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第１章 まち・ひと・しごと創生の趣旨 

１．まち・ひと・しごと創生の考え方 

2008年に始まった我が国の人口減少は、今後加速度的に進むことが予想され、人口減少による

消費・経済力の低下は、日本の経済社会に対して大きな重荷となることが懸念されています。こ

のような状況を踏まえ、国は、人口減少克服と地方創生をあわせて行うことで、将来にわたって

活力ある日本社会を維持していくために、「まち・ひと・しごと創生法」を2014年11月に制定し

施行しました。 

また、同法に基づいて、人口問題に対する基本認識や目指すべき将来の方向などを提示する

「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と、国の長期ビジョンの内容を踏まえた５か年の政策

目標や施策などをまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。 

まち・ひと・しごと創生については、国と地方が一体となり、中長期的視点に立って取組む必

要があることから、都道府県と市区町村においては、国の長期ビジョンと国の総合戦略を勘案し

つつ、人口減少社会の克服と地方の創生に向け、2016年３月末までに「地方人口ビジョン」及び

「地方版総合戦略」を策定することが求められています。 

 

 

 

２．国の長期ビジョン及び国の総合戦略 

（１）国の長期ビジョン 

国の長期ビジョンは、日本の人口の現状と将来の姿を示し、人口問題に関する国民の認識の共

有を目指すとともに、今後取組むべき将来の方向を提示するものであり、人口問題に対する基本

的視点、目指すべき将来の国の方向、地方創生が目指す方向を以下のとおり定めています。 

 

【今後の基本的な視点】 

＜３つの基本的な視点＞ 

①「東京一極集中」を是正する 

地方から東京圏への人口流出に歯止めをかけ、「東京一極集中」を是正するため、「しごと

の創出」と「ひとの創出」の好循環を実現するとともに、東京圏の活力の維持・向上を図り

つつ、過密化・人口集中を軽減し、快適かつ安全・安心な環境を実現する。 

②若い世代の就労・結婚・子育ての希望を実現する 

人口減少を克服するために、若い世代が安心して就労し、希望通り結婚し、妊娠・出産・

子育てができるような社会環境を実現する。 

③地域の特性に即した地域課題を解決する 

人口減少に伴う地域の変化に柔軟に対応し、中山間地域をはじめ地域が直面する課題を解

決し、地域の中において安全・安心で心豊かな生活が将来にわたって確保されるようにする。 

 

※まち・ひと・しごと創生とは、国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営

むことができる地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保及び地域における魅力

ある多様な就業の機会の創出を一体的に推進することをいいます。 
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【目指すべき将来の方向】 

国の長期ビジョンにおける目指すべき将来の方向は、将来にわたって「活力ある日本社会」を

維持することです。 

〇若い世代の希望が実現すると、出生率は 1.8程度に向上する 

〇人口構造が「若返る時期」を迎える 

〇人口減少に歯止めがかかると、2060年に１億人程度の人口が確保される 

〇「人口の安定化」とともに「生産性の向上」が図られると、2050 年代に実質 GDP 成長率は

1.5〜2％程度に維持される 

 

【地方創生が目指す方向】 

地方創生がもたらす日本社会の姿として、地方創生は、日本の創生であり、地方と東京圏が

それぞれの強みを活かし、日本全体を引っ張っていくことを掲げています。 

〇自らの地域資源を活用した、多様な地域社会の形成を目指す 

〇地方創生が実現すれば、地方が先行して若返る 

〇外部との積極的なつながりにより、新たな視点から活性化を図る 

〇東京圏は、世界に開かれた「国際都市」への発展を目指す 

 

 

「国の長期ビジョン」が示す中長期展望 

○国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年１月推計）」（出生中位（死亡中位））に

よると、2060 年の総人口は約 8,700 万人まで減少すると見通されている 

○仮に、合計特殊出生率が 2030 年に 1.8 程度、2040 年に 2.07 程度（2020 年には 1.6 程度）まで上昇する

と、2060年の人口は約 1億 200万人となり、長期的には 9,000万人程度で概ね安定的に推移するものと推

計される 

○なお、仮に、合計特殊出生率が 1.8 や 2.07 となる年次が５年ずつ遅くなると、将来の定常人口が概ね 300

万人程度少なくなると推計される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣官房「まち・ひと・しごと創生本部資料」より
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（２）国の総合戦略 

国の総合戦略は、「国の長期ビジョン」を踏まえ、2015年度を初年度とする今後５か年の政策目

標や施策の基本的方向、具体的な施策をまとめたものであり、まち・ひと・しごとの創生に向け

た４つの基本目標や政策５原則を定めています。 

 

