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清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

第１章 基本的な考え方 

 

１．目的・背景 

 

国では、急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、

東京圏への過度の人口集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわた

って活力ある日本社会を維持していくため、まち・ひと・しごと創生法を制定しました。 

清里町においても少子高齢化の進展とともに生産年齢人口は減少傾向にあり、労働力の減少

や地域活力の低下、社会保障費の増加など様々な面での影響が懸念されています。これら人口、

経済、地域社会の課題に一体的に取り組むため、まち・ひと・しごと創生法第 10条第１項の

規定に基づき、国及び北海道が策定するまち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案しながら、清

里町まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定します。 

 

 

２．国の総合戦略の概要 

（１）人口減少と地域経済縮小の克服 

地方は人口減少を契機に、「人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小が人口減

少を加速させる」という負のスパイラルに陥るリスクが高い。 

人口減少克服・地方創生のためには、3つの基本的視点から取り組むことが重要。 

①「東京一極集中」の是正 

②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現 

③地域の特性に即した地域課題の解決 

（２）まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立 

①しごとの創生 

若い世代が安心して働ける「相応の賃金、安定した雇用形態、やりがいのあるしごと」と

いう「雇用の質」を重視した取組が重要。 

②ひとの創生 

地方への新しい人の流れをつくるため、若者の地方での就労を促すとともに、地方への移

住・定着を促進する。 

安心して結婚・出産・子育てができるよう、切れ目ない支援を実現する。 

③まちの創生 

地方で安心して暮らせるよう、中山間地域等、地方都市、大都市圏等の各地域の特性に即

して課題を解決する。  
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清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

（３）まち・ひと・しごとの創生に向けた政策５原則 

①自立性 

構造的な問題に対処し、地方公共団体、民間事業者、個人等の自立につながる。 

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り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支援。国は支援の受け手側の視点に立って支援。 

④直接性 

最大限の成果をあげるため、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。 

 

（４）国と地方の取組体制と PDCA の整備 

①５か年計画の策定 

国と地方公共団体ともに、５か年の戦略を策定・実行する体制を整え、アウトカム指標を

原則とした重要業績評価指標で検証・改善する仕組みを確立。 

 

②データに基づく、地域ごとの特性と地域課題の抽出 

国はデータに基づく地域経済分析システムを整備し、各地方公共団体は必要なデータ分析

を行い、地域課題等を踏まえた「地方版総合戦略」を策定。 

 

③国のワンストップ型の支援体制等と施策のメニュー化 

国は関係府省庁で統一のワンストップ型執行体制の整備に努め、各地域が必要な施策を選

択できるよう支援施策をメニュー化し、人的支援も実施。 

 

④地域間の連携推進 

国は新たな「連携中枢都市圏」や定住自立圏の形成を進め、各地方公共団体は、地域間の

広域連携を積極的に推進。 
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清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

（５）政策の基本目標 

基本目標１ 地方における安定した雇用を創出する 

2020 年までの５年間の累計で地方に 30万人分の若者向け雇用を創出。 

 

基本目標２ 地方への新しいひとの流れをつくる 

2020 年に東京圏から地方への転出を４万人増、地方から東京圏への転入を６万人減少さ

せ、東京圏から地方の転出入を均衡。 

 

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 

2020 年に結婚希望実績指標を 80％、夫婦子ども数予定実績指標を 95％に向上。 

 

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

「小さな拠点」の整備や「地域連携」を推進する。目標数値は、地方版総合戦略の状況を

踏まえ設定。 

 

 

３．清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略の位置づけ 

（１）清里町人口ビジョンとの関係 

清里町の人口ビジョンで示した「総人口の推計結果（清里町独自仮定による推計）」を基に、

「総人口の将来展望（目標人口）」を実現するために必要な施策・事業を体系的に整理し、数

値目標とともに示すのが清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略です。 
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清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

（２）清里町総合計画との関係 

清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略は、清里町総合計画に示されているまちづくりのテ

ーマや基本目標を基に、人口減少問題対策に特化した施策・事業を数値目標とともに示す計画

です。 

住民の意識や意向、各種団体などの意見や庁内各課における施策・事業の評価を基に新規事

業を立案し、清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略に盛り込むとともに、清里町総合計画に

反映します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）国・北海道の総合戦略との関係 

清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略は、国の総合戦略で示されている基本方針や今後の

施策の方向を勘案し策定します。また、道が策定する総合戦略である「北海道創生総合戦略」

を勘案して策定するとともに、清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略における施策・事業の

実施においては「北海道創生総合戦略」で示される施策・事業と連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

