わないアイデ

ンティティを確立し、能動的・探究的に学ぶＩＣＴを活用した「アクティブラーニング」の教育環境を整備し、
新しく必修科目に導入される「地理総合」などに対応したふるさと教育の促進を図る。さらに、地域に必要とさ
れるグローバル人材像を明確にし、学校と地域の協働による人材育成と、学力向上・キャリア保障・地域再生を
図る取組みを一元的かつ速やかに展開するため、地域の特徴や強み・弱みを３Ｃ分析・ニーズ調査を実施し、中
長期的な地域課題解決に向けたカリキュラムの前提となる「目指すべき人材像」と「卒業要件（DP）」を策定し、
地域ニーズを充足させたうえで、UIターン者の増加に繋がる都市部や道外からの生徒募集への取組み、公営塾の
設置を念頭に置いた具体的な施策メニューを立案し、特色あるカリ
キュラム・プログラムを確立、人材育成プラットフォームとして提
供する他、育成した貴重な人材とのつながりを保ち、地域の人材需
要をつなぐ、ふるさと回帰ネットワークを構築する。

また、着実な事業運営のため、地域コーディネーターを配置し、
地域と高校をつなぐ役割と育成した人材とのつながりを保ち、地域
推進主体の一員として、ふるさと教育の充実、UIターン希望者の就
業支援や積極的な情報提供を実施する。

事業概要 事業費 ３８，８３０千円

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）

事業で構築する「ふるさと
回帰ネットワーク」を通じ
たＵＩターン者数

0人
（R3：12人）
（R5：40人）

本事業は、地域とのつながりを強く持った人材育成からＵＩターン
につなげ、地域の担い手確保を目指すものであり、事業によって構
築するふるさと回帰ネットワークを通じたＵＩターン者数を把握す
ることによって、事業の直接的な効果として計測する。

事業を通じた子育て世帯の
移住定住者数

0人
（R3：25人）
（R5：84人）

魅力あるふるさと教育の推進により、都市部からの学生や世帯転入
を目指すものであり、事業の移住サイトを介した子育て世帯（15才
～49才）の転入者数を把握することで、事業による直接的な移住定
住の効果として計測する。

事業で創出した「ふるさと
教育プラットフォーム」で
提供した学びの参加者数

954人
（R3：200人）
（R5：880人）

地域コミュニティの再生は、地域の誰もが学び新たなプラット
フォームの中で地域コミュニティとしてつなげていくものであり、
事業によって創出するふるさと教育プラットフォームの提供による
「学び」の参加者数を把握することによって、事業の直接的な効果
として計測する。

町内中学校から地元高校へ
の進学率

64.62％
（R3：84.64％）

（R5：90%）

高等教育期の転出超過を抑制するため、地元で完結できる環境を整
備するものであり、事業によって町内中学校から地元高校へ進学し
た増加割合を把握することによって、事業の直接的な効果として評
価する。



各段階において気をつけたこと

■生徒募集に関する環境分析
●３Ｃ分析「生徒（＋保護者）」「競合となる高校」「枝幸高校（＋枝幸町）」

枝幸高校の卒業生進路先一覧、町内中学３校の高校入学者選抜出願状況等のデータや枝幸高校の在校
生・保護者・教員・卒業生からのヒアリング、過去の新聞記事・広報物等から情報を集め、３Ｃのフ
レームを使用して状況を整理した。

町内中学からの進学率90％達成というプロジェクトのＫＰＩに対し、どのような理由があれば枝幸高
校を選択するのか。その状況をつくるために何が鍵になるのか検討した。

●ヒアリング調査
進学する生徒及び保護者ニーズの質的な把握と、枝幸高校に対する評価・印象からの「強み」を把

握するため、中学生２名、中学生の保護者１名、高校生２名、高校生の保護者１名にヒアリング調査を
実施した。

●アンケート調査
進学する生徒及び保護者ニーズの量的な把握をするため、中学生・高校生及び中学生・高校生の保護

者に対するアンケート調査を実施した。
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■枝幸高校の魅力化推進に係る環境整備
●高校魅力化推進に係る連携事業に関する協定

令和元年10月31日に町と枝幸高校は、高校魅力化推進に係る連携事業に関する協定を締結した。
この協定により、町は校舎内にＩＣＴを活用したアクティブラーニング環境の整備及び高校生を対象

とした公営塾設置許可を得た。また、枝幸高校は町が整備した環境を活用し、生徒の多様な進路指導に
資するキャリア教育を推進することによって、連携してプロジェクトを推進する協力体制を構築した。
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■枝幸高校の魅力化とふるさと教育の確立に向けた土台づくり
●ＩＣＴを活用したアクティブラーニング環境整備（ｉＰａｄ200台、電子黒板14台 他）

校内にＷｉ-ＦｉやＩＣＴ利用環境を整備したことで、授業やふるさと教育と連携した活用からアク
ティブラーニング（主体的・対話的で深い学び）を実現し、学習支援などのデータを収集・分析・蓄積
し、「学びの質」の向上を図るとともに、教諭・生徒・保護者とのコミュニケーションをはじめ、公営
塾と情報連携した運用により、事業の達成度を大幅に高めている。

●公営塾の正式開設と教科学習指導の充実
公営塾は令和３年４月に正式に開設し、塾長をはじめ公営塾スタッ

フが令和２年度の準備期間に築いた強固な体制・基盤を最大限に活用
して取り組みを進めている。

校内の芸術準備室がスタッフルームとなっている利点を活かして、
塾スタッフが先生や生徒とのコミュニケーションを積極的に図ってい
ることや、指導能力が高い塾スタッフの教科学習指導が好評を得てい
ることから、年間を通して全校生徒157名のうち３割強の53名もの
生徒が塾生となった。

令和３年度は、国公立大学を志望する塾生４名全員が合格し、うち
１名は一般受験での現役合格を果たすなど、公営塾は枝幸高校の生徒
が希望進路を実現するうえで、極めて高い成果を上げている。
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■枝幸高校の魅力化とふるさと教育の始動
●ＩＣＴを活用したアクティブラーニングの本格運用

枝幸高校全生徒及び全教諭に貸与しているｉＰａｄの利活用を促進
するため、全国の高校の２校に１校が利用している学校ＩＣＴ化を多
角的にサポートする教育プラットフォーム「ClassiＩ（クラッシー）」
を導入し、アクティブラーニングの本格運用が図られている。

●公営塾におけるふるさと教育の展開
公営塾では、塾長を中心とした公営塾スタッフ３名体制で、個別学

習指導を基本とし、教育プラットフォーム「Classi（クラッシー）」
の学習支援動画を併用して「学力向上」に寄与するとともに、今後は
キャリア教育やゼミ授業などを通じた「ふるさと教育」を展開する。



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」

まちづくり推進課



活動分野

【主な活動地域・場所】
枝幸全域：北海道枝幸高等学校（４階講義室Ｂ、芸術準備室）、枝幸バスターミナル（２階ホール）

【全体概要】
令和元年度より高校と地域が連携して「学力向上」と「ふるさと教育」を柱とした「ふるさと教育推進プ

ロジェクト」を立ち上げ、将来の地域人材を育成する取り組みを進めている。
この取り組みの一環として、高校連携型の公営塾を校内に設置するにあたり、東京を拠点に全国各地で

「高校魅力化プロジェクト」を展開している株式会社Prima Pinguinoの支援を受けて、塾長候補１名と塾
スタッフ２名を採用した。

採用後も同社によって、公営塾の運営をはじめ、塾スタッフに必要な各種研修や他地域の公営塾ネット
ワークを活用したノウハウ支援など、充実した各種支援を受けて、正式な開設に向けての準備・体制が整っ
た。

併せてICT教育プラットフォームの「Classi」の導入により生徒・教諭との情報共有を密に行うこと可能
となり、高校連携型の強みを活かして、個別学習指導を行ううえでの基盤構築が図られた。

この万全な体制・基盤のもと、公営塾は令和３年４月より正式に開設している。

【特徴的取組・成果】
■ 公営塾の情報発信ツールとして、Facebookの公式ページを開設し、公営塾の活動を中心に町内の風景

写真や飲食店等の商品写真なども投稿し、町のPRも兼ねて町内外に広く周知活動を行っている。
なお、公営塾の正式開設までの１ヶ月間は毎日投稿チャレンジによる広報活動を自発的に行うなど、積

極的な姿勢での取り組みが目立っている。
また、LINEの公式アカウント取得により、生徒への講習時間の周知徹底なども図られている。

■ 令和３年４月の正式開設から、年間を通して全校生徒157名のうち３割強の53名が塾生となったこと
で、民間の学習塾がない当町において、公営塾の需要や必要性が高いことが鮮明になった。

なお、令和３年度は、国公立大学を志望する塾生４名全員が合格し、うち１名は一般受験での現役合格
を果たすなど、公営塾は枝幸高校の生徒が希望進路を実現するうえで、極めて高い成果を上げている。

また、合格した３年生から１・２年生に向けた「大学進学ガイダンス」や将来なりたい仕事をするため
に必要な学部や学科を知る「学問カルタ」を実施するなど、キャリア教育にも力を入れている。

【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）】
令和２年５月の採用から、塾長候補として公営塾の体制や基盤を主体的に構築してきた。校内では新型コ

ロナウイルスの感染拡大の影響を受け、２度の休校や学級閉鎖などに伴い公営塾の活動が停滞することも
あったが、ICT教育環境を活用し、自宅にいる生徒と遠隔での学習指導を試行錯誤しながら試験的に行った。

令和３年４月からは塾長となり、より一層枝幸高校との連携や公営塾のマネジメントを強化するとともに、
生徒にとって最良の学びを提供するため、常に変化を求め、単なる教科指導にとどまらず、広い視野で塾生
の進路実現に向けた活動を展開している。

また、一方で地域の仕事等を知るふるさと教育に主体的に取り組み、地域に根ざした魅力的な公営塾へと
発展させることが重要である。

活動概要

ふるさと教育分野
（齊藤 歩）

地域おこし協力隊活動報告

担当課 まちづくり推進課 活動期間 R2.5.1～R5.4.30

学問カルタ大学進学ガイダンスFacebook公営ページ



活動分野

【主な活動地域・場所】
枝幸全域：北海道枝幸高等学校（４階講義室Ｂ、芸術準備室）、枝幸バスターミナル（２階ホール）

【全体概要】
令和元年度より高校と地域が連携して「学力向上」と「ふるさと教育」を柱とした「ふるさと教育推進プ

ロジェクト」を立ち上げ、将来の地域人材を育成する取り組みを進めている。
この取り組みの一環として、高校連携型の公営塾を校内に設置するにあたり、東京を拠点に全国各地で

「高校魅力化プロジェクト」を展開している株式会社Prima Pinguinoの支援を受けて、塾長候補１名と塾
スタッフ２名を採用した。

採用後も同社によって、公営塾の運営をはじめ、塾スタッフに必要な各種研修や他地域の公営塾ネット
ワークを活用したノウハウ支援など、充実した各種支援を受けて、正式な開設に向けての準備・体制が整っ
た。

併せてICT教育プラットフォームの「Classi」の導入により生徒・教諭との情報共有を密に行うこと可能
となり、高校連携型の強みを活かして、個別学習指導を行ううえでの基盤構築が図られた。