【基本目標】 

基本目標① 地方における安定した雇用を創出する 

基本目標② 地方への新しいひとの流れをつくる 

基本目標③ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

基本目標④ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携 

する 

 

【政策の企画・実行にあたっての基本方針】 

国の政策の企画・実行にあたっての基本方針として、「政策５原則」が挙げられます。 

＜政策５原則＞ 

①自立性 

構造的な問題に対処し、地方自治体、民間事業者、個人等の自立につながる施策にする。 

②将来性 

地方が自主的かつ主体的に、夢を持って前向きに取組むことを支援する。 

③地域性 

各地域の実態に合った施策を受け手側の視点に立って支援する。 

④直接性 

最大限の成果をあげるため、ひとの移転、しごとの創出やまちづくりを直接的に支援する

施策を集中的に実施する。 

⑤結果重視 

PDCAメカニズムの下、具体的な数値目標を設定し、効果検証と改善を実施する。 

 

 

３．北海道創生総合戦略 

国の「長期ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案し、「北海道における人

口減少問題に対する取組指針」を踏まえ、以下の北海道創生重点戦略と基本戦略を定め、今後５か

年の政策目標や施策の基本的方向、主な施策を示している。 

 

（１）北海道創生重点戦略 

北海道の創生重点戦略は、アジア諸国などからの関心の高まり、恵まれた食資源、広大な土地、

フロンティア精神にあふれ、開放的な道民気質など、他の地域にはみられない北海道の独自性や優

位性を最大限に活かし、あらゆる政策資源を投入しながら総合的な取組を進めるため、５つの重点

戦略を定めている。 
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①道産食品輸出 1,000 億円戦略 

ＡＳＥＡＮ諸国等における購買力の増加や北海道の食に対する関心の高まりという好機

を確実に捉え、道内各地の資源を活かし、海外需要の積極的な取り込みを図ることにより、

道産食品の輸出額について、2013年の 576億円から 1,000億円への増加を目指す。 

②外国人観光客 300 万人戦略 

世界においては、国際観光客数が増加を続けており、道内各地の魅力を活かし、海外から

の観光客の誘客による交流人口の拡大を図ることにより、海外の成長力を取り込むため、訪

日外国人来道者数について、2013 年度の 115 万人から 2020 年の東京オリンピック・パラリ

ンピックをターゲットに、300万人への増加を目指す。 

③北海道グローバル人財育成戦略 

グローバル化の一層の進展が予想される中、北海道の活力ある未来を切り拓いていくため、

開拓の歴史や風土が培ってきたフロンティア精神を活かし、国際的な視野を持ち、地域や社

会に貢献できる人材を育成する。 

④北の住まいる戦略 

北海道が有する豊かな自然や優れた生活環境を活かしながら、広域分散型の地域構造に適

した持続可能なまちづくりを行うことにより、誰もが心豊かに安心して暮らし続け、道外か

ら多くの人々を呼び込むことができる地域を目指す。 

⑤北海道型地域自律圏戦略 

広域分散型の地域構造を有し、小規模市町村が多い北海道において、人口減少が進む中に

あっても地域の活力を維持し、様々なサービスを提供するとともに、地域の特性や優位性を

活かし、創意と主体性に基づいて地域づくりの取組を展開するため、多様な連携を重層的に

広げていく。 

 
 
 

（２）基本戦略 

①人口減少に関する基本認識を共有する 

北海道における人口減少の現状や見通し、課題などを踏まえ、危機をどうチャンスに変え

ていくかといった考え方に立って、人口減少問題に的確かつ冷静に対応していくことの必要

性と取組の方向について、市町村はもとより、幅広く道民の方々と認識を共有し、対応を将

来に先送りすることなく、戦略的な取組を推進する。 
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②食や観光をはじめとする力強い産業と雇用の場をつくる 

