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この春、森町の新たなまちづくり計画がスタートします。
新たな「森町」として初めてつくったまちづくり計画「第１次森町総合開発振興計画※」

の計画期間が終わるため、平成 30年４月からスタートする、新しい計画をつくりました。

新生・森町が誕生して 10余年、国内ではいろいろなことが起きています。
長く低迷していた日本経済は回復に向かいつつも、総人口が減りはじめ、少子化・高齢化、
労働力不足などが進んでいます。また、東日本大震災をはじめ、さまざまな災害が全国各
地で発生しています。
一方、情報通信技術は急速に発達し、私たちの生活を便利にするなど影響を与えています。
新しい計画は、これまで進めてきた取り組みを引き継ぎながら、国内外の動きや新たな
まちづくり課題にも対応した内容としました。その計画の概要について、お知らせします。

※森町では、平成 20年３月に「第１次森町総合開発振興計画」を策定しました。これは、まちづくり
の総合的な計画で、国や北海道、他の市町村でもつくられています。森町のあらゆるまちづくり分野
にかかわる計画で、最上位の計画として位置づけられています。

はじめに
　森町は、平成20年３月に「第１次森町総合開発振興計画」を策定し、地域の均衡ある発展と町民の一体
性を醸成するとともに、行財政の効率化をはじめ自主自立のまちづくりに向けた地域活性化の取り組みや
健康で安心して暮らせるまちづくりなど各種施策を推進してまいりました。
　この間、北海道縦貫自動車道森IC、大沼公園ICの開通や北海道新幹線の開業など、交通アクセスの大幅
な向上や観光振興への新たな取り組みなどが進められてまいりました。しかし、急速に進む人口減少や少子
高齢化をはじめ、産業や事業所を取り巻く環境の変化、さらに、これまで経験したことのない大規模な災害
の発生などを含め、当町を取り巻く社会情勢は大きく変化し、ますます厳しくなると予測されております。
　このような情勢を踏まえ、時代の潮流に的確に対応した独自性・自立性の高い経営的視点に立った「ま
ちづくり」を進めるため、平成29年12月、町の基本的な指針となる「第２次森町総合開発振興計画」を策
定いたしました。
　本計画では、まちづくりの方向を明らかにするとともに、これまで以上に森町の魅力や活力を高め、安
心して学び、働き、暮らしていける「まちづくり」を進めるための施策を定めています。
　本計画に基づき、町の将来像である「みんなで創ろう海と緑の理想郷　もりまち」の
実現に向け邁進する決意でございます。
　おわりに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見とご提案をいただきました多数の皆
様方をはじめ、ご審議いただきました委員の皆様に心より感謝申し上げますとともに、
今後とも一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　　平成30年３月

森町長
梶谷 惠造
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基本計画
（取り組む内容）

実施計画
（具体的な進め方）

全体的な課題をとらえ、
町の姿（将来像）を示します。

分野ごとの課題を整理し、
取り組む内容（施策）を示します。

施策の具体的な進め方を、
「事業」として取りまとめます。

基本構想
(めざす町の姿）

計 画 の 期 間 と 構 成

➡	正式な名前は、「第２次森町総合開発振興計画」です。

➡		計画の期間は、平成30年（2018年）４月から平成39年（2027年）３月まで
の10年間です。

➡	「基本構想」「基本計画」「実施計画」の３つで構成されています。
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こ れ か ら め ざ す 、 将 来 の 姿

新たな「森町」の誕生により、町の資源や人材も増え、相乗効果が生まれています。
その一方で、人口減少、少子化・高齢化は現在も進んでおり、町の活気や地域経済、財政運

営などに影響しています。
このようななか、森町では、『みんなで創ろう海と緑の理想郷　森町』を将来像として、まち

づくりを進めてきました。
これからも、森町全体の連携をより一層強めながら、町にある資源や人材、ネットワークを

いかし、美しく豊かな海と緑に抱かれた、住民だれもが理想郷と思えるまちの実現を、引き続
きめざしていくこととします。

また、出生数の増加や若者の定住につながる取り組み、町外からの移住やＵターンなどを
促す取り組みなどを積極的に進めて人口の減少を抑え、この計画の最終年度である平成39年