清里町総合計画 

清里町の将来像やまちづくりの目標を明確

にし、その目標の実現に向かって行動する

ための活動指針。本町のすべての計画の基

本となる最上位計画。 

清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

清里町総合計画のテーマや基本目標を基

に、人口減少問題対策を行うための施策・

事業を数値目標とともに示す計画。 

新規事業を実
施計画に反映 

人口減少問題
対策に特化し
た施策・事業 

まちづくりの
指針に整合 

人口減少対策のための新規事業 

清里町人口ビジョン 

清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

まちづくりのテーマ 
基本目標 

基本構想に実現に 
向けた各種施策 

基本計画の実現に 
向けた具体的事業 
 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

勘案・連携 

国の総合戦略 

 

○基本的な考え方 

○政策の企画・実行に当たっての基本方針 

○今後の施策の方向 

北海道創生総合戦略 

 

○北海道創生重点戦略 

○基本戦略 

○効果的な進捗管理 

勘案して策定 

勘案して 

策定 
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清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

４．計画策定体制 

 

（１）清里町総合戦略推進委員会 

清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定にあたっては、町民をはじめ、産官学金労

等といった、地域の様々な分野で活躍されている方々の参画による「清里町総合戦略推進委

員会」を設置し、その方向性や具体案を検討するとともに、広く町民の意見を反映させた計

画づくりを行います。 

 

（２）清里町総合戦略策定本部（庁内体制） 

町長を本部長として「清里町総合戦略策定本部」を設置するとともに、関係課長等で構成

する「庁内本部会議」を設け、全庁的な横断体制を確立した上で総合戦略の策定を行います。 

また、総合戦略策定後は、清里町総合戦略策定本部が施策・事業の推進と進行管理を行い

ます。 

 

（３）ワーキンググループ 

関係部署等で構成するワーキンググループを置き、計画立案に関する課題の掘り起こしや

新たな施策の検討等を行います。 

 

（４）議会 

総合戦略の策定にあたっては、議会と執行機関が車の両輪となって推進していくことが重

要であることから、総合戦略の策定や効果検証の段階ごとに、常任委員会等の場において十

分な審議が行われるようにします。 

 

《計画策定体制イメージ図》 

 

  
議  会 

町  長 
清里町総合戦略策定本部 

清里町 

清里町総合戦略推進委員会 
・町民代表 

・産官学金労等 

町民・各種団体等 
・町民意識調査 

・地域懇談会 

・まちづくりフォーラム 

問題提起 

意見・提案 

意見・提案 報告 

参加 

情報提供 

意見 

施策提示 方針指示 

庁内本部会議 

施策 方針 

担 当 課 

ワーキンググループ 
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清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

P 

D 

C 

A 

５．計画の期間 

 

清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略の計画期間は、平成 27 年度から平成 31年度まで

の５年間とします。 

 

 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

第５次清里町総合計画 

          

          

清里町 
まち・ひと・しごと創生 

総合戦略 

          

 

 

６．目標設定と進捗管理 

 

本計画では、戦略に盛り込む政策分野ごとに基本目標を設定するとともに、具体的な施策に

ついては、客観的な重要業績評価指標（KPI）を設定します。 

また、計画・実行・評価・改善という PDCA サイクルを確立し、効果的な戦略を策定し着

実に実施するとともに、実施した施策・事業の効果を検証し、必要に応じて総合戦略を見直す

こととします。 

 

《PDCA サイクルのイメージ》 

 

 

 

 

PLAN（計画） 

清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

DO（実行） 

施策・事業の実施 

ACTION（見直し・改善） 

必要に応じて、清里町まち・ひと・ 

しごと創生総合戦略を見直し 

CHECK（評価） 

施策・事業の進捗状況の把握・評価 

清里町 
まち・ひと・しごと創生 

総合戦略 

基本計画 基本計画 

基本構想 
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清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

第２章 清里町の課題 

 

１．自然動態の課題 

（１）自然動態の状況 

本町における出生数は、平成 22～26 年の５年間で平均 35.8 人／年となっていますが、

死亡数は平均 64.2人／年で、平均すると毎年 28.4 人の自然減となっています。 

人口ビジョンによる人口推計結果をみると、本町は高齢者が今後も増加することが予想され

ており、死亡数は徐々に増加すると考えられます。 

また、生産年齢人口における女性人口は減少することが予想されているため、このままでは

出生数の増加は見込み難い状況にあります。 

 