人々が地域に定着するためには、地域経済の活性化を図り、多様な人材が自らの能力を十

分に発揮し、生活の糧となる安定的な所得が得られる就業の場を確保することが必要である。 

このため、北海道が優位性を持つ農林水産業をはじめ、地域の資源を活かした食や観光、

ものづくりなどの地域産業、さらには健康・医療、環境・エネルギーといった成長分野につ

いて、需要動向や市場の変化などにも適切に対応し、必要な人材の育成を図るとともに、域

内循環の向上や、北海道の魅力・強みの発信による域外需要の取り込み拡大や企業誘致の推

進などにより、地域の産業の競争力強化を目指す。 

こうした取組により、雇用機会を拡大し、女性や若者、高齢者などが活躍できる全員参加

型社会の実現と、技術や技能を持つ人材の受け皿づくりを推進する。 

③子どもを産み育てたいという希望をかなえる 

人口の自然減の対応に向けては、出生率の向上が重要であり、結婚や出産が個人の意思に

基づくものであることを基本としつつ、結婚し、安心して子どもを生み育てたいと思う方々

の希望をかなえることを目標とし、子どもは北海道の将来を担う大切な存在であるとの共通

の認識に立って、結婚から出産、子育てにわたる切れ目のない対策を推進する。 

④住み続けたいと思える生活環境を整える 

住民の方々が地域で安心して暮らすためには、必要なサービスができるだけ身近に提供さ

れるなど、そこに住み続けたいと思える生活・定住の環境づくりが大切であり、低下するコ

ミュニティ機能の再構築を図るとともに、ＩＴの積極的な活用など、医療・福祉をはじめ、

買い物や教育環境、地域交通の確保、災害等の対応といった、様々な分野におけるサービス

機能の確保に向けた取組を推進する。 

⑤北海道らしさを活かして人を呼び込み・呼び戻す 

他地域からの人口の流入促進や地域の活性化を図るためには、地域への積極的な人の呼び

込み、転出者の呼び戻しが必要であり、観光振興等による交流人口の拡大や企業誘致、Ｉタ

ーン・U ターンを含む移住・定住の促進策などを推進する。 

⑥多様性を活かし、北海道らしい連携により地域を形づくる 

地域において子どもを生み育て、住み続けていく上で、産業政策や医療・福祉などの行政

サービスが持続的に提供され、就業の場や生活・定住環境が確保されることが必要であり、

そのため、横断的・総合的な視点に立って、地域の多様な魅力づくりを進めるとともに、そ

れぞれの地域の実情や特性に応じて、自治体間の広域的な連携を促進する。 

⑦札幌圏への人口集中に対応する 

北海道の人口減少問題への対応に当たり、多くの人口を有する札幌市への人口集中に伴う

様々な課題への対策は欠かせないものであり、札幌市における出生率の向上や札幌の都市機

能を活用した地域の産業振興、さらには、若年層の道外流出の抑制等について、札幌市との

協議の場などを通じ、課題認識を共有し、取組を進める。 
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第２章 森町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定方針 

１．基本的な考え方 

我が国における少子高齢化の進展は、地域の経済規模の縮小、社会保障費の増加や、雇用機会

の減少、都市機能の低下など、地域経済社会に大きな影響を与えていくことが今後予想されてい

ます。 

こうした状況を受け、国では、東京一極集中の是正、若い世代の就労・結婚・子育ての希望の

実現、地域の特性に即した地域課題の解決を基本的視点とした総合戦略を定め、あわせて、すべ

ての都道府県及び市町村に「地方版総合戦略」の策定を求めています。 

これを受け、森町では町の基本目標として「雇用支援」、「交流人口の増大」、「結婚・出産・

子育て」、「安全・安心」を柱として「森町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定します。 

すでに、森町では第１次森町総合開発振興計画（平成 20年度～平成 29年度）において、森町の

将来像「みんなで創ろう海と緑の理想郷 森町ーこころふれあう はつらつとした爽やかなまち

ー」を掲げ、実現するための取組みを進めており、総合戦略は、この中で、人口減少問題に特化し

た計画であり、上記計画の下位計画として位置づけます。 

森町では、子どもから大人まで、生涯にわたって住み続けたいと思える魅力あるまちづくりを目

指し、第１次森町総合開発振興計画における施策を継続して展開するとともに、まち・ひと・し

ごと創生の観点からは、基幹産業である第１次産業の更なる躍進や担い手対策、地域活性化対策、

移住・定住の促進、さらに、結婚の希望をかなえるとともに、より一層の子育て支援の充実を図り、

高齢者の長寿へ向けて切れ目のない施策に積極的に取組んでいきます。 
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２．計画期間 

「森町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の期間は平成 27（2015）年度～平成 31（2019）年度

までの５年間とします。 

 

年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

森町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略 

             

第1次森町総合開発

振興計画 

（平成 20 年度～ 

平成 29 年度） 

             

 

３．計画の体制 

「森町まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、以下の体制で策定を進めました。 

≪策定体制のイメージ≫ 

 

  

実施計画（～平成 27 年度） 
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第３章 基本目標 

１．森町人口ビジョンを達成するための基本目標 

国の政策５原則に基づき、まち・ひと・しごとの一体的な創生を図っていくために、森町の地

域経済・社会の実態に関する分析をしっかりと行い、「森町人口ビジョン」を基にして総合戦略

を策定し目標を設定します。 

 

（１）重要業績評価指標（KPI）を重視した目標設定 

国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、政策の「基本目標」を明確に設定し、それに

基づく適切な施策を内容とする「政策パッケージ」を提示するとともに、政策の進捗状況につい

て重要業績評価指標（KPI）で検証し、改善する仕組み（PDCAサイクル）を確立しています。 

森町においても「森町人口ビジョン」が示す人口・経済の中長期展望を踏まえ、実現すべき重

要業績評価指標（KPI）を重視した数値目標を設定します。 

 