（2027年）の目標人口を15,000人とします。

みんなで創ろう海と緑の理想郷　もりまち
～　こころふれあう　はつらつとした爽やかなまち　～

平成27年（2015年）
国勢調査実績値

平成39年（2027年）
目標人口

総　人　口 １５,９４６人 １５,０００人

年少人口（０～14歳） 1,795人（11.3％） 1,600人（10.7％）

生産年齢人口（15～64歳） 8,625人（54.1％） 8,000人（53.3％）

老年人口（65歳以上） 5,526人（34.7％） 5,400人（36.0％）
※％は、年齢３区分での割合

少子化対策
若者定住対策

移住・Ｕターンの促進など
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６ つ の ま ち づ く り 方 針

将来像「みんなで創ろう海と緑の理想郷　もりまち　～こころふれあう　はつらつとした爽
やかなまち～」を実現するため、６つのまちづくり方針を定めました。

豊かな心と健やかな体を育む生涯学習のまちづくり
森町に住むすべての人々が、様々な学びや活動、交流などを通じて、自己を成長させ、

豊かな心と健やかな体を育むことができるまちをめざします。

健康と支え合いを大切にしたあたたかなまちづくり
住民一人一人が自らの健康を大切にし、また、地域での見守りや支え合いを強めながら、

老いや病気、障がい、子育てなどから生じる不安をみんなで取り除いていくまちをめざします。

産業の力を高め魅力を伝えるまちづくり
新幹線の開業や高速道路の延伸、インターネットを活用した情報発信などをいかして、

豊かな自然で育てられた農林水産物の魅力を発信し、地域産業の発展をめざします。

自然の豊かさを感じながら生活できるまちづくり
自然の中で暮らすことができる、うるおい豊かな生活環境を次代に引き継ぎながら、

暮らしの中で利便性や快適さが感じられるまちをめざします。

便利で安全・安心なまちづくり
道路や交通、情報通信、電力など日常生活や産業振興に欠かせないインフラ機能を高

めつつ、犯罪や交通事故、災害など、住民の生命や財産をおびやかす状況を未然に防ぎ、
発生時には迅速かつ的確に対応できる、安全なまちをめざします。

みんなで考え創っていくまちづくり
子どもから大人まで、森町で暮らす人たちが自分のまちに関心や愛着を持ち、より良

いまちにしていこうという取り組みが、さらに広がるまちづくりをめざします。
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1 豊かな心と健やかな体を育む
　 生涯学習のまちづくり

◦保護者への幼児教育に関する情報提供や意識啓発を図ります。
◦幼稚園における教育内容、受入の体制や環境の充実、環境の整備に努めます。
◦幼稚園児が地域の人と交流する機会をつくります。

◦児童生徒が個々に抱えている課題を解決し、基礎学力を向上させます。
◦いじめや不登校をなくす取り組み、地域性をいかした学校づくりを進めます。
◦学校給食の充実や食育指導を通して、生活習慣の改善や体力向上を図ります。
◦各学校の施設・設備の充実、教職員の資質向上を図ります。
◦特別支援教育の充実に努めます。　
◦森高等学校の振興に向けた支援を行います。

◦青少年を対象とした学習・体験プログラムの充実に努めます。
◦青少年の活動や交流を促す環境づくり、体制づくりに努めます。
◦青少年育成に関する保護者の学習や相談の機会を提供します。

◦生涯学習の推進体制の充実、生涯学習の場となる施設・設備の充実に努めます。
◦住民ニーズに沿った生涯学習プログラムをつくり、参加を呼びかけます。
◦まちづくり・ひとづくりにつながる活動を支援します。