（２）結婚の課題 

近年、未婚率は上昇が顕著になっており、平成 22 年における男性の未婚率は、35 歳未満

では全国・北海道よりも低い状況ですが、35 歳以上は全国・北海道とほぼ同等となっていま

す。女性の未婚率は、すべての年代で全国・北海道よりも低くなっているものの、30～34歳

は未婚率が上昇傾向にあります。 

アンケート調査によると、将来結婚するつもりのない人は約 13%にとどまっているものの、

将来の結婚について「わからない」と回答している人が約 40%存在しています。 

価値観が多様化している現在では、結婚に対する考え方は人によって異なると考えられます

が、アンケート調査で未婚理由の上位となっている「結婚したいと思える相手との出会いがな

い」ことや「出会う機会、きっかけがない」といった課題の改善によって未婚率は改善すると

考えられます。 

 

（３）出産・育児の課題 

アンケート調査における「理想とする子どもの数」は 2.45 人で合計特殊出生率（１人の女

性が一生の間に産む子どもの平均数）の 1.58 を大きく上回っている状況です。 

アンケート調査によると、理想とする子どもの数を実現するために不安になることとして、

「子育てや教育にお金がかかりすぎる」が最も回答が多くなっていますが、町が力を入れるべ

き育児サービスとしては「妊産婦医療や小児医療体制の充実」や「保育所（認定こども園）な

どの施設設備の充実」が上位回答にあげられています。 

今後出生数を増やしていくためには、子育てにおける経済的負担の軽減もさることながら、

医療環境の充実や子育て支援施設のさらなる拡充も課題であると考えられます。 
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清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

２．社会動態の課題 

（１）社会動態の状況 

本町の社会動態を平成22～26年の５年間でみると、転入者数の平均155.8人／年に対し、

転出者数は平均 179.8 人／年で、平均すると毎年 24.0 人の社会減となっています。しかし、

近年は社会減が抑制されてきており、平成 26年には転入が転出を 2 人上回る社会増となって

います。 

社会動態を年齢階級別にみると、15～19歳及び 50 歳前後の年代で大きく転出超過となっ

ていますが、25～29 歳で転入超過となっています。今後は 25～29 歳の転入だけでなく、

30 歳以上の年代においても転入を増加させていくとともに、50 歳前後の年代における転出

超過を抑制していくことが必要になると考えられます。 

 

（２）移住・定住対策における課題 

アンケート調査によると、町外に移り住みたいと回答している人は約 13%となっており、

特に 30歳未満でその割合は高く、20～24歳では約 27%となっています。 

町外に移り住みたい理由は、「日常の買い物が不便だから」及び「医療・福祉サービスや施

設が充実していないから」が上位回答となっており、買い物環境と医療・福祉の充実を求める

声が多い状況です。 

住宅整備の観点では、本町には民間の賃貸住宅が極端に少なく、公営住宅や空き家バンクが

あるものの所得などの制約で入居できないこともあり、転入や移住の妨げになっています。 

交流人口増加の観点では、本町の知名度向上とともに滞在型観光の構築が課題となっており、

道内外に向けてのPR活動や豊かな観光資源を活用した観光メニューの充実を図っていく必要

があります。 

 

（３）雇用における課題 

本町の基幹産業である農業は就業者数が減少傾向にあるとともに、今後は高齢化の進展が懸

念されています。 

今後も農業による雇用力を維持していくためには、「食の安全」に対応した安心・安全で品

質の高い農業への取り組みをさらに進めていくとともに、新規就農者支援や農業研修生の受け

入れによる農業就業者対策や新たな農業への取り組み、さらに６次産業化の取組拡大が必要と

なっています。また、大規模経営による企業化・法人化による安定した雇用の確保も期待され

ます。 

商工業においては、町内事業者の事業活動への支援を継続するだけでなく、本町の豊かな自

然や景観を有効活用し、観光を基軸とした新たな事業展開など雇用環境の多様化を図っていく

必要があると考えられます。 
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清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

第３章 基本目標と施策の体系 

 

１．基本目標 

基本目標１ 地域における安定した雇用を創出する 

基幹産業である農業の振興や、地域の優位性でもある豊かな自然と観光資源を活かした産業

振興を図り、若い世代にとって「魅力」や「やりがい」のある仕事を創出し、安定した雇用を

確保します。 

 

基本目標２ 地域への新しいひとの流れをつくる 

広大な自然や豊かな食など、本町の優れた地域資源を国内外に広く発信し、体験型観光拠点

の整備を図りながら、観光客や移住者の増加を図るとともに、民間の住宅を活用するなど定住

の促進を図り、新しいひとの流れを創出します。 

 

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 

若い世代の「結婚して子どもを産み育てたい」という希望をかなえるため、結婚・妊娠・出

産・子育てにおける切れ目のない支援を行い、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを

進めます。 

 