「森町人口ビジョン」が示す中長期展望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①誇りある産業の更なる躍進と安定した雇用を創出する 

生産年齢人口の層と幅を増やすために、森町で働き続けられる雇用の確保・創出を支援す

るとともに、各産業の担い手、後継者対策に町全体で取組むことで、森町で働きたいと思え

る環境づくりを進めます。 

 

②森町の魅力発信と“おもてなし”により交流を促進する 

森町に魅力を感じ、森町で暮らすことを選択する人を増加させるため、まずは森町の魅力

を道内外へ発信・周知するとともに、おもてなしマインドをもつ人材の確保・育成といった

環境整備や長期滞在型観光の商品造成、イベントの実施により森町の交流人口を増加させる

ことで、移住・定住に結びつけていきます。 

 

③結婚・出産・子育ての希望をかなえるための支援を充実する 

森町や近隣に住む人が結婚、妊娠・出産、子育てに対し、より前向きに考えられるような

環境づくりと一人ひとりの希望をかなえることが出来るよう、出産時や子育て時などライフ

ステージごとに切れ目のない総合的で多面的な支援体制の構築を推進します。 

 

④誰もが健康で、安心して暮らすことができる環境を整備する 

森町に住む誰もが安全・安心で、快適な生活を送ることができる環境づくりを目指

し、町民、地域コミュニティ、事業者、行政、その他関係機関が連携し、心身の健康づ

くりや危険空き家対策、防災活動への支援を実施します。 

 

 

 

生産年齢人口の層と幅を増やすために、元気な高齢者にも参加してもらい、森町の持つ魅力

に磨きをかけるとともに、新しい仕事の創造と現状足りていない仕事分野へより手当てし、子

育ても含め、各現場が孤立しないグループを整備して、次の世代へ続けていく。 

②若い世代の仕事・雇用、子育て、教育を支援する生活環境の整備 
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（２）４つの「基本目標」 

国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、「長期ビジョン」を踏まえ、４つの基本目標

を設定しています。「森町まち・ひと・しごと創生総合戦略」においては、国の基本目標を勘案

し、森町の実情に合わせた基本目標を次のように設定します。 

 

国の基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森町の基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜基本目標①＞ 

地方における安定した雇用を創出する 

＜基本目標②＞ 

地方への新しいひとの流れをつくる 

＜基本目標③＞ 

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

＜基本目標④＞ 

時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する 

 

＜基本目標①＞ 

誇りある産業の更なる躍進と安定した雇用を創出する 

＜基本目標②＞ 

森町の魅力発信と“おもてなし”により交流を促進する 

＜基本目標③＞ 

結婚・出産・子育ての希望をかなえるための支援を充実する 

＜基本目標④＞ 

誰もが健康で、安心して暮らすことができる環境を整備する 
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第４章 基本的方向と具体的施策の数値目標 

１．施策一覧 

 

基本的方向 基本的方向の目標 具体的な施策 

Ⅰ 雇用支援 

・町内就業件数 21件 

・就業に関する相談受付件数  

15件 

創業者支援 

基幹産業の担い手対策支援 

幅広い層に対する雇用機会の創出と 

人材育成の推進 

Ⅱ 交流人口の増大 

・直売イベントの利用者数  

7,000人 

・地域ブランドロゴマーク利用件数  

30件 

・宿泊者数 74,000人 

知名度・地域ブランド化の向上 

長期滞在型観光を中心とした森町の

魅力体験 

移住・定住の促進 

Ⅲ 結婚・出産・子育て 

・農漁業関係におけるカップル成立数 

年間７組 

・延長保育，０歳児保育利用者数  

95人 

結婚支援 

出産支援 

子育て支援 

Ⅳ 安全・安心 

・高齢者等の孤立防止施策利用件数

の増加 320件以上 

・からだとこころの健康づくりに取組む人

の増加 10％増加 

・自主防災組織数 20組織 

「ふ
・

だん」の「く
・

らし」の「し
・

あわせ」を感じ

られるまちづくり 

大切な生命を守る 
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２．【基本目標１】誇りある産業の更なる躍進と安定した雇用を創出する 