◦住民のスポーツ活動を支援します。　
◦スポーツ施設や設備の充実に努めます。
◦ニュースポーツやスポーツイベントを通じて多くの人がスポーツに親しめる機会

を増やします。　
◦本町の地域資源をいかしたアウトドアイベントを開催します。

◦文化活動や作品展示の場の提供、芸術・文化に触れる機会の充実に努めます。
◦郷土芸能や文化財の保存、活用に努めます。
◦鷲ノ木遺跡の保存整備、有効活用を進めます。

◦本町とゆかりのある自治体との交流、関連自治体との交流を推進します。
◦国際交流や国際化対応を推進します。　
◦国際社会で活躍できる人材を育成します。

具体的な内容（分野ごとの取り組み）

１-１
幼児教育

１-２
学校教育

１-３
青少年育成

１-４
生涯学習

１-５
生涯スポーツ

１-６
地域文化

１-７
地域間交流・国際化

5



2 健康と支え合いを大切にした
　 あたたかなまちづくり

◦健康管理意識の向上、運動を通じた健康づくりを促進します。
◦親子への食育、妊娠・出産・育児等に関する母子保健サービスの充実を図ります。
◦生活習慣病の予防・改善に向けた健診、指導を行い、受診率の向上を図ります。
◦各種感染症の発症予防と蔓延防止に努めます。
◦心の健康づくり、自殺予防対策に取り組みます。
◦国保病院は予防と診療の一体的提供に努め、医療体制の確保や健全運営に努めます。

◦地域福祉の情報提供や相談体制の充実に努め、地域における福祉活動を支援します。
◦地域福祉につながるボランティア活動の促進、人材の確保・育成を行います。
◦公共施設におけるバリアフリーやユニバーサルデザインの普及に努めます。

◦子育ての情報提供や支援体制の充実に努めます。 ◦保護者同士の交流を促進します。
◦子育てに対する負担感の軽減を図り、子どもへの虐待を防ぎます。
◦子育てにおける経済的負担の軽減に努めます。
◦保育所における保育サービスの充実、受入環境の充実に努めます。
◦学童保育や児童館を通じた子育て支援、ひとり親家庭の支援を行います。

◦高齢者の抱える不安や悩みに対応できる体制の充実に努めます。
◦介護予防や症状の悪化を食い止めることにつながる取り組みを進めます。
◦適切な要介護認定を行うとともに、安定した介護サービスの提供に努めます。
◦高齢者が住み慣れた自宅や地域で安心して過ごせるよう、日常生活を見守ります。
◦高齢者福祉に関する施設・設備の整備と運営支援に努めます。
◦認知症の理解を促進し、正しい介護方法の普及に努めます。
◦高齢者の社会参加や生きがいづくりを支援します。

◦共生社会の普及に努めます。 ◦地域での生活支援や在宅サービスの充実に努めます。
◦障がいの予防・早期治療・相談体制の充実に努めます。
◦障がい者の就労を支援します。

◦援護を必要とする世帯を把握し、支援に努めます。
◦就業の相談・指導・能力開発に努めます。
◦季節労働者の通年雇用化、働く人が活躍しやすい職場環境づくりを促進します。

◦医療費の抑制と収納率の向上、国民健康保険の健全かつ円滑な運営に努めます。
◦国民年金制度に関する周知と相談の充実に努めます。
◦介護保険事業、後期高齢者医療保険事業の健全かつ円滑な運営に努めます。

２-１
保健・医療

２-２
地域福祉

２-３
子育て支援

２-７
社会保険

２-６
低所得者福祉、
勤労者福祉

２-５
障がい者福祉

２-４
高齢者福祉
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3 産業の力を高め
　 魅力を伝えるまちづくり