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

職業や年齢に関わらず、だれもが安全で安心して住み続けられるまちづくりを進めるととも

に、職業や立場を問わず、町内の様々な世代が交流し、人や企業・団体、町の協働によるまち

づくりを推進します。また、広域連携等を通じて、近隣市町村との連携を深めていきます。 
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清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

２．施策の体系 

 
 

基本目標１ 地域における安定した雇用を創出する 

    

   （１）まちの未来を創る産業の振興 

   （２）焼酎を始めとする地場産品事業の拡大とブランド強化 

   （３）活気ある起業・就労環境の構築 

    

基本目標２ 地域への新しいひとの流れをつくる 

    

   （１）豊かな地域資源を活かした新たな観光メニューの創出 

   （２）多様な人的交流の創出 

  
 

（３）移住・定住の推進を図るためのプロモーション強化 

  
 

 

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 

  
 

 

  
 

（１）多様なニーズに対応する出産・子育て環境づくりと支

援対策の充実 

  
 

（２）児童・生徒の健全な成長を促す教育環境の充実 

  
 

（３）結婚・出産への総合的な支援 

  
 

 

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

  
 

 

  
 

（１）町民（だれもが）が安心して暮らせるまちづくり 

  
 

（２）支援を必要としている人が安心できるまちづくり 

  
 

（３）地域活動の充実と町民参画 

  
 

（４）安定した地域生活の確保 
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清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

第４章 具体的な施策 

 

基本目標１ 地域における安定した雇用を創出する 

 

基本目標 

指 標 基準値 数値目標 

農家戸数 
２１２戸 

（平成 26 年度） 
２００戸 

（平成 31 年度） 

町内事業者数 
１７４事業者 

（平成 24 年度） 
１６０事業者 

（平成 31 年度） 

基本的方向 

○ 法人育成の支援や複合経営による経営安定化を図り、農業経営体の体質強化と安定に向

けた取り組みを推進します。 

○ 森林資源の高付加価値化と従事者の雇用を促し、林業施策の安定を図ります。 

○ 産地ブランド化の推進強化と清里焼酎や小麦を活かした特産品の付加価値の向上を目指

します。 

○ 若い世代やＵターン者をはじめ、幅広い就業機会の創出と支援・強化を行います。 

 

（１）まちの未来を創る産業の振興 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

平均新規就農者数 
５人 

（平成 2１～２５年度） 
５人 

（平成２７～31年度） 

耕地面積 
８，４４９ha 

（平成 26 年度） 
８，４００ha 

（平成 31 年度） 

事業内容 

農業分野における法人化の推進 

○ 複数戸による法人化の支援 

事業内容 

経営支援組織（コントラクター）の検討 

○ 農作業請負の体制づくり 

事業内容 

農作業人材バンクの検討 

○ 畑作ヘルパーの育成・普及 

○ 清里農業に適するモデル事例の導入検討 
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清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

事業内容 

農業後継者の育成 

○ 農業後継者組織等による自主的な活動への支援 

○ 農業後継者の配偶者対策 

事業内容 

女性の農業への参画支援 

○ 農業関連組織への女性登用促進 

事業内容 

新規就農対策 

○ 新規就農に係る受入体制の整備 

○ 農業研修生受入支援策の充実 

事業内容 

営農の継続推進 

○ 熟年営農者による営農形態の検討 

 事業内容 

森林資源の効率的な循環型利用の構築 

○ 整備計画に基づく町有林の有効的活用 

○ 公共施設などへの地域材の積極的利用 

 

（２）焼酎を始めとする地場産品事業の拡大とブランド強化 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

清里焼酎販売額 
６６，１１１千円 

（平成 26 年度実績） 
８５，０００千円 
（平成 31 年度） 

町内特産品に係る清里産小麦使用量 
７ｔ 

（平成 26 年度実績） 
１０ｔ 

（平成 31 年度） 

事業内容 

焼酎の販路維持・拡大 

○ 卸、小売店等への営業強化 

○ 道内都市圏、首都圏への営業強化 

○ 購買層や商品志向等の市場動向のマーケティングによる消費者調査 
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清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