（１）基本的な方向 

 ◎雇用支援 

★生産年齢人口の層と幅を増やすために、森町で働き続けられる雇用の確保・創出を支援するとともに、各

産業の担い手、後継者対策に町全体で取組むことで、森町で働きたいと思える環境づくりを進めます。 

数値目標項目 基準値 
Ｈ31年度 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

町内就業件数 ― 21件 

就業に関する相談受付件数 ― 15件 
 

（２）具体的な施策と重要業績評価指標（KPI） 

具体的な施策① 創業者支援 

★空き店舗の有効活用を前提としたチャレンジショップによるマーケティング等を行える場を提供することに

より、森町の新規創業者を育成するとともに商店街の活性化を図ります。 

数値目標項目 基準値 
Ｈ31年度  

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

町全体の空き店舗数増加の抑制 
H27年度現在 127件 

H31年度予測 144件 
139件 

大通り空き店舗数の維持 

※全体の内数 

H27年度現在 18件 

H31年度予測 21件 
18件 

町内創業件数 過去 5年間実績 6件 11件 
 
 

具体的な施策② 基幹産業の担い手対策支援 

★森町で営農を希望する新規就農者候補生を募集し、指導農業士・農協・普及センター・町の連携体制に

よる指導を実施するとともに、営農活動を継続し定住できるよう支援を行います。 

★既存の漁業就業フェアや新規漁業就業支援事業の制度について町ホームページ等を活用し周知する

他、町内就職先と学生との面談の場を創出するとともに、町内漁家や水産加工会社から学生を受入可

能な経営体・企業を募り、現在森高校で行われているインターンシップ制度を導入します。 

数値目標項目 基準値 
Ｈ31年度 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

新規就農者数 ― 3人 

新規漁業就業支援事業利用者数 ― 3人 

森高インターンシップに登録する 

町内水産加工業者数 
― 5社 
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具体的な施策③ 幅広い層に対する雇用機会の創出と人材育成の推進 

★若年層、主婦層、退職者層も含め地域全体の雇用の底上げを図るため介護資格を持たない人を雇用

し、スキルアップの研修を実施しながら長期雇用を行う事業者に対して委託を実施します。 

★障害者の雇用の場を拡充するため、町内企業に対し、雇用の啓発を行うとともに、就労を希望する障害

者に対し、就職や職場定着の個別支援を行います。 

数値目標項目 基準値 
Ｈ31年度 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

介護職員初任者研修受講者数 H27年度 2人 5人 

介護職員新規雇用者数 H27年度 2人 5人 

就労相談利用者数 H26年度実績 3人 10人 

就労相談利用による就労者数 H27年度 1人 5人 

障害者雇用に関する研修参加企業数 ― 30社 

障害者雇用に関する研修参加後、障害者を雇用し

た企業数 
― 3社 
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３．【基本目標２】森町の魅力発信と“おもてなし”により交流を促進する 

（１）基本的な方向 

 ◎交流人口の増大 

★森町に魅力を感じ、森町で暮らすことを選択する人を増加させるため、まずは森町の魅力を道内外へ発

信・周知するとともに、おもてなしマインドをもつ人材の確保・育成といった環境整備や長期滞在型観光の

商品造成、イベントの実施により森町の交流人口を増加させることで、移住・定住に結びつけていきます。  

数値目標項目 基準値 
Ｈ31年度 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

直売イベントの利用者数 H27年度 6,200人 年間 7,000人 

地域ブランドロゴマーク利用件数 H27年度 6件 30件 

宿泊者数 H26年度 64,200人 74,000人 
 
 

（２）具体的な施策と重要業績評価指標（KPI） 

具体的な施策① 知名度・地域ブランド化の向上 

★直売イベントの資材を整備するとともに農産物直売所を兼ねた資材保管庫を整備し、町内各産業団体や

農家等の直売イベント実施を支援することにより地域産品の PRを実施します。同時に町統一のブランド

（ロゴマーク）整備による地域産品の認知度向上及び他地域との差別化を図ります。 

★漁協、農協、商工会議所、商工会、青年会議所、町の職員を主体とした青年団体と町内各産業団体及

び学生等と連携し、若い世代の交流活性化を目的としたイベントを開催します。 

★森町が行う事業について、インターネットを利用した積極的な情報発信・情報開示を行うことで町民や事

業者が自由に電子媒体の利活用ができる体制を構築・促進します。 

数値目標項目 基準値 
Ｈ31年度 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

直売イベントの利用者数 H27年度 6,200人 年間 7,000人 

地域ブランドロゴマーク利用件数 H27年度 6件 30件 

青年団体組織の設立・事業実施 ― 

H28年度 協議会を設立し、

事業プランニングを行って計

画及び目標を設定する。 

H29年度 事業実施 

庁内オープンデータ対応課数 ― 庁内全課 
 
 

