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１ はじめに

国では、2008 年から始まった日本の人口減少が、今後、加速度的に進むと想定されるこ

とから、人口問題を主要課題と捉え、人口減少の克服と地域の活性化をあわせて行うこと

により、将来にわたって活力ある社会を維持していくことを喫緊の課題としています。

こうした中、国は「まち・ひと・しごと創生法」（以下「法」という。）に基づき、2014

年に「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

（以下「総合戦略」という。）を策定し、人口の現状及び将来の見通しを踏まえた上で、ま

ち・ひと・しごと創生に関する取組みを、総合的かつ計画的に実施しているところです。

そして、斜里町においても、2016 年 2 月に「斜里町人口ビジョン」及び「斜里町まち・

ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、地方創生の取組みを進めてきました。

第 2 期の策定にあたり、国・道の人口ビジョン及び総合戦略では、ともに現行の枠組み

を維持しながら必要に応じた施策の拡充を図っていることから、当町においても、第 1 期

総合戦略の枠組を継承しつつ、その進捗状況や上位計画である第 6 次斜里町総合計画を勘

案し、新たな課題や社会情勢の変化に的確に対応できる施策の内容などを見直し、切れ目

のないよう策定を行います。

２ 策定の背景等

（１）国・北海道との関係

法において、市町村が地域の実情に応じた「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を、国及び都道府県の策定する総合戦略を勘案して定めるよう求められています。

斜里町では、国及び北海道の総合戦略の趣旨を踏まえつつ、時点修正により改訂し

た人口ビジョンをもとに、第 2 期総合戦略を策定し、今後のめざすべき将来の目標と

施策の方向を示しています。

（２）位置づけ

町の総合戦略は、法第 10 条に基づく、当町のまち・ひと・しごと創生に関する基

本的な計画として位置づけます。

（３）対象期間

町の総合戦略の対象期間は、2020 年度から 2024 年度までの 5 年間とします。

第１章 基本的な考え方

1



３ 国及び北海道の総合戦略

（１）国の総合戦略

国の総合戦略においては、人口減少と地域経済縮小の克服に向けて、4 つの基本目

標に向けた取組みを実施するにあたり、新たな視点に重点を置いた施策を掲げていま

す。

１ 国の総合戦略の基本的な考え方

（１）人口減少と地域経済縮小の克服

○ 「東京一極集中」を是正する

○ 若い世代の就労・結婚・子育ての希望を実現する

○ 地域の特性に即して地域課題を解決する

（２）まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立

「しごと」が「ひと」を呼び込む好循環を確立するとともに、その好循環を支える

「まち」に活力を取り戻す。

○ 地域経済の活性化、産業の高付加価等による「しごとの創生」

○ 地方就労の促進や移住定住促進等による「ひとの創生」

○ 安心できる暮らしの確保や都市のコンパクト化、広域連携等による「まちの創生」

２ 「まち・ひと・しごと創生」政策５原則

（１） 自立性

（２） 将来性

（３） 地域性

（４） 直接性

（５） 結果重視

３ ４つの基本目標と地方創生版・三本の矢

＜基本目標１＞ 地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする

＜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

【第２期における新たな視点】

① 地方へのひと・資金の流れを強化する

② 新しい時代の流れを力にする

③ 人材を育て活かす

④ 民間と協働する

⑤ 誰もが活躍できる地域社会をつくる

⑥ 地域経営の視点で取組む

＜地方創生版・三本の矢＞

「情報支援」、「人材支援」、「財政支援」
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（２）北海道の総合戦略