◦既存農業者の生産意欲が向上するよう支援します。
◦新規就農者をはじめ新たな労働力の確保と機械化による省力化を促進します。
◦子どもの頃から農業に関心を持ってもらえるよう農業体験や食育を推進します。
◦有害鳥獣への対策を進めます。◦安全・安心な畜産物の生産を支援します。
◦農地の利用集積を進めるとともに、農林業関連施設の適切な維持管理に努めます。
◦地域住民と連携し、農地・水環境の保全・活用を図ります。
◦クリーン農業やブランド化、積極的な販売・ＰＲなど、農産物の付加価値を高めます。
◦町内で地元農林産物や特産品の購入、ご当地グルメなどが楽しめる場を増やします。
◦森林の効率的な施業と適切な保育及び管理水準の向上を促進します。
◦地域材の利用拡大を促進します。◦子どもを対象とした木育を推進します。

◦担い手や漁業就業者の確保・育成を図ります。
◦漁場の環境保全に努めるとともに、資源管理型漁業を推進します。
◦漁業施設や設備の改修、港湾・漁港の維持管理と衛生的で美しい港づくりに努め

ます。
◦子どもの頃から漁業に関心を持ってもらえるよう漁業体験や食育を推進します。
◦水産加工品のブランド化を促進します。
◦水産系副産物等の適正処理・リサイクルを促進します。

◦関係機関と連携し、商業に関する共同企画を促進します。
◦買い物の場以外でも親しまれる商店街づくりを進めます。
◦商工会議所・商工会を通して経営改善に向けた支援を行います。
◦小規模企業等が円滑に事業承継できるよう支援します。
◦水産加工業の経営安定を支援します。

◦地域資源をいかし、町内での滞在を促す観光振興に努めます。
◦観光協会等と連携し地域住民主体のイベントづくりを進めます。
◦観光に関する情報を積極的に発信します。
◦観光業を担う人材を確保し、ひとづくりを進めます。
◦他の自治体と連携し、広域観光・国際観光を推進します。

◦町内への企業誘致を進めます。
◦町内での起業を支援します。
◦高齢者を含め、幅広い年齢に対して就業支援を行います。

３-１
農林業

３-２
水産業

３-３
商工業

３-４
観光産業

３-５
企業誘致・起業、
雇用・就労
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4 自然の豊かさを感じながら
　 生活できるまちづくり

◦排出される温室効果ガスの排出量の削減に努めます。
◦公害防止のための監視・指導を強化するとともに、生活型公害の防止や適切な対

処に努めます。　
◦環境美化につながる取り組みを進め、活動を促進します。

◦新エネルギー導入の推進に向けた普及啓発を進めます。
◦公共施設における新エネルギー導入を推進します。
◦地域資源を利活用し、新エネルギーの利用を促進します。

◦町内の美しい景観をＰＲします。
◦花と緑による景観づくりを進めます。

◦からまつの森の分譲を推進します。　
◦中長期的な視野で住宅等施策を推進します。
◦個人住宅の耐震化やバリアフリーを促進します。
◦空き家や町有地に関する空き地の有効活用を促進します。
◦住宅、宅地の紹介等を通して移住・定住を促進します。

◦公園や緑地の草刈りや樹木の剪定・保全、公園にある施設や遊具の適切な維持管
理に努めます。　

◦住民の利用ニーズに沿った公園・広場・緑地づくりを進めます。

◦円滑なごみ収集を支援します。　
◦一般ごみの減量化、資源化に向けて啓発や活動を促進します。　
◦産業廃棄物の適正な処理、資源化に努めます。
◦ごみ処理及びし尿処理に関する施設の整備、管理に努めます。
◦し尿浄化槽・合併処理浄化槽が適正に管理されるよう促します。
◦感染症に関する情報収集と周知、予防や早期発見に向けた対策に努めます。
◦斎場や墓地の適切な維持管理に努めます。

◦水道の未普及区域の解消、水道施設の適切な維持管理、有収率の向上、耐震性の
強化を図ります。

◦公共下水道の整備とともに、供用開始区域での下水道管への接続とトイレの水洗
化を促進します。　

◦公共下水道の区域外での排水処理対策を進めます。
◦上下水道事業の健全経営に努めます。

４-１
環境保全

４-２
地域新エネルギー

４-３
景観

４-４
住宅、宅地

４-５
公園・広場・緑地

４-６
環境衛生

４-７
上・下水道
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5 便利で
　 安全・安心なまちづくり