具体的な施策② 長期滞在型観光を中心とした森町の魅力体験 

★新幹線開業効果を享受するため、地域の魅力を伝え観光客に満足を与えることが出来る観光地域づくり

の中核となる人材を育成し、観光客の受け入れ体制を整えるとともに、長期滞在者の増加に資する新た

な観光商品の開発及び機会を捉えたプロモーションを実施し、交流人口の増大に寄与します。 

数値目標項目 基準値 
Ｈ31年度 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

中核人材の確保 ― 1人 

観光地域づくりプラットホーム組織の立ち上げ ― １組織 

宿泊者数 H26年度 64,200人 74,000人 
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具体的な施策③ 移住・定住の促進 

★地域材や駒ヶ岳木炭の利用拡大を図るため、建材や敷炭として住宅に利用した世帯を対象に各使用量

に応じて整備費用の助成を行うことにより森町への移住・定住を促進します。 

数値目標項目 基準値 
Ｈ31年度 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

補助申請件数 ― 12件以上 
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４．【基本目標３】結婚・出産・子育ての希望をかなえるための支援を 

充実する 

（１）基本的な方向 

 ◎結婚・出産・子育て 

★森町や近隣に住む人が結婚、妊娠・出産、子育てに対し、より前向きに考えられるような環境づくりと一人

ひとりの希望をかなえることが出来るよう、出産時や子育て時などライフステージごとに切れ目のない総合

的で多面的な支援体制の構築を推進します。  

数値目標項目 基準値 
Ｈ31年度 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

農漁業関係におけるカップル成立数 ― 年間 7組 

延長保育，０歳児保育利用者数 ― 年間 95人 

 
 

（２）具体的な施策と重要業績評価指標（KPI） 

具体的な施策① 結婚支援 

★仕事柄出会いの場が少ない青年漁業者の担い手対策として全道各地より独身女性を募り、事業を通じ

て漁業と漁師の魅力を知ってもらうことで水産業の持続的発展を図ります。 

★出会いの場が少ない農業後継者の結婚促進のため「農業後継者婚活パーティー」を開催し、地域農業

の持続的発展を図ります。 

数値目標項目 基準値 
Ｈ31年度 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

漁業関係におけるカップル成立数 H26年度実績 5組 年間 5組 

漁業関係出会いの場への女性参加者数 H26年度実績 16人 年間 30人 

農業関係出会いの場への女性参加者数 H26年度実績 5人 20人以上 

農業関係連絡先交換者数 H26年度実績 4組 5組以上 

農業関係結婚組数 
H24～Ｈ26年度 

実績 2組 
2組以上 

 

具体的な施策② 出産支援 

★ことぶき出産奨励金事業における奨励金の増額により、経済負担を軽減し出産を奨励することで、人口

増加を図ります。 

★保険適用の対象となっている一般不妊治療や一部の保険適用外不妊治療（人工授精）について、費用

の一部を助成することで、出産を望む夫婦の心理的、経済的不安を軽減し、出生率の増加を図ります。 

★妊婦が不安のない状態で出産に向けた準備ができるようニーズに合わせた相談体制を構築するととも

に、出産後、早期に訪問することで、乳幼児の健康状態の観察と相談・支援、産後の母親の育児不安の

軽減を図ります。 

数値目標項目 基準値 
Ｈ31年度 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

施策対象出生児数 ― 年間 110人 

制度新設の周知 ― 
広報もりまち 

町公式 HP周知徹底 

支援ニーズの高い妊産婦への支援 ― 
H27年度を基本とし 

10％増加 

乳幼児への保健事業対策実施回数 ― 
H27年度を基本とし 

10％増加 
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具体的な施策③ 子育て支援 

★子ども医療費の一部を保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、子どもの保

健の向上と福祉の増進を図ります。 

★ひとり親家庭等の母、父及び児童に対し医療費の一部を助成することによって保健の向上と福祉の増進

を図ります。 

★就学前児童を有する保護者のニーズに応じた保育環境の整備・拡充（延長保育、０歳児入所等）により

子育て支援を図ります。 

★幼稚園において、早朝・夕方の時間帯に預かり保育の延長など保護者ニーズを踏まえた子育て支援を実

施します。 

★子育て支援の観点から、修学旅行に係る費用を森町が助成し、子どもを持つ保護者や、これから家庭を

持つ次世代が結婚や出産、子育てに希望が持てるように暮らしを応援します。 

数値目標項目 基準値 
Ｈ31年度 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

子ども医療費助成者割合 

（助成対象者数÷受給者証交付枚数） 
100％ 100％維持 

ひとり親医療費助成者割合 

（助成対象者数÷受給者証交付枚数） 
100％ 100％維持 

延長保育利用者数 ― 年間 90人 

０歳児保育利用者数 ― 年間 5人 

子育て支援センター事業利用者数 ― 年間延 360人 

一時預かり事業利用者数 ― 年間延 2,500人 

保護者利用満足度 H28年度調査実施 満足度 80％以上 

保護者の小中学校教育費負担額 H27年度負担額 30%～40%軽減 
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５．【基本目標４】誰もが健康で、安心して暮らすことができる環境を 