この万全な体制・基盤のもと、公営塾は令和３年４月より正式に開設している。

【特徴的取組・成果】
■ 小学校の教諭免許や中学校・高等学校の数学教諭免許を所持し、個別指導塾でのアルバイト経験も活か

しながら、放課後学習指導や定期テスト対策勉強会では数学を中心に生徒への指導を行っている。
また、令和２年度には数学教諭からの要望を受けて、あくまでも数学の授業見学という位置付けで、授

業中に生徒の質問に対する学習指導を行った。

■ 自らの人脈を活かし、現役東大生等3名との大学生オンライントークイベントを主体的に企画・開催
した。参加者は１学年４名と少数ではあったが、高校生活の重要性、大学進学の決め手や視野を広げる活
動を通じて得られることなど、幅広い内容で進められた。参加した生徒には、色々な気づきを与え、目標
を持ちながら勉強することに対するきっかけづくりとして、良い機会を創出し、提供することができた。

■ 数学クイズを作成し、塾生に解いてもらうことで、数学に対する興味を持ってもらうことや苦手意識を
少しでも改善させるための取り組みも進めている。

また、同様の取り組みを行っている高校魅力化プロジェクト先進地の隠岐島前高校と連携した公立塾
「隠岐國学習センター」からの挑戦状が届き、数学クイズと相互に提供する関係に発展した。

【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）】
令和２年10月の採用から、塾スタッフとして数学指導を中心とした役割を担い、学習指導以外のキャリア

教育にも興味・関心を持ち活動している。大学生時代には高校魅力化プロジェクトの先進地として有名な新
潟県阿賀町の公営塾「黎明学舎」にも自分からアプローチして見学に行くなど、公営塾の活動に対する想い
はひと際大きい。

採用から２年目を迎えて、教科指導が中心の現実と思い描くキャリア教育の理想に大きなずれが生じてい
るため、塾長をはじめ周囲のサポートにより、継続して活動できる環境を維持・拡大する。

活動概要

ふるさと教育分野
（浅野 邦明）

地域おこし協力隊活動報告

担当課 まちづくり推進課 活動期間 R2.10.20～R5.10.19

放課後学習指導 大学生トークイベント（東大生） 隠岐國学習センターからの挑戦状



活動分野

【主な活動地域・場所】
枝幸全域：北海道枝幸高等学校（４階講義室Ｂ、芸術準備室）、枝幸バスターミナル（２階ホール）

【全体概要】
令和元年度より高校と地域が連携して「学力向上」と「ふるさと教育」を柱とした「ふるさと教育推進プ

ロジェクト」を立ち上げ、将来の地域人材を育成する取り組みを進めている。
この取り組みの一環として、高校連携型の公営塾を校内に設置するにあたり、東京を拠点に全国各地で

「高校魅力化プロジェクト」を展開している株式会社Prima Pinguinoの支援を受けて、塾長候補１名と塾
スタッフ２名を採用した。

採用後も同社によって、公営塾の運営をはじめ、塾スタッフに必要な各種研修や他地域の公営塾ネット
ワークを活用したノウハウ支援など、充実した各種支援を受けて、正式な開設に向けての準備・体制が整っ
た。

併せてICT教育プラットフォームの「Classi」の導入により生徒・教諭との情報共有を密に行うこと可能
となり、高校連携型の強みを活かして、個別学習指導を行ううえでの基盤構築が図られた。

この万全な体制・基盤のもと、公営塾は令和３年４月より正式に開設している。

【特徴的取組・成果】
■ 家族が国際交流ボランティアをしていたことから、英語への興味を持ち、中学生まで札幌で過ごした後、

単身でオセアニアへと渡りニュージーランドの高校、オーストラリアの大学を卒業し、採用前まで15年程
度を海外で生活していた経験とTOEIC905点の高得点を取得している実績から、英語能力は非常に高く、
特に実践的な英会話を得意として、放課後学習指導ではリスニングとスピーキングを中心に指導している。

また、生徒に対して英語への興味・関心を呼び起こすため、「英語かるた」を作成して楽しみながら学
べる環境づくりにも努めている。

■ 公営塾のスタッフルームとして使用している４階の芸術準備室や学習指導を行う講義室Ｂは殺風景のた
め、生徒が来塾しやすい明るいイメージを定着させる活動のひとつとしてポスター等掲示物作成の役割を
担っている。

【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）】
令和２年11月の採用から、塾スタッフとして英語指導を中心とした役割を担っている。特にビジネスレベ

ルの実践的な英会話を得意とし、リスニングとスピーキングの指導は充実しているが、学習指導経験がない
ことから、英文法・英文読解の指導は不得意なため、空き時間や退勤後に自分の指導能力を高めるための学
習に努めている。

また、採用前から生徒と地域の大人を繋げる企画を立案するなど学習指導以外のキャリア教育に対する興
味・関心が非常に強く、今後のふるさと教育を進めるうえで、中心的な役割を担うことを想定している。

活動概要

ふるさと教育分野
（大西 由香梨）

地域おこし協力隊活動報告

担当課 まちづくり推進課 活動期間 R2.11.1～R5.10.31

英語かるた 掲示物

掲示物



第２期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略

枝幸町ふるさと創生総合戦略（改訂版）の概要

改訂の考え方1
第２期総合戦略については、新型コロナウイルス感染症の影響による登載事業の進捗の遅れや、総合戦略の計画

期間と第２次枝幸町まちづくり計画（後期基本計画・後期実施計画）の計画期間との間に１年間の相違があること

から、総合戦略の計画期間を令和７年度までとし１年延長します。合わせて感染症による情勢の変化を的確に捉え

ながら、ポストコロナにおける枝幸町の創生に向けた施策を総合的かつ計画的に推進するため、本総合戦略を改訂

します。

なお、人口ビジョンは長期的な人口の将来展望を示すものであり、また、基本姿勢や基本目標についても、計画

策定の趣旨を踏襲するため、今回の改訂では見直しを行っていません。

改訂の主なポイント

■《基本目標１》住みたい・住み続けたい“まちづくり”～結婚・子育て・定住×まちづくり

（1）結婚支援（新旧対照表Ｐ6）

 重要業績評価指標（KPI）

・地域交流イベント・婚活イベントの参加者数「50人」から「20人」へ変更

・結婚新生活支援件数 30件（R7）を追加

 具体的な施策《結婚新生活の支援》・新規事業 ◆結婚新生活支援助成を追加

（2）妊娠・出産支援（新旧対照表Ｐ8）及び（3）育児・子育て支援（新旧対照表Ｐ12）

 具体的な施策《子育て支援》

・検討事業 ◆乳幼児等医療費無償化（仮称）（乳幼児～中学生）を削除

（3）育児・子育て支援（新旧対照表Ｐ10～）

 重要業績評価指標（KPI）

・子育てナビ登録者数を削除

・「保育資格者修学資金貸付・就業時一時金貸付事業を通じた就業者数」を「保育教諭修学資金貸付事

業を活用した就業者数」へ変更、目標値を「2人」から「5人」に変更

 具体的な施策《保育環境の整備と負担軽減》

・新規事業 ◆「認定こども園基本構想」を「認定こども園整備事業」へ変更

◆子育て支援エリア形成による複合施設整備を追加

（4）定住対策（新旧対照表P12～）

 重要業績評価指標（KPI）

・「空き家バンク登録件数」を「空き家・空き地バンク登録件数」へ変更

・遊休町有地の売却件数・面積「9件・2,598㎡」から「16件・5,328㎡」へ変更

 具体的な施策《安心して働き・暮らせる住まい・空間の確保》

・新規事業 ◆都市計画公園・公共施設緑地の見直し計画の推進として追加（公園施設の今後のあり方）

◆住宅建設費助成を追加

◆空き家等除却費助成を追加

・検討事業 ◆雇用促進・産業振興に向けた住宅建設等奨励金制度へ変更（産業振興住宅建設助成制度）

 具体的な施策《移住希望者の増加対策》

・検討事業 ◆「定住コーディネーターの設置」を「移住・定住相談窓口の設置」へ変更

 具体的な施策《地域医療体制の維持と人材育成・確保》

・検討事業 ◆「療養病床の今後のあり方」を「将来に向けた医療介護体制の構築」へ変更

（6）持続可能な生活交通の確保（新旧対照表P18）

 具体的な施策《既存路線の見直しと持続可能な交通網の構築》

・新規事業 ◆地域公共交通の再編成として、一体的に推進することへ位置づけ

【※裏面へ続く】

２



第２期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略

枝幸町ふるさと創生総合戦略（改定版）の概要

■《基本目標２》ふるさとに誇りと愛着がもてる“ひとづくり”～人の流れ・地域づくり×ひとづくり

（1）ふるさと教育（新旧対照表Ｐ20）

 具体的な施策《高校と地域が連携した「ふるさと教育」推進プロジェクト》

・新規事業 ◆ふるさと教育推進

「・ふるさと教育推進主体の設置」を「・ふるさと教育推進主体の設置、運営」へ変更

■《基本目標３》活力にあふれた“しごとづくり”～豊かな地域資源×しごとづくり

（1）農林水産業の経営基盤強化（新旧対照表Ｐ28～）

 重要業績評価指標（KPI）

・ホタテ漁船乗組員の雇用者数 「120人」から「90人」へ変更

 具体的な施策《林業の成長産業化》

・新規事業 ◆「林業推進総合対策事業（森林環境譲与税）」から「森林環境譲与税活用事業」へ名称

変更のほか、各種事業名を予算名称等へ変更

 具体的な施策《国際競争力の高い水産物供給基地の構築》

・新規事業 ◆GFPグローバル産地づくり推進事業の追加

（2）オホーツク枝幸ブランドの推進（新旧対照表Ｐ32～）

 本文に「枝幸ほたて」と連携した地域経済の活性化及び物流効率化施策の追加

 重要業績評価指標（KPI）

・地域商社「オホーツク枝幸（仮称）」の設置を削除

・枝幸ほたてブランド化の助成事業者数 10事業者（R7）を追加

 具体的な施策《オホーツク枝幸ブランドの推進》

・継続事業 ◆オホーツク枝幸ブランド推進本部に関する事業の一部見直しを実施

・新規事業 ◆枝幸ほたてブランド化推進事業（圏域連携による物流の効率化）を追加

（3）中小企業等の活性化と企業誘致（新旧対照表Ｐ36）

 具体的な施策《中小企業等の活性化》

・継続事業（一部見直し） ◆中小企業等活性化事業を追加

・新規事業 ◆町外小規模事業者の町内への創業助成検討を追加

（4）良好な環境の保全（新旧対照表Ｐ38）

 本文と具体的な施策に、ゼロカーボン北海道「オホーツクえさし」の実現に向けた施策の推進を追加

今後のスケジュール予定３

年 月 日 内 容

R4.9月30日 ・第1回有識者会議（R3進捗状況等、改訂内容）

R4.10月 ・議会説明（まちづくり等調査特別委員会）

R4.10月～11月 ・改訂版決定 ・町HP公開（有識者委員、議会議員送付）



改訂版資料
第2期枝幸町まち・ひと・しごと創生総合戦略

枝幸町ふるさと創生総合戦略

新旧対照表に関する主な説明事項

まちづくり推進課



《基本目標１》住みたい・住み続けたい“まちづくり”