事業内容 

焼酎の消費拡大に向けた PR 

○ 町外イベントへの積極的参加 

○ メディアへの露出拡大 

○ コンクールへの応募による受賞宣伝及び活用 

○ 町全体でのブランド発信 

事業内容 

焼酎の安定的な供給体制（ヒト・モノ）の整備 

○ 清里産じゃがいも等原材料の安定確保 

○ 余裕のある在庫量の常時確保 

○ 消費拡大に対応するための管理・供給体制の整備 

○ 供給体制を維持するための雇用の確保 

事業内容 

地域農産物の活用、推進 

○ 農産物加工品等の開発支援 

○ ６次産業化への取り組みに対する支援 

○ 小麦等を活かした特産品の推進・開発・支援 

○ 近隣市町村連携による地場産品の販売促進 

 

（３）活気ある起業・就労環境の構築 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

新規出店舗数 
０店 

（平成 26 年度実績） 
３店 

（平成 27～31年度累計） 

地域おこし協力隊人数 
２人 

（平成 27 年度実績） 
２人 

（平成 31 年度末） 

事業内容 

空き家・空き店舗を活用した販売活動などの支援 

○ 店舗出店等補助制度の改善・見直し 

事業内容 

Ｉターン・Ｕターンの促進に向けた支援 

○ 雇用拡大奨励金の検討 

○ 起業者支援の強化充実 
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清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

事業内容 

観光事業（観光ガイドなど）への支援 

○ 観光計画の策定 

○ 観光協会との連携強化 

○ 清里のイメージづくりの構築 

事業内容 

ＩＣＴを活用した雇用創出 

○ 企業誘致の推進 

○ テレワーク事業の検討 

事業内容 

林業従事者の雇用の安定と支援 

○ 林業作業従事者の長期就労の促進・退職金共済制度への支援の継続 

○ 造林作業員への新たな支援制度の検討 

○ 木材加工などに係る新技術導入への支援 

事業内容 

資格取得に向けた支援 

○ 町民の就業に際する資格取得の支援 

○ 斜網地域通年雇用促進協議会事業の継続 

事業内容 

有資格者の待遇改善 

○ 国家資格者（看護・介護等）雇用助成 

○ 技能を持つ地域おこし協力隊員の募集 

事業内容 

町内雇用情報の集約、情報発信 

○ きよさと人材バンク設立の検討 

○ 移住定住情報と雇用情報の集約 

○ だれもが利用しやすい情報窓口の確立 

事業内容 

就労マッチングの仕組み構築 

○ 農業分野と土木・建築分野等の連携 

○ 耕畜連携事業の取組 
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基本目標２ 地域への新しいひとの流れをつくる 

 

基本目標 

指 標 基準値 数値目標 

交流人口数 
３７０千人 

（平成 26 年実績） 
４８０千人 

（平成 31 年） 

転入者数 
１５２人 

（平成２４～26年平均） 
１６０人 

（平成 31 年） 

基本的方向 

○ 住民との協働による豊かで美しい農村景観づくりを行います。 

○ 多様な交流に対応できる環境を整え、交流人口の増加と新たな交流の創出を図ります。 

○ 清里町における生活情報の発信強化を行い、幅広い分野で移住定住者を呼び込みます。 

 

（１）豊かな地域資源を活かした新たな観光メニューの創出 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

観光ガイド養成人数 ― 
５人 

（平成 31 年度） 

体験型観光メニュー数 ― 
５件 

（平成 31 年度） 

事業内容 

農村景観保全、景観形成のための活動支援 

○ コスモスロードの取り組みに対する支援 

○ 農村景観保全活動に対する支援 

○ 滞在型施設・環境の整備 

○ 「日本で最も美しい村」連合加入に向けた取り組み 

事業内容 

体験型観光メニューの創設 

○ 体験型観光拠点の整備 

○ 斜里岳を活かした観光メニューの展開 

○ ウォーキング・トレッキング・サイクリングを活用した観光メニューの展開 

○ グリーンツーリズムの推進 

○ 星空観測ツアーの実施 

事業内容 

冬の観光メニュー強化 

○ スノートレッキング・かんじきウォーキングの展開 

○ 雪合戦・アイスキャンドルづくりなどの冬期レクレーション事業の推進 

○ スキー・スケートの体験 PR 
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清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

事業内容 

隣接観光地と連携したツアー企画 

○ 外国人観光客の誘致及び受け入れ体制の整備 

○ 広域型体験観光の取り組み 

事業内容 

観光ガイド養成 

○ 斜里岳登山ガイド養成への支援 

○ きよさと観光ガイド養成への支援 

事業内容 

観光イベントの推進 

○ ふるさと産業まつり等の展開 

○ きよさとマルシェ開催に向けての支援 

○ きよさと焼酎を柱とするイベントの展開 

事業内容 

オリジナル商品等の開発 

○ 「清里グッズ」の開発・販売 
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清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