整備する 

（１）基本的な方向 

 ◎安全・安心 

★森町に住む誰もが安全・安心で、快適な生活を送ることができる環境づくりを目指し、町民、 

地域コミュニティ、事業者、行政、その他関係機関が連携し、心身の健康づくりや危険空き 

家対策、防災活動への支援を実施します。 

数値目標項目 基準値 
Ｈ31年度 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

高齢者等の孤立防止施策利用件数の増加 ― 320件以上 

からだとこころの健康づくりに取組む人の増加 H28年度結果 10％増加 

自主防災組織数 現状 3組織 5年間累計 20組織 

 
 

（２）具体的な施策と重要業績評価指標（KPI） 

具体的な施策① 「ふ
・

だん」の「く
・

らし」の「し
・

あわせ」を感じられるまちづくり 

★健康問題の改善に向けた具体的な実践による町民の健康づくり計画を立てるとともに、町民、企業、学

校、行政、関係団体の連携・協働による乳幼児期から高齢者まで生涯にわたる健康づくりを推進します。 

★65 歳以上のみの世帯や身体障害者のみの世帯に対し、配食サービス事業や緊急通報端末機の設置な

どを通じ、安全で安心な生活環境を確保します。 

★高齢者世帯等のごみ出しに係る負担軽減（ごみ出しの際の移動、分別など）を図るため、戸別にごみの収

集を行うとともに、声掛けによる安否確認を行うことで、住みよい町を目指します。 

★重度心身障害者に対し、医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ります。 

★障害があっても安心して暮らせるよう、相談支援を充実し、必要な福祉サービス利用につなげるとともに、

町民に対し障害への理解を深めるための啓発事業実施や障害者支援団体への支援を行うことで、障害

者に優しい町を目指します。 

数値目標項目 基準値 
Ｈ31年度 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

健康づくりアクションプランを知っている人の増加 
H28年度中間評価後

決定 
20%増加 

各団体のアクションプランの実施率 
H28年度中間評価後

決定 
20%増加 

健診受診率の向上 
H28年度中間評価後

決定 
10%増加 

緊急通報端末機設置 
年間 10台新規設置 

（10人分） 

年間 10台新規設置維持 

（10人分） 

配食サービスでの配食数 1日 50食 1日 50食維持 

入浴料金助成者数 年間 13,000人 年間 13,000人維持 

「可燃ゴミ」戸別収集「安否確認」実績世帯数 ― 100世帯以上 

重度心身障害者医療費助成者割合 
（助成対象者数÷受給者証交付枚数） 

100% 100%維持 

障害福祉相談支援利用者数の増加 
H26年度年間 
延 102人 

年間延 120人 

障害福祉に関する講演会参加者数 ― 50人 

障害者支援団体への支援回数 ― 各団体へ年１回 
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具体的な施策② 大切な生命を守る 