１．結婚・子育て・定住×まちづくり

頁

重要業績評価指標（KPI） 又は 具体的な施策

指標名
又は 施 策

基準値（年度）目標値（年度）

又は 内 容
見直し後 見直し理由

5,6
地域交流イベント・婚活イ
ベントの参加者数

基準値 34人（H30）
目標値 50人（毎年）

目標値（年度）20人 (毎年)
新型コロナウイルス感染拡大の影響から、下方修正

する。

5,6   
結婚新生活支援件数
目標値（年度）30件（R7）

定住促進への事業のひとつとして、婚姻に伴う
住宅取得費用や貸借費用等について支援を行う。

7,8
11,12

子育て支援 検討事業
◆乳幼児等医療費無償化（仮称）

（乳幼児～中学生）

削除 各段階に応じた切れ目のない子育て支援を充実
させるための取り組みを進め、現行の乳幼児等医
療費助成事業を継続する。

9,10

11,12

子育てナビ登録者数

子育て支援

基準値 143人（H30）

目標値 300人（R6）

継続事業
◆子育てナビによる情報発信

削除

削除

子育てナビの内容を町ホームページへ移行し情
報を発信するとともに、保育所のＩＣＴ環境を使
用し、必要な児童に対し、必要な情報を発信する
ことで、廃止とする。

9,10 保育資格者修学資金貸付・
就業時一時金貸付事業を通
じた就業者数

目標値（年度）2人（Ｒ6） 保育教諭修学資金貸付事業
を活用した就業者数

目標値（年度） 5人（Ｒ7）

令和3年4月に「枝幸町保育教諭修学資金貸付
条例」を施行しており、保育教諭としたのは認定
こども園の配置基準等を考慮し、保育士と幼稚園
教諭免許状を併有することが望ましいと判断した。
また、目標値は、認定こども園のほか、児童福祉
施設全体の人手不足や職員の高齢化を考慮して、
増とする。

9,10 保育環境の整備と負担軽減 新規事業
◆認定こども園基本構想

新規事業
◆認定こども園整備事業

令和5年4月の開設に向け、整備を進める。

9,10 保育環境の整備と負担軽減  新規事業
◆子育て支援エリア形成によ

る複合施設整備

枝幸保育所、枝幸地域子育て支援センターにつ
いては、令和5年4月の認定こども園開園後は、
現施設の用途は廃止されるが、他の施設への集約
化を基本とする子ども会館の機能と、南宗谷子ど
も通園センター等の機能を集約化し、複合施設と
して整備する。

関連が深いSDGs
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《基本目標１》住みたい・住み続けたい“まちづくり”

１．結婚・子育て・定住×まちづくり

頁

重要業績評価指標（KPI） 又は 具体的な施策

指標名
又は 施 策

基準値（年度）目標値（年度）

又は 内 容
見直し後 見直し理由

13,14 空き家バンク登録件数 基準値 9件（H30）
目標値 20件（R6）

空き家・空き地バンク登録
件数

令和4年4月1日制度追加（規則改正）

13,14 遊休町有地の売却件数・面
積

目標値 9件・2,598㎡（Ｒ6） 目標値 16件・5,328㎡
（R7）

当初予定していた狭小地以外の公募地は売払いが
完了したことから、今年度新たに未利用町有地の
分譲について整備を進め、令和5年度以降売払い
を行う。

13,14 安心して働き・暮らせる住
まい・空間の確保

検討事業
◆公園施設の今後のあり方に

ついて

新規事業
◆都市計画公園・公共施設

緑地の見直し計画の推進

持続可能な維持管理に資する見直しの考え方や
方向性を示した当該計画を令和3年11月に策定し
ており、関係機関や住民の理解と協力を得ながら、
快適で住みよい生活を確保する。

13,14 安心して働き・暮らせる住
まい・空間の確保

 新規事業
◆住宅建設費助成
◆空き家等除去費助成

脱炭素社会に向けた取り組みを推進しつつ、定
住人口の維持、拡大及び子育てを担う世帯が安心
して暮らせる住環境を目指すために、住宅建設費
の一部を助成する。一方、管理不全な空き家等が
増加傾向となる中、危険な状態にある空き家につ
いては早急な対応が求められるが、除去には多額
な費用が必要となることから、自発的な除去を推
進するため、費用の一部を助成する。

13,14

安心して働き・暮らせる住
まい・空間の確保

検討事業
◆産業振興住宅建設助成制度

検討事業
◆雇用促進・産業振興に

向けた住宅建設等奨励
金制度

少子高齢化が進む中、各産業分野では外国人を
含む担い手の確保を進めているが、一方で住宅の
不足に伴い、確保が困難な状況である。公的住宅
では居住ニーズに対応した住まい確保が困難であ
り、官民一体となった住環境整備が必要である。

住環境の向上は、従業員の確保と定着、新たな
担い手確保につながることから、町内の事業者が
従業員宿舎を取得、整備、改修する場合に奨励金
を交付する。

関連が深いSDGs
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《基本目標１》住みたい・住み続けたい“まちづくり”

１．結婚・子育て・定住×まちづくり

頁

重要業績評価指標（KPI） 又は 具体的な施策

指標名
又は 施 策

基準値（年度）目標値（年度）

又は 内 容
見直し後 見直し理由

13,14
移住希望者の増加対策 検討事業

◆定住コーディネーターの設置
検討事業
◆移住・定住相談窓口の

設置

重点的に推進する政策から、着実に事業を展開
するため、定住などの人口減少施策担当の設置を
検討する。

13,14 地域医療体制の維持と人材
育成・確保

検討事業
◆療養病床の今後のあり方

検討事業
◆将来に向けた医療介護

体制の構築

人口減少による介護需要や担い手の減少なども
視野に2040年を見据えた持続可能な介護保険事
業のビジョンの明確化を図り、高齢者向け介護施
設の整備及び地域包括ケアシステムの構築を図る。

17,18 既存路線の見直しと持続可
能な交通網の構築

新規事業
◆都市間バス・既存バス路線の見

直し
◆高齢者に対応したバス路線によ

る通院支援

検討事業
◆コミュニティバスやデマンドタ

クシーなど新たな公共交通
◆高齢社会に対応可能な交通費助

成と高齢者福祉のあり方

新規事業
◆地域公共交通の再編成

地域公共交通網形成計画のもとで、本年7月か
らはバス路線の効率化を図り、町内移動を支える
新たな公共交通サービスとして、コミュニティバ
スの運行も開始しており、引き続き、地域公共交
通の取り組みが中長期的に定着するよう、一体的
に推進する。

関連が深いSDGs
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頁

重要業績評価指標（KPI） 又は 具体的な施策

指標名
又は 施 策

基準値（年度）目標値（年度）

又は 内 容
見直し後 見直し理由

19,20 高校と地域が連携した「ふ
るさと教育」推進プロジェ
クト

新規事業

◆ふるさと教育推進
・ふるさと教育推進主体の設置

新規事業
◆ふるさと教育推進
・ふるさと教育推進主体

の設置、運営

令和元年度から令和3年度までの3ヶ年継続事
業として、国の地方創生推進交付金を活用し、こ
れまで学校と地域の協働によって「ふるさと枝
幸」を知ってもらうための取り組みを進めてきた。
引き続き、「公営塾」や枝幸高校と連携した「え
さし探究」を通じ、まちの将来を担う人づくりを
推進する。

《基本目標２》ふるさとに誇りと愛着がもてる“ひとづくり”

２．人の流れ・地域づくり×ひとづくり

関連が深いSDGs
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《基本目標３》活力にあふれた“しごとづくり”

３．豊かな地域資源×しごとづくり

頁

重要業績評価指標（KPI） 又は 具体的な施策

指標名
又は 施 策

基準値（年度）目標値（年度）

又は 内 容
見直し後 見直し理由

29,30 ホタテ漁船乗組員の雇用者
数

目標値（年度）120人（Ｒ5） 目標値（年度）90人（Ｒ7） 少子高齢化の影響により、ホタテ貝採捕漁船
乗組員に人員が不足し、これまで18隻での操業
が17隻での操業を余儀なくされている。

様々な業種の人員不足への対策のひとつとし
て、従業員用住宅の確保に対する支援などの対
策を講じていくことも必要であると考えるが、
こうした対策を講じながら従来の18隻操業体制
に復活させることを目標としたい。

29,30 農業生産力の維持・拡大と
担い手確保

継続事業
◆道営草地整備事業（公共育

成牧場整備）

継続事業
◆道営草地整備事業

令和5年度で公共育成牧場整備事業が完了後、
令和6年度から令和10年度までの期間で新規道
営草地整備事業が開始されることから、継続事
業の「道営草地整備事業」とする。

29,30 林業の成長産業化 継続事業
◆森林作業員就労条件整備事

業

継続事業
◆森林作業員就業条件整備

事業

事業名称の変更

29,30 林業の成長産業化 新規事業
◆林業推進総合対策事業（森

林環境譲与税）

新規事業
◆森林環境譲与税活用事業

予算名称へ変更

29,30 林業の成長産業化 新規事業
・林業従事者等就業条件整備

事業

新規事業
・林業担い手総合対策事業

令和3年度創設事業名称へ変更

29,30 林業の成長産業化 新規事業
・森林資源等活用推進事業

新規事業
・森林環境活用推進事業

令和3年度創設事業名称へ変更

29,30 林業の成長産業化  新規事業
・森林整備推進事業

令和3年度新規事業

関連が深いSDGs
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《基本目標３》活力にあふれた“しごとづくり”

３．豊かな地域資源×しごとづくり

頁

重要業績評価指標（KPI） 又は 具体的な施策

指標名
又は 施 策

基準値（年度）目標値（年度）

又は 内 容
見直し後 見直し理由

31,32 国際競争力の高い水産物供
給基地の構築

 新規事業
◆GFPグローバル産地づく

り推進事業

食品取扱施設HACCP導入支援につき、海外
基準HACCP導入のための国の補助制度の採択
要件が令和4年度より事業実施事業者における
「輸出事業計画」の策定と当計画の農林水産省
の承認が必須となった。そのため、町内の水産
関係団体の連携による水産物の輸出促進を図る
ために地域協議会を設立し、地域における輸出
促進のための体制確立と輸出事業計画策定の取
組みを行うため、当該事業を実施する。

31,32

（2）オホーツク枝幸ブラ
ンドの推進

 《本文追加》
ふるさと納税では、魅力

的な返礼品を確保し、中で
も主力である「ほたて」は、
ブランド化による国内消費
拡大と海外輸出増大を図る
ため、「枝幸ほたて」とし
て「地域団体商標」にも登
録され、更なる知名度向上
とふるさと納税返礼による
物流環境の整備を進めます。

「枝幸ほたて」と連携した地域経済の活性化
及び物流効率化施策を推進する。

33,34 地域商社「オホーツク枝幸
（仮称）」の設置
オホーツク枝幸ブランドの
推進

目標値 1件（Ｒ6）

検討事業
◆地域商社「オホーツク枝幸
（仮称）」の設置

削除

削除

コロナ禍と限られた人員、予算の中で新たな
組織立ち上げは難しく、現状、ブランド推進本
部と観光協会が地域商社的役割を担って活動し
ているため。

33,34   枝幸ほたてブランド化の助
成事業者数
10事業者（R7）

ふるさと納税返礼品で最も出荷の多い「ほた
て玉冷」をモデルとして、バルク輸送方式によ
り、寄附者へ返礼品を配送する仕組みを確立す
る。これにより、送料抑制による経費削減、発
送日数の短縮等が図られる。

関連が深いSDGs
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《基本目標３》活力にあふれた“しごとづくり”