北海道の総合戦略においては、第 1 期の効果検証等を踏まえ、「2040 年に 460 万人

～450 万人の人口を維持する」との長期展望に立った総合戦略がめざす姿を設定し、

その実現に向けて、「一人ひとりの希望をかなえる」、「安心して暮らせる豊かな地域を

つくる」、「活力ある産業・雇用をつくる」、「多様な連携により地域の活力をつくる」

の４つの基本方向に沿った施策を掲げています。

１ 北海道の総合戦略の基本的な考え方

北海道で暮らす幅広い世代のみならず、道外在住の北海道を愛する方々など、北海道に

関係するあらゆる人たちが集い、つながるとともに、未来に向けた挑戦ができる期待感に

あふれた大地で、人口減少下においても心豊かに幸せに暮らし続けられるような、包容力

のある北海道の実現をめざす。

【めざす姿：幅広い世代が集い、つながり、心豊かに暮らせる包容力のある北海道】

２ 取組の基本方向

「めざす姿」の実現に向けての４つの取組による基本方向。

■ 一人ひとりの希望をかなえる

■ 安心して暮らせる豊かな地域をつくる

■ 活力ある産業・雇用をつくる

■ 多様な連携により地域の活力をつくる

３ 総合戦略の枠組み

総合戦略は、北海道の人口減少対策の中核として、重点的に展開する「重点戦略プロジ

ェクト」、人口減少対策の総合的な対応を図る「基本戦略」、振興局が中心となって推進す

るべき政策の方向性を示す「地域戦略」の 3 つの戦略により構成する。

【重点プロジェクト】

①「心豊かに・北海道暮らし」プロジェクト

②「磨き高め輝く・北海道価値」プロジェクト

③「未来をけん引・北海道人」プロジェクト

④「北海道らしい関係人口の創出・拡大」プロジェクト

⑤「北海道 Society5.0」プロジェクト

【基本戦略】

－１．一人ひとりの希望がかない、誰もが活躍できる社会

－２．人口減少下においても、幸せに暮らし続けることのできる社会

－３．北海道の優位性・独自性を活かして経済・産業が活性化し、いきいきと働ける社会

－４．北海道に住みたくなる、戻りたくなる魅力にあふれた社会

－５．地域創生を支える多様な連携

【地域戦略】

オホーツク総合振興局 ➣ 人口減少社会を見据えたｵﾎｰﾂｸ地域への来訪促進
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１ めざすべき将来の方向（斜里町人口ビジョンの改訂）

当町では少子化に加えて若者（特に女性）の流出により、さらなる人口減少に陥ることが

予測されています。国立社会保障・人口問題研究所がまとめた 2013年の「日本地域別将来人口」

では、2040年の当町の総人口は 9,497 人と推計され、現在より約 2,000 人減少するとされてい

ます。

仮にこのまま人口減少・少子高齢化が抑制されなければ、町内消費の落ち込み等による地

域経済の縮小や社会保障費の増大など、様々な形で町民生活に影響を及ぼすことが想定され

るため、2015 年に策定した「斜里町人口ビジョン」では、「2040 年の当町の将来人口を 10,116

人確保する」という目標数値を定め、「第 1期斜里町まち・ひと・しごと創生総合戦略」では

その達成に向けて、具体的な施策・事業を数値目標とともに示しました。

しかしながら、年少人口比率低下・老齢人口比率増加が進行し、2018 年に発表された同研

究所の「日本の地域別将来人口」では、2040 年における当町の人口は 8,191 人と推計され、

当初定めた目標値と大きな乖離がありました。

これらのことから、「斜里町人口ビジョン」を改訂し、「2045 年の当町の将来人口を 8,000

人確保する」という数値目標を設定します。そして、この目標達成に向けて、次の 4つの基

本目標を設定し、効果的な施策を展開して、まちづくりを進めていきます。

第２章 斜里町のめざす姿

【施策効果】

約 600 人増加

8,000

7,396

斜里町の人口の長期的な見通し
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【目標数値等の改訂】

区分 改 訂 前 改 訂 後

目標数値 2040 年
１０，１１６人

※社人研推計値 9,497 人
2045 年

８，０００人

※社人研推計値 7,396 人

合計特殊

出生率

2040 年に国民希望出生率である

1.80 までに上昇させることを目指

す。

改訂なし

純移動率

（転入・転出）

●社人研推計の純移動率を各年齢層

で改善を図る。

●具体的には、転入超過層では転入

超過数を 15％増加し、転出超過数

層では転出超過数を 15％減少す

ることを目指す。

●子育て世代などにポイントを定

め、また、町内における外国人就

労者や家族等の推移を見る。

●上記の現状認識を踏まえ改善を目

指す。
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生産年齢人口の急激な減少によって人手不足が一層深刻化する中、機械・設備等の効率化