★町内にある空き家の実態把握を行い、危険空き家と判断される空き家所有者等へ現状の是正を促す指

導等を行うとともに今後の動向について意識調査を実施し、利活用を促進することで安全・安心な町を目

指します。 

★町民の防災に対する意識の啓発、知識・技能の習得を図り、自主防災組織の結成促進のため、地域防

災活動の中核となる人材として防災士を養成し、地域防災力の向上を目指します。 

★心の悩みを抱える方や、自殺企図のある人に対し相談窓口を開設し、相談に応じることで心の負担を軽

減し、自殺予防に寄与します。 

数値目標項目 基準値 
Ｈ31年度 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

空き家の対策を行う体制構築 ― H28年度末までに体制構築 

空き家相談窓口の設置 ― H28年度末までに設置 

空き家等所有者の意向確認数 ― 
H29年度までに全空き家 

所有者等に意向調査実施 

防災士の養成数 現状 12人 5年間累計 20人 

自主防災組織数 現状 3組織 5年間累計 20組織 

こころの健康づくりに関心をもつ人の数 
H28年度調査実施後 

決定 
10％増加 

こころの健康づくりに取組む人の数 
H28年度調査実施後 

決定 
10％増加 
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第５章 総合戦略の推進体制 

１．ＰＤＣＡサイクルの導入 

まち・ひと・しごと創生を実現するためには、従来の政策の反省の上に立ち、PDCAサイクルを

確立することが求められています。 

森町においても、地域課題に基づく適切な短期・中期の政策目標を設定した効果的な総合戦略

を策定し、着実に事業を実施していくとともに、設定した数値目標等を基に、実施した事業の効

果を分析・検証し、必要に応じて「森町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を改善・改訂するサ

イクルを継続していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

２．地域間連携の推進  

国は、地方公共団体間の広域連携に関し、重複する都市圏概念を統一し、経済成長のけん引な

どの機能を有する「連携中枢都市圏」の形成を促進し、財政面やデータ分析面での支援等を行っ

ています。あわせて、従来からの定住自立圏の形成を進め、地域連携による経済・生活圏の形成

を推進しています。 

森町においても、こうした地域連携施策を活用するとともに、北海道新幹線の開業効果を最大

限享受するため道南圏全体の取組みに参画していきます。また、七飯町と鹿部町とともに形成し

ている「環駒ヶ岳広域観光協議会」による駒ヶ岳を中心とした３町の観光の取組みと連携を積極

的に進めることとし、現状分析もその連携エリア単位で行い、抽出された課題を「森町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」に順次反映させていきます。 

 

Plan  ：総合戦略の策定 

Do   ：戦略登載事業の実施 

Check : 事業効果の分析・検証、評価 

Action：戦略の改善、改訂 
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３．施策の進捗管理体制と外部有識者の参画 

「森町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の実施にあたっては、地方公共団体に限らず、住民

代表に加え、産業界・教育機関・金融機関・労働団体（産官学金労）が連携し効果的な施策が実

施されるよう、それぞれの代表も加わった形で、PDCAサイクルに基づく効果検証を行うことが重

要です。 

地域における産業、雇用、企業等の技術開発やイノベーション創出等の施策を一体的に推進す

る組織として、産官学金労に加え、住民代表からなる総合戦略策定推進委員会を設置しています。 

 

４．進捗状況の点検 

「森町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、データによる政策効果検証を行い改善を

進めるPDCAサイクルを本格的に稼働させる必要があります。 

産業や人口、社会インフラ等の現状や将来の動向に関し必要なデータ分析を行い、地域の強

み・弱みなど特性に即した地域課題等を踏まえ「森町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づ

く施策のPDCAサイクルを確立していくことが求められています。 

 

○評価主体：森町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進委員会  

○評価対象：各総合戦略登載事業 

○評価対象期間：平成 27～31 年度 
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資料編  

１．森町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進委員会 名簿 

（敬称 略） 

構 成 氏  名 所     属 

委員長  遠 藤 雄 一   北海道情報大学 経営情報学部 講師 

委 員  渡 邊 英 明   森商工会議所 副会頭 

   川 村 光 夫   砂原商工会 事務局長 

   岩 本 浩 希   森青年会議所 理事長 

   清 水    明   森漁業協同組合 専務理事 

   長 内 譲 二   砂原漁業協同組合 総務部主査 

   城 地 秀 樹   新函館農業協同組合森基幹支店 営農センター長 

   阿 部 達 也   はこだて広域森林組合 参事 

   堀 尾    功    森町町内会連合会  

   小 杉 久美子   森町女性団体協議会 副会長 

   金 谷 孝 己    森町社会福祉協議会 事務局長 

   増 川 正 志   森町校長会 会長 

   根 上 和 也   北海道森高等学校 校長 

   山 口 真 司   森町ＰＴＡ連合会 会長 

   伊 藤 圭 祐   渡島信用金庫本店 常勤理事 業務部長 

   中 村 浩 二   株式会社北洋銀行森支店 支店長 

   千 葉 正 一    森地区連合 事務局長 

事務局 
  

森町  長 瀨 賢 一  企画振興課 課長 

   川 村 勝 幸  企画振興課 課長補佐 

   河 野    淳  企画振興課 振興係長 

   田 中 太 冶  企画振興課 主任 

   水 山 淳 史  企画振興課 主任 

オブザーバー 
 

渡島総合 

振興局 

 折 谷  徳 弘  渡島総合振興局 地域政策部 戦略策定支援担当部長 

 沼 舘  健 一  渡島総合振興局 地域政策部 地域政策課 主幹 
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２．策定経緯 

 

年月日 主な内容 

平成27年 

6月 19日 

第 1回森町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進委員会 

・事業概要説明 

・アンケート調査内容協議 

7月 
町民アンケート実施 

高校生アンケート実施 

8月 31日 

第 2回森町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進委員会 

・「森町人口ビジョン骨子案」の協議 

・町民アンケート及び高校生アンケート結果について協議 

・「森町まち・ひと・しごと創生総合戦略」基本目標(案）の協議 

10月30日 

第 3回森町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進委員会 

・「森町人口ビジョン（案）」の協議 

・「森町まち・ひと・しごと創生総合戦略（骨子案）」の協議 

・総合戦略の基本的方向と具体的な施策の協議 

平成28年 2月 5日 
第 4回森町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進委員会 

・「森町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）」の協議 
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