３．豊かな地域資源×しごとづくり

頁

重要業績評価指標（KPI） 又は 具体的な施策

指標名
又は 施 策

基準値（年度）目標値（年度）

又は 内 容
見直し後 見直し理由

33,34 オホーツク枝幸ブランドの
推進

 新規事業
◆枝幸ほたてブランド化推

進事業
・圏域連携による物流の

効率化

前述のとおり。
（オホーツク枝幸ブランド推進事業の見直しも
一部実施を検討）

35,36 中小企業等の活性化  継続事業（一部見直し）
◆中小企業等活性化事業
新規事業
◆町外小規模事業者の町内

への創業助成検討

雇用の創出、生産性の向上等を図るため、助
成制度の全体的な見直しを実施する。

37,38 （4）良好な環境の保全  《本文追加》
本町は、脱炭素社会の実

現に向け、２０５０年まで
に二酸化炭素の排出量を実
質ゼロにする「ゼロカーボ
ンシティ」を令和４年２月
に表明しました。これによ
り、脱炭素社会、循環経済、
分散型社会への３つの移行
を推進し、再生可能エネル
ギーの導入やごみの減量化
など、この取り組みに資す
る施策を推進します。

2050年までの「ゼロカーボン北海道」の実
現に向け、地球温暖化対策を総合的かつ計画的
に推進する上で、2030年までの削減目標やそ
の達成に向けた取組等を示すため、地球温暖化
対策推進法に基づく、地方公共団体実行計画
（区域施策編）として、「枝幸町地球温暖化対
策推進計画」を策定し、再生可能エネルギーや
森林など本町の豊かな地域資源を最大限活用し
た取組の推進を図る。

37,38 良好な環境保全対策  新規事業
◆ゼロカーボン北海道「オ

ホーツクえさし」の推進

上記による。

関連が深いSDGs
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２．第２期総合戦略の位置づけ 

本総合戦略は、「まち・ひと・しごと創生法」第 10 条に基づく、「市町村

まち・ひと・しごと創生総合戦略」であり、本町における人口の現状と目

指すべき将来の方向性を示した「人口ビジョン」を踏まえ、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、より効果の

高い施策を選択し集中的に実施していくための戦略として策定しています。 

 

３．計画期間 

本総合戦略の期間は、令和 2年度から令和 6年度までの 5年間とします。 

なお、社会環境の変化や施策の進捗状況などの必要に応じ、見直すもの

とします。 

 

 
 

４．第２次枝幸町まちづくり計画等との関係 

第 2 次枝幸町まちづくり計画では、本町が将来像として掲げる「こころ

が結ぶ『森と海』優しさと活気あふれる北の理想郷」の実現につなげてい

くため、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目指しています。 

  本総合戦略は、まちづくりの基本理念を踏まえつつ、長期的な視点に立

って、人口減少の克服と地方創生の目的を達成するための具体的な目標、

施策を位置づけるものです。まちづくり計画や各分野の個別計画において、

本町のさまざまな分野にわたる総合的な発展・振興を目指す中で、本総合

戦略の目的を達成する観点から、戦略的・一体的に施策を推進するものと

します。 
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２．第２期総合戦略の位置づけ 

本総合戦略は、「まち・ひと・しごと創生法」第 10 条に基づく、「市町村

まち・ひと・しごと創生総合戦略」であり、本町における人口の現状と目

指すべき将来の方向性を示した「人口ビジョン」を踏まえ、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、より効果の

高い施策を選択し集中的に実施していくための戦略として策定しています。 

 

３．計画期間 

本総合戦略の期間は、新型コロナウイルス感染症の影響による進捗の遅

れや、一体的に推進する「第 2 次枝幸町まちづくり計画」との計画期間の

乖離を調整するため、当初の令和 6 年度までの期間を 1 年間延長し、令和

2 年度から令和 7 年度までの 6 年間とします。 

 なお、社会環境の変化や施策の進捗状況などの必要に応じ、見直すもの 

 とします。 

 

４．第２次枝幸町まちづくり計画等との関係 

第 2 次枝幸町まちづくり計画では、本町が将来像として掲げる「こころ

が結ぶ『森と海』優しさと活気あふれる北の理想郷」の実現につなげてい

くため、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目指しています。 

  本総合戦略は、まちづくりの基本理念を踏まえつつ、長期的な視点に立

って、人口減少の克服と地方創生の目的を達成するための具体的な目標、

施策を位置づけるものです。まちづくり計画や各分野の個別計画において、

本町のさまざまな分野にわたる総合的な発展・振興を目指す中で、本総合

戦略の目的を達成する観点から、戦略的・一体的に施策を推進するものと

します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本構想

基本計画

実施計画

第
２
次
枝
幸
町
ま
ち
づ
く
り
計
画 

総

合

戦

略

将来像（構想） 

方向性（施策） 

取組み（事業） 
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第３章 具体的な施策の展開 

１．結婚・子育て・定住×まちづくり 

  本町の人口を確保し、人口構造の若返りを図るためには、結婚や子育て

をする人を増やす観点が大切になります。本町で結婚・出産から子育てす

ることの魅力の発信や、結婚に向けたイベント等の開催、妊娠・出産への

支援など、切れ目のない取り組みを進めます。 
 
  本町に定住する人を確保するためには、〝えさし〟らしい魅力を知って

もらい、UI ターンを検討するきっかけにしてもらうため、空き家・空き地

を活用した住まいの確保や仕事・生活環境の整備と地域情報プラットホー

ムの構築などによる情報発信力を高め、定住コーディネーターの設置を検

討し、不安なく移住・定住ができる体制づくりを進めます。 
 

町民が健康でいきいきと暮らしていけるよう、健康寿命をのばす取り組

みを行うほか、高齢化社会に対応した持続可能な地域公共交通の実現を図

り、子どもからお年寄りまで、元気で安心して日常生活や社会活動を営め

るまちづくりを進めます。 
 
 

（１） 結婚支援                          

① 結婚の希望が叶えられるよう、婚活イベントや出会いの場を創出し、

結婚機会の充実を図ります。 
 

② 地域の人材活用や結婚支援策を協議・実施していく体制を構築し、町

が一体となった結婚対策に取り組みます。 
 
 

 

指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

地域交流イベント・婚活イベントの参加者数 34 人（H30） 50 人（毎年） 

婚活イベント・結婚支援組織を通じた婚姻件

数 
― 5 件（R6） 

結婚新生活支援件数 ― 30 件（R7） 
 
 
 

施   策 内   容 

出会いの場の創出 
継続事業 
◆地域交流・婚活イベントの実施 

結婚支援組織の運営支援 
新規事業 
◆結婚支援団体の運営支援 

結婚新生活の支援 
新規事業 
◆結婚新生活支援助成 

重要業績評価指標（KPI）

具体的な施策

現行 10 ページ
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第３章 具体的な施策の展開 

１．結婚・子育て・定住×まちづくり 

  本町の人口を確保し、人口構造の若返りを図るためには、結婚や子育て

をする人を増やす観点が大切になります。本町で結婚・出産から子育てす

ることの魅力の発信や、結婚に向けたイベント等の開催、妊娠・出産への

支援など、切れ目のない取り組みを進めます。 
 
  本町に定住する人を確保するためには、〝えさし〟らしい魅力を知って

もらい、UI ターンを検討するきっかけにしてもらうため、空き家・空き地

を活用した住まいの確保や仕事・生活環境の整備と地域情報プラットホー

ムの構築などによる情報発信力を高め、移住・定住相談窓口 の設置を検

討し、不安なく移住・定住ができる体制づくりを進めます。 
 

町民が健康でいきいきと暮らしていけるよう、健康寿命をのばす取り組

みを行うほか、高齢化社会に対応した持続可能な地域公共交通の実現を図

り、子どもからお年寄りまで、元気で安心して日常生活や社会活動を営め

るまちづくりを進めます。 
 
 

（１） 結婚支援                          

① 結婚の希望が叶えられるよう、婚活イベントや出会いの場を創出し、

結婚機会の充実を図ります。 
 

② 地域の人材活用や結婚支援策を協議・実施していく体制を構築し、町

が一体となった結婚対策に取り組みます。 
 
 

 

指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

地域交流イベント・婚活イベントの参加者数 34 人（H30） 20 人（毎年） 

婚活イベント・結婚支援組織を通じた婚姻件

数 
― 5 件（R7） 

結婚新生活支援件数 ― 30 件（R7） 
 
 
 

施   策 内   容 

出会いの場の創出 
継続事業 
◆地域交流・婚活イベントの実施 

結婚支援組織の運営支援 
新規事業 
◆結婚支援団体の運営支援 

結婚新生活の支援 
新規事業 
◆結婚新生活支援助成 

重要業績評価指標（KPI）

具体的な施策
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（２） 妊娠・出産支援                        

① 安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくりを推進するため、

母子保健事業の充実を図ります。 
 

② 子どもを望む方や子育てに必要な医療・経済的支援、子育て不安へ

の対応、健診・相談の充実と情報提供に取り組みます。 
 
 
 

指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

乳幼児健康診査受診率 
全年齢 96.3％ 

（H30） 
全年齢 100％ 

（R6） 

乳児家庭全戸訪問実施率 94.4％（H30） 100％（R6） 

母親学級の参加率 30.8％（H30） 40％（R6） 

 
 
 

施   策 内   容 

母子保健事業の充実 

継続事業 

◆母子健康手帳交付時の相談指導 

◆妊婦・乳幼児健診 

◆乳児家庭訪問 

◆ハイリスク妊婦保健指導 

◆産後ケア事業 

◆母親学級 

◆離乳食・親子料理教室 

◆出産交通費助成 

◆不妊治療費等助成 

子育て支援 

検討事業 

◆乳幼児等医療費無償化（仮称） 

（乳幼児～中学生） 

 

 

 

 

 

重要業績評価指標（KPI）

具体的な施策

現行 11 ページ
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（２） 妊娠・出産支援                       

① 安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくりを推進するため、

母子保健事業の充実を図ります。 
 

② 子どもを望む方や子育てに必要な医療・経済的支援、子育て不安へ

の対応、健診・相談の充実と情報提供に取り組みます。 
 
 
 

指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

乳幼児健康診査受診率 
全年齢 96.3％ 

（H30） 
全年齢 100％ 

（R7） 

乳児家庭全戸訪問実施率 94.4％（H30） 100％（R7） 

母親学級の参加率 30.8％（H30） 40％（R7） 

 
 
 

施   策 内   容 

母子保健事業の充実 

継続事業 

◆母子健康手帳交付時の相談指導 

◆妊婦・乳幼児健診 

◆乳児家庭訪問 

◆ハイリスク妊婦保健指導 

◆産後ケア事業 

◆母親学級 

◆離乳食・親子料理教室 

◆出産交通費助成 

◆不妊治療費等助成 

子育て支援 

検討事業 

◆乳幼児等医療費無償化（仮称） 

（乳幼児～中学生） 

 

 

 

 

 

重要業績評価指標（KPI）

具体的な施策
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（３） 育児・子育て支援                      

① 子ども・子育て施策の重点化と事業の絞り込みを行い、妊娠から出

産・育児までの長期的・総合的な支援と子育て環境の整備を図ります。 
 

② 地域コミュニティの中で子育てができるよう、子育て家庭と住民同

士の多世代が交流するイベントや親同士の交流機会の拡充を図ります。 
 

③ 子育て家庭が子育て支援に関するサービスや制度の情報が得られる

よう、子育てナビの充実を図り、積極的な情報発信を行います。 
 
 
 