や外国人労働者の雇用、人材の育成と確保によって、雇用の安定化を図りつつ、斜里町の産

業特性や地域資源を生かし、成長の可能性が特に高いと考えられる一次産品の高次加工や、

食・特産品開発、旅行者向けサービス開発分野などに対し、地域プラットフォームを中心に、

しごと・雇用の創出に取り組みます。

第 1期戦略で培ってきたテレワーク事業やブランディング事業などの成果とノウハウを最

大限に活用し、地域イメージの向上や旅行市場に最適化させた観光地域づくりを着実に推進

します。

また、首都圏でのビジネス交流拠点の設置と活用によって広報・営業活動を積極展開し、

新たな交流・関係人口・移住の拡大に取り組み、企業連携・交流による地域経済の活性化、

企業版ふるさと納税による事業展開も目指します。

基本目標１ 斜里町の特性を活かした「しごと」をつくる

基本目標２ 斜里町の魅力で「新しい人の流れ・にぎわい」を生み出す
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出生数の減少に加え、町外への進学や就職等により人口減が進む中、斜里町で結婚を望む

人が希望をかなえ、ここで出産し子育てをするということは人口減対策、そして未来の活力

あるまちづくりには欠かせない要素であり、まずは妊娠・出産・子育て環境の充実に取り組

みます。

一方、人口維持への決め手となる対策が難しい中、一時的に町外に出た人の Uターン、ま

た町の関係人口の IJターンを促す取り組みが必要であり、町の魅力を育むことで人が集まる

構図を目指します。

特に Uターンについては雇用環境という条件があるものの、子どもの頃からの地域の思い

出、ふるさとへの想いが大事であり、斜里で生まれ育つ子ども達には子どもの頃から郷土を

学び、愛する気持ちを育む取り組みに力を入れます。

また、多様な人と人との繋がりの中で役割を持つ居場所があることは生きる原動力となり

「住み続けたいまち」に欠かせない魅力であり、地域に主体的に関わる人材の育成や相互支

援の取り組みを後押しし、「ひと」がつながる魅力のあるまちづくりを進めます。

少子高齢化による人口減少が急速に進みつつある中でも、誰もが健康で、生き生きと安全

に暮らしていける地域社会の構築を図ることが重要であり、また、近年の自然環境と生活環

境の変化はめまぐるしく、暮らしの中にも影響する課題も多く存在するため、これらの課題

に向き合い、安定した安全な暮らしの確保のための事業の推進が必要です。

このため、第 1期総合戦略プランの施策を発展的に進めていくための取り組みを再考し、

高齢化が進んでも誰もが安心して持続的に生活していける「まち」としての取り組みを実践

し、「健康な生活」「安定した暮らし」「生き生きとしたまちづくりのための協働」を柱とした

事業展開を図ります。

基本目標４ 斜里町の安心な暮らしを守り住み続けられる「まち」をつくる

基本目標３

斜里町で「結婚・出産・子育て」の希望をかなえ、まちを

愛する「ひと」を育む
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２ 総合戦略の構成

（１）全体構成

第２期 斜里町まち・ひと・しごと創生総合戦略

基本目標 施 策

基本目標１

斜里町の特性を活かした「し

ごと」をつくる

基本目標２

斜里町の魅力で「新しい人の

流れ・にぎわい」を生み出す

基本目標３

斜里町で「結婚・出産・子育

て」の希望をかなえ、まちを

愛する「ひと」を育む

基本目標４

斜里町の安心な暮らしを守り

住み続けられる「まち」をつ

くる

①経営効率化・高付加価値化・産業連携によ

るしごとの創出

②新たなサービス開発による仕事の創出

③人材の育成・確保によるしごとの安定化

①地域イメージと地域価値の向上

②ビジネス拠点の設置・活用による企業連携

や人的交流の促進

①安心して子どもを産み育てられる環境づ

くり

②地域がつながり・郷土愛を育み・支え合う

ひとづくり

①誰もが健康で安心して生活できる医療・健

康・介護支援等の確保

②誰もが安心して生き生きと暮らししてい

くための生活環境の確保

③町民との協働による明るく活力ある地域

社会の創出

しごとづくり

結婚・出産・子育て

の環境づくり

まちの魅力・

ひとの流れづくり

暮らしの安心を

支える環境づくり
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（２）総合戦略の進捗管理

本計画では、斜里町まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標に数値目標を設定

するとともに、各施策に重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定しました。

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、定期的に実施した施策・事業の効果を検証し、必要に応

じて斜里町まち・ひと・しごと創生総合戦略を改訂することとします。

（３）第６次斜里町総合計画との関係

斜里町

人口ビジョン

Ｐ （Plan）

Ｄ （Do）Ａ （Aciton）

Ｃ （Check）

総合戦略の策定

効果的な

事業の実施

施策の見直し

総合戦略の改訂

事業効果の

客観的な検証

第６次斜里町総合計画

斜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方

針。本町のすべての計画の基本となる最上位計画。

斜里町まち・ひと・しごと創生総合戦略

斜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。
人口減少対策の

ための新規事業

まちづくりの指針と整合
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
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第３章 基本目標別取組