（２）多様な人的交流の創出 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

外国人宿泊者数 
３３９人 

（平成 26 年度） 
４５０人 

（平成 31 年度） 

スポーツ合宿誘致数 
５団体 

（平成 26 年度） 
８団体 

（平成 31 年度） 

事業内容 

スポーツ文化を通じた合宿・研修の支援 

○ スポーツ合宿等誘致支援事業の実施 

事業内容 

国際交流の推進 

○ 清里高校生海外派遣研修事業の推進 

○ 交換留学生事業の推進 

○ 無料Wi-Fiスポットの整備 

事業内容 

専門的な知識を持った人材の登用 

○ 外国人英語講師招へい事業の継続 

事業内容 

国内（都市農村）交流推進 

○ 埼玉県鶴ヶ島市との交流促進 

○ 関連性のある地域との交流推進 

事業内容 

清里応援事業の拡大 

○ ふるさと会と連携した都市圏への PR 

○ ふるさと大使による観光特産品の PR 

○ ふるさと応援団、ふるさと PR 隊への支援 
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（３）移住・定住の推進を図るためのプロモーション強化 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

転入世帯数 
７６世帯 

（平成２４～26年平均） 
８０世帯 

（平成２７～３１年平均） 

移住お試し住宅の利用者数 
６３人 

（平成 26 年度） 
９０人 

（平成 31 年度） 

清里町ＨＰの年間アクセス数 
１３，４３７PV/月 
（平成 26 年度） 

１５，０００PV/月 
（平成 31 年度） 

事業内容 

アンテナショップの活用 

○ どさんこプラザ等のアンテナショップ利活用の推進 

事業内容 

住宅用分譲地の開発・拡充 

○ 分譲地整備の継続 

事業内容 

新たな住宅整備に向けた支援 

○ 民間賃貸住宅建設助成事業の実施 

○ 移住お試し住宅の継続・拡充 

○ 空き家バンク事業の推進 

○ 高齢者向け住宅の整備 

事業内容 

きよさとを満喫できる環境の整備 

○ 交流活動施設を拠点とした情報発信・体験メニューの提供 

○ 若年女性を対象としたメニューの構築 

事業内容 

SNSの活用 

○ Facebook・Twitter 等 SNSを活用した町の情報発信 

○ 若年女性に魅力ある情報の発信 

事業内容 

特色ある移住定住 

○ ふるさとリターン支援の検討 

○ 札弦・緑市街地の活性化推進 
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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 

指 標 基準値 数値目標 

出生数 
３６人 

(平成２４～26年平均) 
３８人 

（平成 31 年） 

基本的方向 

○ 妊婦に対する支援強化を推進し、子どもを産み育てやすい環境の整備を図ります。 

○ 次世代を担う若者たちの婚活を応援します。 

○ 児童・生徒の学力向上とグローバル社会に対応できる多様な学習の場を創出します。 

 

（１）多様なニーズに対応する出産・子育て環境づくりと支援対策の充実 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

待機保育希望者率 
０% 

（平成 27 年度） 
０% 

（平成 31 年度） 

学童保育希望者利用率 
１００% 

（平成 27 年度） 
１００% 

（平成 31 年度） 

事業内容 

保育事業の充実 

○ 子ども・子育て支援事業の推進 

○ 子育て支援センター事業の充実 

○ 子育てヘルパー派遣事業（家事育児支援）の検討 

○ 学童保育（なかよしクラブ）の充実 

事業内容 

子育て世帯支援の充実 

○ 任意予防接種費用に対する助成の充実 

○ ひとり親家庭医療助成事業の推進 

○ 子育て支援医療助成事業の推進 

○ 子育て支援保育料補助事業の推進 

○ 紙おむつ用ごみ袋助成事業（0～2 歳、転入者含む）の検討 

○ 耐久性のある育児用品のリユース事業の検討 
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事業内容 

子育て相談体制の充実 

○ 健診及び訪問、各種事業における相談支援の充実 

○ 子どものカウンセリングの充実 

○ 育児不安軽減事業及び母子保健との連携による養育支援の推進 

○ 教育支援専門員による相談体制の強化 

事業内容 

子育てをしながら仕事ができる職場の確保 

○ 産前産後休暇・育児休業制度の町民への周知 

事業内容 

子どもの遊び場・つどい・交流の場の確保 

○ 町内１公園、４広場の維持管理、遊具更新、施設修繕の推進 

 