指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

枝幸町は子育てをしやすい「まち」だと思う

割合 

そう思う・どち
らかというと
そう思う割合
59.3％（H30） 

そう思う・どち
らかというと
そう思う割合
90.0％（R6） 

子育てナビ登録者数 143 人（H30） 300 人（R6） 

ファミリーサポートセンター会員数・援助活

動数 

会員数 76 人 
援助活動数 

436 件（H30） 

会員数 110 人 
援助活動数 

550 件（毎年）

保育資格者修学資金貸付・就業時一時金貸付
事業を通じた就業者数 

― 2 人（R6） 

多世代交流イベントの参加者数 561 人（H30） 600 人（毎年）

 

 

施   策 内   容 

保育環境の整備と負担軽減 

継続事業 

◆延長保育・一時保育 

◆地域子育て支援センター 

◆多子世帯保育料軽減支援 

◆南宗谷子ども通園センター 

◆幼児教育・保育の無償化 

 

新規事業 

◆認定こども園基本構想 

◆子育て支援エリア形成による複合施設整備 

保育資格者育成・確保 

新規事業 

◆保育資格者修学資金貸付・就業時一時金貸

付制度 

 

重要業績評価指標（KPI）

具体的な施策

現行 12 ページ
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（３） 育児・子育て支援                      

① 子ども・子育て施策の重点化と事業の絞り込みを行い、妊娠から出

産・育児までの長期的・総合的な支援と子育て環境の整備を図ります。 
 

② 地域コミュニティの中で子育てができるよう、子育て家庭と住民同

士の多世代が交流するイベントや親同士の交流機会の拡充を図ります。 
 

③ 子育て家庭が子育て支援に関するサービスや制度の情報が得られる

よう、利用しやすいツールを活用し、積極的な情報発信を行います。 
 
 
 

指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

枝幸町は子育てをしやすい「まち」だと思う

割合 

そう思う・どち
らかというと
そう思う割合
59.3％（H30） 

そう思う・どち
らかというと
そう思う割合
90.0％（R7） 

子育てナビ登録者数 143 人（H30） 300 人（R7） 

ファミリーサポートセンター会員数・援助活

動数 

会員数 76 人 
援助活動数 

436 件（H30） 

会員数 110 人 
援助活動数 

550 件（毎年）

保育教諭修学資金貸付事業を活用した就業
者数 

― 5 人（R7） 

多世代交流イベントの参加者数 561 人（H30） 600 人（毎年）

 

 

施   策 内   容 

保育環境の整備と負担軽減 

継続事業 

◆延長保育・一時保育 

◆地域子育て支援センター 

◆多子世帯保育料軽減支援 

◆南宗谷子ども通園センター 

◆幼児教育・保育の無償化 

 

新規事業 

◆認定こども園整備事業 

◆子育て支援エリア形成による複合施設整備 

保育資格者育成・確保 
新規事業 

◆保育教諭修学資金貸付事業 

 

重要業績評価指標（KPI）

具体的な施策

-10-



  

 

施   策 内   容 

地域子育て支援の充実と多世代

交流の促進 

継続事業 

◆放課後児童クラブ 

◆放課後子ども教室 

◆ファミリーサポートセンター 

◆「歌種」・「にじの森」を活用した多世代交

流の促進 

子育て支援 

継続事業 

◆子育てナビによる情報発信 
 

見直し事業 

◆出生祝金 

◆子育てブックスタート 

◆子育て応援助成 

◆インフルエンザ予防接種費用助成 

◆子育て支援予防接種費用助成 
 

検討事業【再掲】 

◆乳幼児等医療費無償化（仮称） 

（乳幼児～中学生） 

 

（４） 定住対策                          

① 空き家・空き地情報の把握と空き家・空き地バンク登録の勧奨や、

民間賃貸住宅の積極的な情報提供、公営住宅の計画的な整備を進め、

安心して働き・暮らせる住まいの確保を目指します。 
 

② 住宅建設費や空き家除却費用の助成、特定公共賃貸住宅の整備拡充、

町内事業者に対する従業員用住宅の助成制度などを検討し、官民一体

となった住環境の整備を進めます。 
 

③ 遊休地となっている町有地の整理を行い、個人向け分譲地として積

極的な活用を促進します。 
 

④ 本町での暮らしを体験できるよう、週末や夏休み・冬休みの移住体

験や、定住コーディネーターの設置を検討し、移住後の生活について

知る機会の充実を図ります。 
 

⑤ 国保病院では、幅広い世代に安心して暮らしていただけるよう複数

診療科を維持・拡大し、医療 ICT を活用した地域センター病院との連

携強化、医師・医療スタッフの確保により安定した医療サービスを提

供します。また、今後、医療介護の大きな需要が見込まれる高齢者世

代に向けては、地域で支えるための体制づくりを進めます。 

具体的な施策

現行 13 ページ
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施   策 内   容 

地域子育て支援の充実と多世代

交流の促進 

継続事業 

◆放課後児童クラブ 

◆放課後子ども教室 

◆ファミリーサポートセンター 

◆「歌種」・「にじの森」を活用した多世代交

流の促進 

子育て支援 

継続事業 

◆子育てナビによる情報発信 
 

継続事業 

◆出生祝金 

◆子育てブックスタート 

◆子育て応援助成 

◆インフルエンザ予防接種費用助成 

◆子育て支援予防接種費用助成 
 

検討事業【再掲】 

◆乳幼児等医療費無償化（仮称） 

（乳幼児～中学生） 

 

（４） 定住対策                          

① 空き家・空き地情報の把握と空き家・空き地バンク登録の勧奨や、

民間賃貸住宅の積極的な情報提供、公営住宅の計画的な整備を進め、

安心して働き・暮らせる住まいの確保を目指します。 
 

② 住宅建設費や空き家除却費用の助成、特定公共賃貸住宅の整備拡充、

町内事業者に対する従業員用住宅の助成制度などを検討し、官民一体

となった住環境の整備を進めます。 
 

③ 遊休地となっている町有地の整理を行い、個人向け分譲地として積

極的な活用を促進します。 
 

④ 本町での暮らしを体験できるよう、週末や夏休み・冬休みの移住体

験や、移住・定住相談窓口 の設置を検討し、移住後の生活について

知る機会の充実を図ります。 
 

⑤ 国保病院では、幅広い世代に安心して暮らしていただけるよう複数

診療科を維持・拡大し、医療 ICT を活用した地域センター病院との連

携強化、医師・医療スタッフの確保により安定した医療サービスを提

供します。また、今後、医療介護の大きな需要が見込まれる高齢者世

代に向けては、地域で支えるための体制づくりを進めます。 

具体的な施策
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指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

空き家・空き地バンク登録件数 9 件（H30） 20 件（R6） 

特定公共賃貸住宅の戸数 42 戸（H30） 46 戸（R6） 

遊休町有地の売却件数・面積 ― 
9 件・2,598 ㎡

（R6） 

移住暮らし体験者数（コテージ活用） ― 500 人（R6） 

医療技術者等修学資金貸付・就業時一時金貸
付事業を通じた就業者数 

5 人（H30） 10 人（R6） 

 
 

施   策 内   容 

安心して働き・暮らせる住ま

い・空間の確保 

継続事業 

◆空き家・空き地バンク登録制度 

◆公営住宅整備 

◆公営住宅改善（長寿命化） 

◆民間賃貸住宅情報の提供 

新規事業 

◆空き家対策計画 

◆特定公共賃貸住宅の整備拡充 

◆遊休町有地の宅地利用 

◆都市計画公園・公共施設緑地の見直し計画の推進 

◆住宅建設費助成 
◆空家等除去費助成  
検討事業 

◆産業振興住宅建設助成制度 

◆公園施設の今後のあり方について 

◆雇用促進・産業振興に向けた住宅建設等奨励金制度

移住希望者の増加対策 

継続事業 

◆移住情報の充実と発信 

新規事業 

◆移住暮らし体験 

検討事業 

◆定住コーディネーターの設置 

地域医療体制の維持と人材育

成・確保 

継続事業 

◆医療 ICT の活用（電子カルテ・遠隔画像診断）

◆広域第 2 次救急医療事業負担 

◆医療技術者等修学資金貸付・就業時一時金貸

付制度 

 

検討事業 

◆療養病床の今後のあり方 

重要業績評価指標（KPI）

具体的な施策

現行 14 ページ
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指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

空き家・空き地バンク登録件数 9 件（H30） 20 件（R7） 

特定公共賃貸住宅の戸数 42 戸（H30） 46 戸（R7） 

遊休町有地の売却件数・面積 ― 
16 件・5,328 ㎡

（R7） 

移住暮らし体験者数（コテージ活用） ― 500 人（R7） 

医療技術者等修学資金貸付・就業時一時金貸
付事業を通じた就業者数 

5 人（H30） 10 人（R7） 

 
 

施   策 内   容 

安心して働き・暮らせる住ま

い・空間の確保 

継続事業 

◆空き家・空き地バンク登録制度 

◆公営住宅整備 

◆公営住宅改善（長寿命化） 

◆民間賃貸住宅情報の提供 

新規事業 

◆空き家対策計画 

◆特定公共賃貸住宅の整備拡充 

◆遊休町有地の宅地利用 

◆都市計画公園・公共施設緑地の見直し計画の推進 

◆住宅建設費助成 

◆空き家等除却費助成 

検討事業 

◆産業振興住宅建設助成制度 

◆公園施設の今後のあり方について 

◆雇用促進・産業振興に向けた住宅建設等奨励金制度

移住希望者の増加対策 

継続事業 

◆移住情報の充実と発信 

新規事業 

◆移住暮らし体験 

検討事業 

◆移住・定住相談窓口の設置 

地域医療体制の維持と人材育

成・確保 

継続事業 

◆医療 ICT の活用（電子カルテ・遠隔画像診断）

◆広域第 2 次救急医療事業負担 

◆医療技術者等修学資金貸付・就業時一時金貸

付制度 

 

検討事業 

◆将来に向けた医療介護体制の構築 

重要業績評価指標（KPI）

具体的な施策
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（５） 健康なまちづくり                       

① まち全体の健康づくりに対する機運の醸成を図り、健康だからこそ

生涯現役で働ける地域づくりを目指します。 
 

② 健康の維持や病気の予防には、運動や人との交流が効果的であるた

め、豊かな自然環境を活かした歩きたくなる取り組みや、一年間を通

した運動を推進するため総合型地域スポーツクラブと連携した取り組

みを進めます。 

 

 

指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

特定健康診査受診率 35％（H30） 60％（R6） 

健康マイレージ参加者数 274 人（H30） 500 人（毎年）

 

 

施   策 内   容 

健康づくりへの機運醸成 

継続事業 

◆チャレンジデー 

◆「健康のひろば」による定期的な情報発信 

生涯現役の健康維持 

継続事業 

◆健康相談・訪問指導・各種健（検）診 

◆健康マイレージ 

◆すこやかロード 

◆健康教室（運動・栄養など） 

◆国保特定健康診査個人負担額の軽減 

◆インフルエンザ予防接種費用助成 

（65 歳以上の国保被保険者など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績評価指標（KPI）

具体的な施策

現行 15 ページ
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（５） 健康なまちづくり                       

① まち全体の健康づくりに対する機運の醸成を図り、健康だからこそ

生涯現役で働ける地域づくりを目指します。 
 

② 健康の維持や病気の予防には、運動や人との交流が効果的であるた

め、豊かな自然環境を活かした歩きたくなる取り組みや、一年間を通

した運動を推進するため総合型地域スポーツクラブと連携した取り組

みを進めます。 

 

 

指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

特定健康診査受診率 35％（H30） 60％（R7） 

健康マイレージ参加者数 274 人（H30） 500 人（毎年）

 