◦森林の有する多面的機能を高めながら、森林の保全に努めます。
◦農地の利用集積を図り農地の確保と有効利用を進めます。
◦遊休状態の土地の活用を促進します。

◦国道・道道の整備や安全な環境づくりを国や北海道に要請します。
◦橋梁も含め町道、農林道の維持管理と長寿命化に努めます。
◦町道と農林道の道路環境の安全維持、除雪、環境保全に努めます。
◦鉄道や民間バスの路線確保と利便性の向上を促進します。
◦港湾の整備を計画的に進めます。

◦整備済みの情報インフラの維持管理に努めます。 
◦情報資産を有効に利活用します。
◦ホームページやSNS※等を通して情報発信・交流を行います。
◦インターネットを行政運営や行政サービスの提供、学校教育、地域産業などに積極

的に活用します。　
◦情報セキュリティ対策に努めます。

◦森林の崩壊や河川の氾濫、海岸災害を未然に防ぎます。
◦総合的な防災対策と災害時の体制づくり、防災意識と防災への知識の向上に努めます。
◦住民主体の防災組織の育成、災害時の情報連絡体制の充実に努めます。
◦北海道駒ヶ岳火山防災協議会と連携し、防災体制の強化に努めます。
◦救急に関する知識や技能の普及、救急時も安心な環境づくりに努めます。
◦住民や事業所等の防火意識を高めるとともに、火災に強い環境整備に努めます。
◦消防・救急に関する施設や資機材、車両の更新、消防水利の効率的な配置を進めます。
◦職員・団員の資質の向上、体制の確保に努めます。
◦国民保護計画に基づいた危機管理体制の強化に努めます。

◦交通安全に対する住民の意識を高め、交通事故を未然に防ぐ環境づくりに努めます。
◦防犯への意識を高め、防犯活動の促進、犯罪を未然に防ぐ環境づくりに努めます。

◦消費生活に関する教育の充実に努めます。
◦消費生活に関する相談体制の充実に努めます。

※自分が書いた文章や写真、動画などをインターネット上で公開したり、他の人のものを見たり、インターネッ
ト上で交流できるネットワークを利用できるサービスです。

５-１
土地利用

５-２
道路・交通・港湾

５-３
地域情報・通信網

５-４
防災・消防・救急

５-５
交通安全・防犯

５-６
消費者対策
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6 みんなで考え
　 創っていくまちづくり

◦コミュニティ活動の促進と拠点施設の維持管理に努めます。
◦住民主体によるまちづくり活動を促進します。

◦男女共同参画への理解を促すとともに、様々な分野で男女共同参画を促進します。
◦人権を尊重する意識を高め、差別やいじめの抑制に努めます。
◦差別やいじめも含め人権問題に関する相談体制の充実に努めます。

◦町の情報をより速く分かりやすく伝える広報の充実に努めます。
◦住民からの声を集める広聴の充実に努めます。
◦条例に基づき、町の情報を公開します。
◦まちづくりへの住民参画を支援します。

◦職員の人材育成に向けた取り組みを進めます。
◦迅速かつ効率的に事務事業や住民サービスを行える組織づくり、事務環境の整備

を進めます。
◦公共施設をはじめ公有財産の適正な管理と運用に努めます。
◦収納率向上のため、納付しやすい環境づくりを進めます。
◦函館市を中心とした南北海道の市町と連携した取り組みを推進します。

６-１
コミュニティ、住民活動

６-２
男女共同参画・
人権尊重

６-３
広報・広聴、
住民参画

６-４
自治体経営
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〒049-2393　　北海道茅部郡森町字御幸町144番地１
電話　01374-2-2181　　ＦＡＸ　01374-2-3244
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