（２）児童・生徒の健全な成長を促す教育環境の充実 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

小学生で授業以外に普段１日あ
たり「１時間以上」勉強している
割合 

４１．４％ 
（平成 21～26年度平均） 

６０．０％以上 
（平成 3１年度） 

小学生で地域の行事に参加して
いる割合 

７９．１％ 
（平成 21～26年度平均） 

８０．０％以上 
（平成 31 年度） 

教育機器（タブレット端末）を 
小中学生徒が活用する割合 

１台あたり２．０７人 
（平成２６年度） 

１台あたり１人 
（平成３１年度） 

事業内容 

学校教育環境の整備 

○ 特別支援教育支援員（学習支援員・生活支援員）の配置強化による安心して学べる教育

環境の維持 

○ 教育支援専門員配置事業の推進 

○ 町単費による教職員配置の推進 

○ 少人数指導による確かな教育の確保 

○ 通学路等の安全確保（防犯カメラの設置等） 

○ 就学援助による就学支援の充実 

○ 学校図書館司書の配置等による読書活動の充実 

○ 学校情報端末機器整備事業の推進 

○ コミュニティスクールの導入 
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事業内容 

学力向上の推進 

○ 親子（算数・国語）教室による家庭学習機会の普及啓発 

○ 家庭学習の手引きの作成・配布による家庭学習機会の普及啓発 

○ 公設民営塾の開塾の検討 

事業内容 

グローバル社会に対応した国際理解教育の推進 

○ 清里中学校全生徒が英検を受験する特色ある学校づくりの推進 

○ 清里高校海外派遣研修事業の推進 

○ 交換留学生事業の推進 

○ 外国人英語講師招へい事業の推進 

○ 幼児期から高校生までの国際理解教育の推進 

事業内容 

現代的課題に対応した学習機会の充実 

○ 家庭教育・子育て支援に関する学習機会の提供 

○ 自然・生活体験等各種体験活動の充実 

○ 食育の推進（学習活動・地場産品の給食への活用等） 

○ 奨学資金制度の拡充の検討 

事業内容 

清里高校支援事業の充実 

○ 清里高校存続に向けた各種支援事業の強化 

事業内容 

食による健康の推進 

○ 生涯を通じた食の健康づくりの取り組み 

事業内容 

小、中、高連携事業の推進 

○ 小中高校連携による学習サポート体制の強化 

○ 小中高校一貫によるキャリア教育の推進 
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（３）結婚・出産への総合的な支援 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

合計特殊出生率 
１．５８ 

（平成 2６年度） 
１．６８ 

（平成３１年度） 

婚姻数 
１４．６組 

（平成２４～26年平均） 
１７組 

（平成 31 年） 

 

事業内容 

出会いの場創出事業（お見合いパーティ等） 

○ 恋愛・結婚応援セミナーの検討 

○ 街コン開催の検討 

○ 婚活プロジェクトの検討 

事業内容 

新婚向け住宅支援事業 

○ 民間賃貸住宅建設助成事業の実施 

事業内容 

広域連携による結婚支援 

○ オホーツク少子化対策圏域協議会/オホーツク結婚支援ネットワークワーキング会議 

（主催：オホーツク総合振興局）への参画 

○ オリジナル婚姻届・出産届事業の検討 

事業内容 

若者の活動団体の充実 

○ 団体活動の周知及び支援 

事業内容 

安心・安全な出産への支援 

○ 母子・父子手帳の交付及び母子手帳交付時中期における面接 

○ こんにちは赤ちゃん教室（両親学級）の推進 

○ 出産支援（産前産後）ヘルパー事業の検討 

事業内容 

出産に対する助成の充実 

○ 妊婦一般健康診査・超音波検査受診に対する助成事業の推進 

○ 妊婦健診に伴う交通費助成の検討 

○ 災害時における搬送支援の強化 

○ 不妊不育治療に要する医療費助成の検討 
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基本目標４ 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域

を連携する 

 

基本目標 

指 標 基準値 数値目標 

転出者数 
１６９人 

（平成２４～26年平均） 
１６０人 

（平成 31 年） 

基本的方向 

○ 高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるよう、施策の充実を図りま

す。 

○ 住民協働の活動に支援を行い、安心な暮らしの推進を図ります。 

○ 医療福祉確保の充実を図り、安心な地域の確保に努めます。 

○ すべての世代において安心で多様な住まいの確保を図ります。 

 