 

施   策 内   容 

健康づくりへの機運醸成 

継続事業 

◆チャレンジデー 

◆「健康のひろば」による定期的な情報発信 

生涯現役の健康維持 

継続事業 

◆健康相談・訪問指導・各種健（検）診 

◆健康マイレージ 

◆すこやかロード 

◆健康教室（運動・栄養など） 

◆国保特定健康診査個人負担額の軽減 

◆インフルエンザ予防接種費用助成 

（65 歳以上の国保被保険者など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績評価指標（KPI）

具体的な施策
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（６） 持続可能な生活交通の確保                  

① 既存の都市間バスや郊外線（浜頓別線・雄武線）の効率化を図ると

ともに、歌登線・三笠線を含めたバス路線の再構築により、町内移動

を支える公共交通サービスを検討します。 
 

② 枝幸市街地の交通結節点機能の強化や交通空白地域・空白時間帯に

おける新たな公共交通の導入について検討します。 

 

 

指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

公共交通サービスに対する満足度 12.2％（H30） 20.0％（R6） 

高齢者の外出率 76.9％（H30） 80.0％（R6） 

 

 

施   策 内   容 

既存路線の見直しと持続可能な

交通網の構築 

新規事業 

◆地域公共交通の再編成 

◆都市間バス・既存バス路線の見直し 

◆高齢者に対応したバス路線による通院支援 

◆わかりやすいバスマップ等の作成・周知 
 

検討事業 

◆コミュニティバスやデマンドタクシー※２な

ど新たな公共交通 

◆高齢社会に対応可能な交通費助成と高齢者

福祉のあり方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※２

デマンドタクシー 
  自宅から目的地まで予約に応じて乗り合って運行する公共交通であり、乗合タクシーとも呼

ばれ、タクシーとバスの中間的な役割を担う移動手段。 

重要業績評価指標（KPI）

具体的な施策

現行 16 ページ
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（６） 持続可能な生活交通の確保                  

① 既存の都市間バスや郊外線（浜頓別線・雄武線）の効率化を図ると

ともに、歌登線・三笠線を含めたバス路線の再構築により、町内移動

を支える公共交通サービスを検討します。 
 

② 枝幸市街地の交通結節点機能の強化や交通空白地域・空白時間帯に

おける新たな公共交通の導入について検討します。 

 

 

指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

公共交通サービスに対する満足度 12.2％（H30） 20.0％（R7） 

高齢者の外出率 76.9％（H30） 80.0％（R7） 

 

 

施   策 内   容 

既存路線の見直しと持続可能な

交通網の構築 

新規事業 

◆地域公共交通の再編成 

◆都市間バス・既存バス路線の見直し 

◆高齢者に対応したバス路線による通院支援 

◆わかりやすいバスマップ等の作成・周知 
 

検討事業 

◆コミュニティバスやデマンドタクシー※２な

ど新たな公共交通 

◆高齢社会に対応可能な交通費助成と高齢者

福祉のあり方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※２

デマンドタクシー 
  自宅から目的地まで予約に応じて乗り合って運行する公共交通であり、乗合タクシーとも呼

ばれ、タクシーとバスの中間的な役割を担う移動手段。 

重要業績評価指標（KPI）

具体的な施策
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指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

ふるさと回帰ネットワークを通じた UI ター

ン者数 
― 40 人（R5） 

ふるさと教育事業を通じた子育て世帯の移
住定住者数 

― 84 人（R5） 

ふるさと教育プラットフォームで提供した
学びの参加者数 

― 880 人（R5） 

町内中学校から枝幸高等学校への進学率 71.8％（H31） 90.0％（R5） 

全国学力調査における教科の平均正答率 

小学校 

国語 61.9％ 

算数 63.3％ 

中学校 

国語 70.9％ 

数学 53.5％ 

英語 46.5％ 

（H31） 

小学校 

国語 62.8％ 

算数 64.5％ 

中学校 

国語 72.1％ 

数学 58.1％ 

英語 54.2％ 

（R6） 

「地域の学び」参加者数（ミュージアム） 1,781 人（H30） 2,000 人（R6）

 

 

施   策 内   容 

高校と地域が連携した「ふるさ

と教育」推進プロジェクト 

新規事業 

◆ICT を活用したアクティブラーニング環境

整備（枝幸高等学校） 

・タブレット端末、無線 LAN 等の整備 

◆オンライン英会話スクール環境整備 

・オンライン学習環境機器整備 

・オンラインレッスンの実施 

◆ふるさと教育推進 

・地域調査分析（3C 分析、アンケート等）

・目指すべき人材像、DP 等の策定 

・カリキュラム、プログラム確立 

・公営塾の設置、運営 

・ふるさと回帰ネットワーク構築 

・コーディネーター、スタッフ確保、育成 

・ふるさと教育推進主体の設置、運営 

重要業績評価指標（KPI）

具体的な施策

現行 18 ページ
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指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

ふるさと回帰ネットワークを通じた UI ター

ン者数 
― 40 人（R7） 

ふるさと教育事業を通じた子育て世帯の移
住定住者数 

― 84 人（R7） 

ふるさと教育プラットフォームで提供した
学びの参加者数 

― 880 人（R7） 

町内中学校から枝幸高等学校への進学率 71.8％（H31） 90.0％（R7） 

全国学力調査における教科の平均正答率 

小学校 

国語 61.9％ 

算数 63.3％ 

中学校 

国語 70.9％ 

数学 53.5％ 

英語 46.5％ 

（H31） 

小学校 

国語 62.8％ 

算数 64.5％ 

中学校 

国語 72.1％ 

数学 58.1％ 

英語 54.2％ 

（R7） 

「地域の学び」参加者数（ミュージアム） 1,781 人（H30） 2,000 人（R7）

 

 

施   策 内   容 

高校と地域が連携した「ふるさ

と教育」推進プロジェクト 

新規事業 

◆ICT を活用したアクティブラーニング環境

整備（枝幸高等学校） 

・タブレット端末、無線 LAN 等の整備 

◆オンライン英会話スクール環境整備 

・オンライン学習環境機器整備 

・オンラインレッスンの実施 

◆ふるさと教育推進 

・地域調査分析（3C 分析、アンケート等）

・目指すべき人材像、DP 等の策定 

・カリキュラム、プログラム確立 

・公営塾の設置、運営 

・ふるさと回帰ネットワーク構築 

・コーディネーター、スタッフ確保、育成 

・ふるさと教育推進主体の設置、運営 

重要業績評価指標（KPI）

具体的な施策
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施   策 内   容 

ICT を活用した教育の推進 

新規事業 

◆ICT を活用したアクティブラーニング環境

整備（小・中学校） 

◆教職員の ICT 活用指導力の向上 

ミュージアム活動の推進プロジ

ェクト 

継続事業 

◆歴史と文化が人をつなぐ交流促進 

（H30～R2） 

・地域資源の共同調査 

・文化財保護 

・地域の学びの深化 

・情報発信力の向上 
 

新規事業 

◆地域の学びが未来を開くミュージアム 

（R3～R7） 

・人材ネットワークを活かした地域資源の

調査研究 

・特色ある地域資源を活用した全世代型の

「地域の学び」充実 

・多様化するニーズに応じた学びの現場へ

の学習機会の提供 

・映像情報を中心とする地域外への情報発

信 

・地域資源の核となる文化財の保存と活用 

・多様な組み合わせの広域連携を通じた人

の動きの活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

具体的な施策

現行 19 ページ
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施   策 内   容 

ICT を活用した教育の推進 

新規事業 

◆ICT を活用したアクティブラーニング環境

整備（小・中学校） 

◆教職員の ICT 活用指導力の向上 

ミュージアム活動の推進プロジ

ェクト 

継続事業 

◆歴史と文化が人をつなぐ交流促進 

（H30～R4） 

・地域資源の共同調査 

・文化財保護 

・地域の学びの深化 

・情報発信力の向上 
 

新規事業 

◆地域の学びが未来を開くミュージアム 

（R5～R7） 

・人材ネットワークを活かした地域資源の

調査研究 

・特色ある地域資源を活用した全世代型の

「地域の学び」充実 

・多様化するニーズに応じた学びの現場へ

の学習機会の提供 

・映像情報を中心とする地域外への情報発

信 

・地域資源の核となる文化財の保存と活用 

・多様な組み合わせの広域連携を通じた人

の動きの活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な施策
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（２） 関係人口の創出・拡大                    

① 移住した「定住人口」でもなく、観光に訪れた「交流人口」でもな

い、地域と多様に関わる者である「関係人口」の創出は、都市部や地

域外からの交流の入り口を増やすことが必要であり、地域外の人々が

関係人口として、特にふるさと納税寄附者と継続的なつながりを持つ

機会や、きっかけづくりの取り組みを進めます。 
 

② 「ふるさと住民（仮称）」の制度化や継続的なつながりをサポートす

る受け皿と、関わりの階段を着実にステップアップできる支援を検討

し、最終的に移住定住につながる仕組みの構築を目指します。 

 

 

指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

都市部での交流イベントにおけるふるさと
納税寄附者の参加者数 

― 50 人（毎年） 

枝幸を体験できるツアーへのふるさと納税
寄附者の参加者数 

― 30 人（R6） 

 

 

施   策 内   容 

地域外の人と継続的なつながり

を持つ機会の提供ときっかけづ

くり 

継続事業 

◆ふるさと納税 

◆地域間交流・同名自治体連携 
 

新規事業 

◆ふるさと納税寄附者（リピーター）を対象

とした都市部での交流イベント等の実施 

◆「ふるさと応援大使（仮称）」の任命と活動

支援 
 

検討事業 

◆「ふるさと住民（仮称）」の制度化 

◆関係人口から関わりの階段をステップアッ

プする施策の検討 

 

 

 

 

具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

現行 20 ページ
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（２） 関係人口の創出・拡大                    

① 移住した「定住人口」でもなく、観光に訪れた「交流人口」でもな

い、地域と多様に関わる者である「関係人口」の創出は、都市部や地

域外からの交流の入り口を増やすことが必要であり、地域外の人々が

関係人口として、特にふるさと納税寄附者と継続的なつながりを持つ

機会や、きっかけづくりの取り組みを進めます。 
 

② 「ふるさと住民（仮称）」の制度化や継続的なつながりをサポートす

る受け皿と、関わりの階段を着実にステップアップできる支援を検討

し、最終的に移住定住につながる仕組みの構築を目指します。 

 

 

指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

都市部での交流イベントにおけるふるさと
納税寄附者の参加者数 

― 50 人（毎年） 

枝幸を体験できるツアーへのふるさと納税
寄附者の参加者数 

― 30 人（R7） 

 

 

施   策 内   容 

地域外の人と継続的なつながり

を持つ機会の提供ときっかけづ

くり 

継続事業 

◆ふるさと納税 

◆地域間交流・同名自治体連携 
 

新規事業 

◆ふるさと納税寄附者（リピーター）を対象

とした都市部での交流イベント等の実施 

◆「ふるさと応援大使（仮称）」の任命と活動

支援 
 

検討事業 

◆「ふるさと住民（仮称）」の制度化 

◆関係人口から関わりの階段をステップアッ

プする施策の検討 

 

 

 

 

具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）
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（３） 多文化共生の地域づくり                   

① 平成 28 年 11 月公布の「技能実習法」の施行に伴って、中国主体か

らタイやベトナムからの外国人材についても、水産加工業や酪農業を

中心に受入れが増加しています。 

また、新たな在留資格の創設により、過去最高水準に増加している

在留外国人は、新たな担い手・雇用人材として更なる受入れが期待さ

れるため、外国人材の地域への定着に向けた取り組みを推進し、地域

での外国人材の活躍を促進します。 
 

② 団塊の世代がすべて 75 歳以上になる 2025 年には、全国で約 33 万人

の介護職員が不足するとされる一方で、新たな在留資格に「介護」が

創設され、介護福祉士の資格を取得する者が増加することから、受入

環境の整備と質の高い人材の育成・確保の取り組みを推進します。 

 

 

指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

サポートデスクでの外国人材へのフォロー

件数 
― 50 件（毎年） 

外国人介護福祉人材育成支援協議会を通じ
た就業者数 

― 6 人（R6） 

 

 

施   策 内   容 

外国人材の受入環境の整備 

継続事業 

◆経済団体交流の促進 
 
新規事業 

◆外国人サポート人材の確保 

◆サポートデスクの設置・運営 
 
検討事業 

◆地域交流、歴史・文化などの地域学習や日

本語教室の開設 

◆新たな雇用分野と住居整備 

介護人材スタッフの育成・確保

継続事業 

◆外国人介護福祉人材育成支援協議会と連携

した人材の育成・確保 

 

 

重要業績評価指標（KPI）

具体的な施策

現行 21 ページ
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（３） 多文化共生の地域づくり                   

① 平成 28 年 11 月公布の「技能実習法」の施行に伴って、中国主体か

らタイやベトナムからの外国人材についても、水産加工業や酪農業を

中心に受入れが増加しています。 

また、新たな在留資格の創設により、過去最高水準に増加している

在留外国人は、新たな担い手・雇用人材として更なる受入れが期待さ

れるため、外国人材の地域への定着に向けた取り組みを推進し、地域

での外国人材の活躍を促進します。 
 

② 団塊の世代がすべて 75 歳以上になる 2025 年には、全国で約 33 万人

の介護職員が不足するとされる一方で、新たな在留資格に「介護」が

創設され、介護福祉士の資格を取得する者が増加することから、受入

環境の整備と質の高い人材の育成・確保の取り組みを推進します。 

 

 

指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

サポートデスクでの外国人材へのフォロー

件数 
― 50 件（毎年） 

外国人介護福祉人材育成支援協議会を通じ
た就業者数 

― 6 人（R7） 

 

 

施   策 内   容 

外国人材の受入環境の整備 

継続事業 

◆経済団体交流の促進 
 
新規事業 

◆外国人サポート人材の確保 

◆サポートデスクの設置・運営 
 
検討事業 

◆地域交流、歴史・文化などの地域学習や日

本語教室の開設 

◆新たな雇用分野と住居整備 

介護人材スタッフの育成・確保

継続事業 

◆外国人介護福祉人材育成支援協議会と連携

した人材の育成・確保 

 

 

重要業績評価指標（KPI）

具体的な施策
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３．豊かな地域資源×しごとづくり 

  本町の強みである地域資源を活かした農林水産業の経営基盤強化を図る

とともに、担い手の確保・育成による事業の継続性向上など、「強い」農林

水産業」の育成を強化します。 
 

「強い」農林水産業を基盤にした 6 次産業化、オホーツク枝幸ブランド

の推進による農林水産物の付加価値向上や中小企業の活性化、新産業の創

出、企業誘致による雇用の拡大を目指します。 
 

豊かな自然に支えられ育まれている産業の持続的な発展を図り、恵まれ

た自然環境や資源を大切に守り続け、心の豊かさとともに将来の世代に引

き継いでいくため、環境保全の取り組みを推進します。 

 

（１） 農林水産業の経営基盤強化                  

① 農業生産力の維持・拡大と雇用の場を確保するため、少ない担い手

に対応した飼養管理の分業体制を強化する公共育成牧場の再整備を図

り、労働負担の軽減と農業経営の効率化を実現するとともに、積極的

な情報発信と募集活動の推進から、継続した担い手確保の取り組みを

進めます。 
 

② 森林を守り活かすことは、数十年後の未来の自然環境をはじめ、産

業、暮らしを守ることにつながります。これまでのストックを活用し

た施業の集約化や路網整備等の生産基盤の強化による森林整備の低コ

スト・高効率化を推進し、林業の成長産業化を図ります。 
 

③ 国際競争力の高い水産業を育成するため、拠点漁港・港湾における

衛生管理施設の整備促進と、「生産・陸揚げ・加工」の一連した高度衛

生化対策の推進から高品質な水産物供給基地の構築を図るとともに、

収益性の高い操業体制への転換、労働環境の改善や経営の近代化を図

る水産加工・流通施設の再編整備を推進します。 

 

 

指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

新規就農者数 3 人（H30） 7 人（R6） 

飼料自給率の向上 73.2％（H30） 80.0％（R6） 

林業就業者数 59 人（H30） 65 人（R5） 

 

重要業績評価指標（KPI）

現行 22 ページ
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３．豊かな地域資源×しごとづくり 

  本町の強みである地域資源を活かした農林水産業の経営基盤強化を図る

とともに、担い手の確保・育成による事業の継続性向上など、「強い」農林

水産業」の育成を強化します。 
 

「強い」農林水産業を基盤にした 6 次産業化、オホーツク枝幸ブランド

の推進による農林水産物の付加価値向上や中小企業の活性化、新産業の創

出、企業誘致による雇用の拡大を目指します。 
 

豊かな自然に支えられ育まれている産業の持続的な発展を図り、恵まれ

た自然環境や資源を大切に守り続け、心の豊かさとともに将来の世代に引

き継いでいくため、環境保全の取り組みを推進します。 

 

（１） 農林水産業の経営基盤強化                  

① 農業生産力の維持・拡大と雇用の場を確保するため、少ない担い手

に対応した飼養管理の分業体制を強化する公共育成牧場の再整備を図

り、労働負担の軽減と農業経営の効率化を実現するとともに、積極的

な情報発信と募集活動の推進から、継続した担い手確保の取り組みを

進めます。 
 

② 森林を守り活かすことは、数十年後の未来の自然環境をはじめ、産

業、暮らしを守ることにつながります。これまでのストックを活用し

た施業の集約化や路網整備等の生産基盤の強化による森林整備の低コ

スト・高効率化を推進し、林業の成長産業化を図ります。 
 

③ 国際競争力の高い水産業を育成するため、拠点漁港・港湾における

衛生管理施設の整備促進と、「生産・陸揚げ・加工」の一連した高度衛

生化対策の推進から高品質な水産物供給基地の構築を図るとともに、

収益性の高い操業体制への転換、労働環境の改善や経営の近代化を図

る水産加工・流通施設の再編整備を推進します。 

 

 

指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

新規就農者数 3 人（H30） 7 人（R7） 

飼料自給率の向上 73.2％（H30） 80.0％（R7） 

林業就業者数 59 人（H30） 65 人（R7） 

 

重要業績評価指標（KPI）
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指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

森林整備事業量（民有林） 1,474ha（H29） 1,575ha（R4）

ホタテ漁船乗組員の雇用者数 90 人（H30） 120 人（R5） 

食品取扱施設 HACCP 導入件数 3 件（H30） 5 件（R4） 

 

 

施   策 内   容 

農業生産力の維持・拡大と担い

手確保 

継続事業 

◆農業者次世代人材投資事業（経営開始型） 

◆中山間地域等直接支払制度交付金 

◆就農者誘致特別奨励事業 

◆多面的機能支払交付金 

◆道営草地整備事業（公共育成牧場整備） 

◆草地畜産基盤整備事業 

◆就農者誘致促進セミナー、新・農業人フェ

ア 

林業の成長産業化 

継続事業 

◆森林環境保全整備事業等（造林・下刈・間

伐ほか） 

◆林道・作業道整備 

◆森林作業員就労条件整備事業 
 

新規事業 

◆林業推進総合対策事業（森林環境譲与税） 

 ・私有林等整備事業 

 ・林業従事者等就業条件整備事業 

・地域材、林地残材有効利用促進事業 

・林業機械等導入支援事業 

・森林整備環境支援事業 

・森林資源等活用推進事業 

 ・森林整備推進事業 

 

 

具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

現行 23 ページ
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指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

森林整備事業量（民有林） 1,474ha（H29） 1,575ha（R7）

ホタテ漁船乗組員の雇用者数 90 人（H30） 90 人（R7） 

食品取扱施設 HACCP 導入件数 3 件（H30） 5 件（R7） 

 

 

施   策 内   容 

農業生産力の維持・拡大と担い

手確保 

継続事業 

◆農業者次世代人材投資事業（経営開始型） 

◆中山間地域等直接支払制度交付金 

◆就農者誘致特別奨励事業 

◆多面的機能支払交付金 

◆道営草地整備事業 

◆草地畜産基盤整備事業 

◆就農者誘致促進セミナー、新・農業人フェ

ア 

林業の成長産業化 

継続事業 

◆森林環境保全整備事業等（造林・下刈・間

伐ほか） 

◆林道・作業道整備 

◆森林作業員就業条件整備事業 
 

新規事業 

◆森林環境譲与税活用事業 

 ・私有林等整備事業 

 ・林業担い手総合対策事業 

・地域材、林地残材有効利用促進事業 

・林業機械等導入支援事業 

・森林整備環境支援事業 

・森林環境活用推進事業 

 ・森林整備推進事業 

 

 

具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）
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施   策 内   容 

国際競争力の高い水産物供給基
地の構築 

継続事業 
◆水産流通基盤整備事業（各漁港整備） 
◆水産物供給基盤機能保全事業（各漁港維持補修）

◆枝幸港改修事業（国直轄） 
◆浜の活力再生交付金 
 ・資源管理による安定した水揚げ、単価向

上による所得向上 
 ・燃油資材の高騰対策 
 ・漁業者の人材育成や関連産業に係る連携 
 ・直販施設の整備及び魚食文化の普及活動 
◆漁場管理船の導入支援による雇用拡大 
 
新規事業 
◆枝幸港改修事業（社会資本整備交付金） 
◆食品取扱施設 HACCP 導入支援 
◆地域ブランド創出支援事業 
◆GFP グローバル産地づくり推進事業 

 

（２） オホーツク枝幸ブランドの推進                

① 特産品を広く PR するとともに、産地から首都圏の店舗へ安心・安全

な食材を届けるサポートを行い、東京都内の飲食店とのつながりを持

ち、多くの消費者へ枝幸の「食」の魅力を発信する取り組みを進めま

す。 
 

② ふるさと納税では、魅力的な返礼品を確保し、中でも主力である「ホ

タテ」は、ブランド化による国内消費拡大と海外輸出増大を図るため、

「枝幸ほたて」として「地域団体商標」にも登録され、更なる知名度

向上とふるさと納税返礼による物流環境の整備を進めます。 
 

② 農林水産物の国内消費が低迷している中、オホーツク枝幸の高品質

な食材は、海外からも大きな関心が寄せられていることから、輸出に

関する相談やアドバイスを行い、事業者の輸出販路拡大の裾野を広げ

る取り組みを進めます。 
 

③ 旅行ニーズの多様化に伴い、個人の価値観やテーマ性の強い「体験・

交流型」のニーズに対応した特色あるメニューの構築と「おもてなし」

のできる人材育成・確保の取り組みを強化します。 
 

④ 観光客の回遊性と滞在時間を高め観光消費を呼び込むため、特に三

笠山エリアを戦略拠点とした整備構想に着手するとともに、オホーツ

ク枝幸推進本部を母体とした「枝幸」を売り込む地域商社の確立を目

指します。 

具体的な施策

現行 24 ページ
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施   策 内   容 

国際競争力の高い水産物供給基
地の構築 

継続事業 
◆水産流通基盤整備事業（各漁港整備） 
◆水産物供給基盤機能保全事業（各漁港維持補修）

◆枝幸港改修事業（国直轄） 
◆浜の活力再生交付金 
 ・資源管理による安定した水揚げ、単価向

上による所得向上 
 ・燃油資材の高騰対策 
 ・漁業者の人材育成や関連産業に係る連携 
 ・直販施設の整備及び魚食文化の普及活動 
◆漁場管理船の導入支援による雇用拡大 
 