（１）町民（だれもが）が安心して暮らせるまちづくり 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

健康寿命（男性） 
６４．７歳 

（平成 22 年度） 
６６歳 

（平成 31 年度） 

健康寿命（女性） 
６６．５歳 

（平成 22 年度） 
６８歳 

（平成 31 年度） 

特定健康診査検査項目 
２５項目 

（平成 26 年度） 
３５項目 

（平成 31 年度） 

事業内容 

災害時における生活支援 

○ 防災情報の内容充実 

○ 災害弱者名簿の整理 

○ 要支援者名簿の整理 

事業内容 

検診体制の充実 

○ 特定健康診査の検査項目の充実及び個別検診の検討 

○ 他の事業所・団体の健診に対する助成の検討 

○ PET がん検診に対する助成の検討 

事業内容 

運動教室等の充実 

○ 運動教室の推進（健康づくり事業） 
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事業内容 

高齢者の生きがいづくりの充実 

○ 健幸づくりサークルへの支援 

○ ふまねっと事業の推進 

○ 高齢者の就業機会の創出 

○ ことぶき大学の充実 

○ 老人クラブの支援 

 

（２）支援を必要としている人が安心できるまちづくり 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

救急医療情報キット交付数 
１１１件 

（平成 26 年度） 
２５０件 

（平成 31 年度） 

事業内容 

高齢者・障がい者等、生活弱者の安心安全の確保 

○ 光テレビ電話相談事業の推進 

○ 高齢者向け予防接種の支援 

○ 検診事業の実施及び各種相談、家庭訪問、保健指導の充実 

○ 高齢者見守り事業の推進 

○ 福祉サービス事業の推進 

○ 高齢者等の暖房費等支援事業の推進 

○ 難病者等の福祉の向上 

○ 斜里地域子ども通園センター通園費補助事業の推進 

○ 高齢者等除雪困難者に対する支援事業の推進 

○ 障がい児保育の充実 

○ 重度心身障がい者医療費給付事業の推進 

○ 町民の介護職への就労及び支援の促進 

○ 高齢者等の安全快適な外出支援の検討 

○ 介護老人保健施設きよさとの運営 

事業内容 

福祉団体への支援 

○ 斜里地域子ども通園センター運営費の負担継続 

○ 特別養護老人ホーム清楽園への支援 

○ 社会福祉協議会への支援 
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事業内容 

福祉医療従事者の人材確保 

○ 福祉医療従事者人材確保事業の推進 

○ 奨学金制度の活用による人材の確保 

○ 人材確保に係る住宅及び保育環境の充実 

事業内容 

在宅医療の充実（医科・歯科） 

○ 訪問医療推進の検討 

 

（３）地域活動の充実と町民参画 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

まちづくりフォーラム参加者 
２９人 

（平成 27 年度） 
５０人 

（平成 31 年度） 

域学連携大学数 
０校 

（平成 26 年度） 
２校 

（平成 31 年度） 

事業内容 

地域における見守り体制の構築 

○ SOSネット体制の確立 

事業内容 

安心安全のまちづくりの確保 

○ 子ども１１０番の家の充実 

○ 関係機関と連携した交通安全・防犯の取組促進 

事業内容 

コミュニティ活動等への支援 

○ まちづくり出前講座の推進 

○ まちづくり地域活動推進事業交付金による支援 

○ 若者支援事業の拡大 

○ ワークショップなどを通じた町民参画の充実 

○ シニア世代（60歳～70歳位）の社会活動の促進と就労情報の提供 

事業内容 

住民との協働によるまちづくり 

○ まちづくり対話懇談会の推進 

○ まちづくり住民大会の推進 

○ 花と緑と交流のまちづくり事業の継続・見直し 
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事業内容 

域学連携による地域活動の支援 

○ 東京農業大学等の連携、インターンシップの受け入れによるまちづくり事業の検討 

 

（４）安定した地域生活の確保 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 数値目標 

民間による賃貸住宅建設戸数 ― 
２０戸 

（平成 27～31年度） 

高齢者向け住宅整備 ― 
１棟 

（平成 27～31年度） 

事業内容 

地域交通の確保 

○ 交通困難者の支援 

○ 生活交通の確保 

事業内容 

住宅環境の整備 

○ 民間賃貸住宅建設助成事業の実施 

○ 公営住宅建設事業の実施 

○ 公営住宅住環境整備事業の実施 

○ ケアハウスなど高齢者向け住宅整備の促進 

事業内容 

医療体制及び救急医療体制の確保 

○ 地域医療体制の整備 

○ 救急医療体制づくり事業の推進 

事業内容 

公共施設・インフラの整備、長寿命化の推進 

○ 公共施設等総合管理計画の策定 

○ 広域アクセス道路（主要幹線）や生活道路の計画的な整備・維持管理 

○ 安定した上下水道の供給・整備 

○ 再生可能エネルギーの整備推進 

○ 住生活基本計画の策定検討 

○ 都市再生整備計画事業の実施 
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