新規事業 
◆枝幸港改修事業（社会資本整備交付金） 
◆食品取扱施設 HACCP 導入支援 
◆地域ブランド創出支援事業 
◆GFP グローバル産地づくり推進事業 

 

（２） オホーツク枝幸ブランドの推進                

① 特産品を広く PR するとともに、産地から首都圏の店舗へ安心・安全

な食材を届けるサポートを行い、東京都内の飲食店とのつながりを持

ち、多くの消費者へ枝幸の「食」の魅力を発信する取り組みを進めま

す。 
 

② ふるさと納税では、魅力的な返礼品を確保し、中でも主力である「ほ

たて」は、ブランド化による国内消費拡大と海外輸出増大を図るため、

「枝幸ほたて」として「地域団体商標」にも登録され、更なる知名度

向上とふるさと納税返礼による物流環境の整備を進めます。 
 

③ 農林水産物の国内消費が低迷している中、オホーツク枝幸の高品質

な食材は、海外からも大きな関心が寄せられていることから、輸出に

関する相談やアドバイスを行い、事業者の輸出販路拡大の裾野を広げ

る取り組みを進めます。 
 

④ 旅行ニーズの多様化に伴い、個人の価値観やテーマ性の強い「体験・

交流型」のニーズに対応した特色あるメニューの構築と「おもてなし」

のできる人材育成・確保の取り組みを強化します。 
 

⑤ 観光客の回遊性と滞在時間を高め観光消費を呼び込むため、特に三

笠山エリアを戦略拠点とした整備構想に着手するとともに、地域の魅

力を活用したメニューによる誘客を推進し、高付加価値化による取り

組みや情報発信などにより新規誘客・リピーターの獲得に努めます。 

具体的な施策
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指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

都内店舗との販路拡大件数 ― 10 件（R6） 

町内事業者の輸出販路相談件数 ― 5 件（R6） 

気軽に体験できる観光メニュー件数 ― 10 件（R6） 

地域商社「オホーツク枝幸（仮称）」の設置 ― 1 件（R6） 

枝幸ほたてブランド化の助成事業者数 ― 10 事業者（R7）

 

 

施   策 内   容 

オホーツク枝幸ブランドの推進

継続事業 

◆オホーツク枝幸ブランド推進本部 

 ・首都圏への特産品 PR、販路拡大 

 ・輸出販路拡大への相談、アドバイス 

 ・体験観光の推進と受入体制の充実 

  （観光ボランティアガイドの育成、体験観

光メニューの構築、体験拠点施設の活用）

 ・観光における産官学連携 
 

新規事業 

◆三笠山エリア整備構想 

◆枝幸ほたてブランド化推進事業 

・圏域連携による物流の効率化 
 
検討事業 

◆地域商社「オホーツク枝幸（仮称）」の設置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績評価指標（KPI）

具体的な施策

現行 25 ページ
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指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

都内店舗との販路拡大件数 ― 10 件（R7） 

町内事業者の輸出販路相談件数 ― 5 件（R7） 

気軽に体験できる観光メニュー件数 ― 10 件（R7） 

地域商社「オホーツク枝幸（仮称）」の設置 ― 1 件（R6） 

枝幸ほたてブランド化の助成事業者数 ― 10 事業者（R7）

 

 

施   策 内   容 

オホーツク枝幸ブランドの推進

見直し事業（一部） 

◆オホーツク枝幸ブランド推進本部 

 ・首都圏への特産品 PR、販路拡大 

 ・輸出販路拡大への相談、アドバイス 

 ・体験観光の推進と受入体制の充実 

  （観光ボランティアガイドの育成、体験観

光メニューの構築、体験拠点施設の活用）

 ・観光における産官学連携 
 

新規事業 

◆三笠山エリア整備構想 

◆枝幸ほたてブランド化推進事業 

・圏域連携による物流の効率化 
 
検討事業 

◆地域商社「オホーツク枝幸（仮称）」の設置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績評価指標（KPI）

具体的な施策
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（３） 中小企業等の活性化と企業誘致                

① 中小企業等の活性化、事業継承や新規創業の促進を図るため、商工

会・地域金融機関と連携したサポートの実施と関係機関のノウハウ等

を活かした開発、生産、販売、人材育成・確保など包括的な支援を行

います。 
 

② 企業立地に適した用地などの情報収集と用地の確保に努め、農林水

産業などの産業間連携が図られる企業誘致を積極的に推進します。 

また、誘致する企業の安定した創業を支援し、地元産業に貢献でき

る取り組みを進めます。設備投資等を行う際に要した費用の一部助成

などにより、企業立地を促進します。 
 
 

指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

新規創業件数 10 件（H30） 17 件（R6） 

奨学金償還支援助成利用者数 47 人（H30） 68 人（R6） 

企業誘致件数 ― 1 件（R6） 

 
 

施   策 内   容 

中小企業等の活性化 

継続事業 

◆商工会助成事業 

◆中小企業振興事業（利子・保証料補給） 

◆中小企業等活性化事業 

◆特定創業支援事業者の認定 

◆６次産業化推進事業補助制度 

継続事業（一部見直し） 

◆奨学金償還支援助成制度 

◆中小企業等活性化事業 

新規事業 

◆町外小規模事業者の町内への創業助成検討 

企業誘致の推進 

新規事業 

◆企業誘致受入環境の整備 

 ・企業ニーズの把握、用地の確保 

 ・土地取得、施設整備等への支援検討 

 ・企業との連絡調整、産業間連携の調整 

検討事業 

◆水産系廃棄物処理の事業化 

重要業績評価指標（KPI）

具体的な施策

現行 26 ページ
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（３） 中小企業等の活性化と企業誘致                

① 中小企業等の持続的発展を図るため、関係機関と連携し、創業等の

支援、事業承継の円滑化に向けての支援体制の整備や円滑な資金供給

などに取り組むとともに、販路拡大や新たな事業展開、人材育成等、

企業の課題に応じた取り組みを支援します。 
 

② 企業立地に適した用地などの情報収集と用地の確保に努め、農林水

産業などの産業間連携が図られる企業誘致を積極的に推進します。 

また、地域経済の活性化と雇用の安定拡大をめざし、新たに進出す

る企業に対し、設備投資等を行う際に要した費用の一部助成などによ

り、企業立地を促進します。 
 
 

指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

新規創業件数 10 件（H30） 17 件（R7） 

奨学金償還支援助成利用者数 47 人（H30） 68 人（R7） 

企業誘致件数 ― 1 件（R7） 

 
 

施   策 内   容 

中小企業等の活性化 

継続事業 

◆商工会助成事業 

◆中小企業振興事業（利子・保証料補給） 

◆中小企業等活性化事業 

◆特定創業支援事業者の認定 

◆６次産業化推進事業補助制度 

継続事業（一部見直し） 

◆奨学金償還支援助成制度 

◆中小企業等活性化事業 

新規事業 

◆町外小規模事業者の町内への創業助成検討 

企業誘致の推進 

新規事業 

◆企業誘致受入環境の整備 

 ・企業ニーズの把握、用地の確保 

 ・土地取得、施設整備等への支援検討 

 ・企業との連絡調整、産業間連携の調整 

検討事業 

◆水産系廃棄物処理の事業化 

重要業績評価指標（KPI）

具体的な施策
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（４） 良好な環境の保全                      

① 本町は、豊かな自然と歴史的資源に恵まれた町です。これらの誇るべ

き環境資源を大切に守り、活かすことで将来にわたって持続する社会を

形成し、物質的・経済的豊かさだけでなく、地域の活動を通じて人や地

域とつながる「安心・やすらぎ・誇り」などの精神的な豊かさがあふれ

る取り組みを推進します。 
 

② 本町は、脱炭素社会の実現に向け、２０５０年までに二酸化炭素の排

出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」を令和４年２月に表明し

ました。これにより、脱炭素社会、循環経済、分散型社会への３つの移

行を推進し、再生可能エネルギーの導入やごみの減量化など、この取り

組みに資する施策を推進します。      

 

 

指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

ごみの排出量（燃やせるごみ・燃やせないご

み・大型ごみ・生ごみ） 

2,703 トン 

（H30） 

2,325 トン 

（R6） 

リサイクル率 25.5％（H30） 27.6％（R6） 

 

 

施   策 内   容 

良好な環境保全対策 

継続事業 

◆ごみ減量化中長期対策の推進 

  ・３Ｒによる資源循環の推進 

  ・分別ルール、マナー向上対策 

  ・分別品目の追加検討及び関連調査 

  ・資源化業務の集約化 

◆枝幸町河川環境保全連絡会議 
 

新規事業 

◆環境基本計画の推進 

  ・自然環境（水、海、緑、生物）の保全 

  ・生活環境（公害、ごみ）の保全 

  ・都市環境（美化、景観）の保全 

  ・地球温暖化対策 

  ・環境教育、学習の推進 

◆ゼロカーボン北海道「オホーツクえさし」

の推進 

 

 

重要業績評価指標（KPI）

具体的な施策

現行 27 ページ
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（４） 良好な環境の保全                       

① 本町は、豊かな自然と歴史的資源に恵まれた町です。これらの誇るべ

き環境資源を大切に守り、活かすことで将来にわたって持続する社会を

形成し、物質的・経済的豊かさだけでなく、地域の活動を通じて人や地

域とつながる「安心・やすらぎ・誇り」などの精神的な豊かさがあふれ

る取り組みを推進します。 
 

② 本町は、脱炭素社会の実現に向け、２０５０年までに二酸化炭素の

排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」を令和４年２月に表

明しました。これにより、脱炭素社会、循環経済、分散型社会への３

つの移行を推進し、再生可能エネルギーの導入やごみの減量化など、

この取り組みに資する施策を推進します。 
 

 

指  標  名 基準値（年度） 目標値（年度）

ごみの排出量（燃やせるごみ・燃やせないご

み・大型ごみ・生ごみ） 

2,703 トン 

（H30） 

2,325 トン 

（R7） 

リサイクル率 25.5％（H30） 27.6％（R7） 

 

 

施   策 内   容 

良好な環境保全対策 

継続事業 

◆ごみ減量化中長期対策の推進 

  ・３Ｒによる資源循環の推進 

  ・分別ルール、マナー向上対策 

  ・分別品目の追加検討及び関連調査 

  ・資源化業務の集約化 

◆枝幸町河川環境保全連絡会議 
 

新規事業 

◆環境基本計画の推進 

  ・自然環境（水、海、緑、生物）の保全 

  ・生活環境（公害、ごみ）の保全 

  ・都市環境（美化、景観）の保全 

  ・地球温暖化対策 

  ・環境教育、学習の推進 

◆ゼロカーボン北海道「オホーツクえさし」

の推進 

 

 

重要業績評価指標（KPI）

具体的な施策
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