具体的な施策 内 容

総合的な経営サポート

経済産業省が進める「北海道よろず支援拠点」と連
携した経営サポート事業を通じて、事業者の安定的
な経営と新たな事業展開をバックアップし、着実な地
域経済の活性化を図ります。また、生産性向上・もの
づくり・持続化等の国の補助金や、町のチャレンジ事
業補助金などの活用も支援します。

【主な事業】
○知床しゃりビジネスサポート事業
○地場産業活性化チャレンジ事業

施策１

経営効率化・高付加価値化・産業連携によるしごとの創出

基本的方向

6,410人

基本目標１

基本目標１の数値目標

生産年齢人口の急激な減少によって人手不足が一層深刻化する中、機械・設備等の効率化や外国人
労働者の雇用、人材の育成と確保によって、雇用の安定化を図りつつ、斜里町の産業特性や地域資源
を生かし、成長の可能性が特に高いと考えられる一次産品の高次加工や、食・特産品開発、旅行者向
けサービス開発分野などに対し、地域プラットフォームを中心に、しごと・雇用の創出に取り組みます。

現状値 目標値（R6）

斜里町の特性を活かした「しごと」をつくる

生産年齢人口数

従業員数

7,139人

6,579人

6,960人

産業連携による高付加価値化

第1期のブランディング事業を契機とした産業連携
の流れを生かし、知床しゃりブランド認証品をはじめ
とする既存の地域商材の販売力を高め、成長可能性
の高い食や特産品開発分野の支援を進めます。

【主な事業】
○鮭、日本一のまちＰＲ事業
○知床観光ブランディング強化事業

目標値（R6）

知床しゃりビジネスサポート事業相
談件数

29件 35件

知床しゃりブランド認証品販売実績
額

2億9,162万円 3億2,000万円

重要業績評価指標(KPI) 現状値
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地域プラットフォームの運営支援

地域商社、DMO、まちづくり会社の機能を併せ持つ
地域プラットフォームの設立と初期運営を支援し、創
造的で持続的な中核組織を地域全体で育成します。

【主な事業】
○地域プラットフォーム設立準備事業

地域プラットフォームによる事業開発支援

旅行系サービスや、地域産品の販売強化・企画開
発、交通サービス（MaaS）、人材育成、エネルギーな
ど、これまで取り組みが弱かった分野に対して、マー
ケティングに基づいて地域プラットフォームが取り組
む新規事業の開発を支援します。

【主な事業】
○斜里町スマート定住推進事業
○観光振興財源検討事業

プラットフォーム事業分野数 2分野 7分野

重要業績評価指標(KPI) 現状値 目標値（R6）

プラットフォーム自主財源額 200万円 1,500万円

施策２

新たなサービス開発によるしごとの創出

具体的な施策 内 容
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合同企業説明会参加者数 198名 180名

人材育成と確保

地域経済や町民生活を支える各産業が持続的にそ
の役割を担えるよう、経営ノウハウや技術の伝承の
サポートをはじめ、外国人など多様な人材の活用を
通じて、地域の担い手を育成・確保します。

【主な事業】
○合同企業説明会
○各種インターンシップ事業

新規就労者の受け入れ環境の充実

急増する外国人労働者や新たな移住者の交流機
会を創出し、地域外からの就労者の受入れ環境を充
実させ定着を図ります。

【主な事業】
○国際交流推進事業
○地域プラットフォーム設立準備事業

重要業績評価指標(KPI) 現状値 目標値（R6）

施策３

人材の育成・確保によるしごとの安定化

具体的な施策 内 容
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公式グッズ販売額 5,450万円 8,200万円

重要業績評価指標(KPI) 現状値 目標値（R6）

観光消費額 117億6,219万円 125億8,600万円

満足度の高い観光地域づくり

旅行市場の動向を踏まえ、個人・滞在・体験・通年・
国際型観光地としてのサービス拡充を目指します。
新たな観光振興財源を活用した観光地の再整備や、
官民連携による地域交通の拡充（MaaS含）による新
たなサービス拡充を目指します。

【主な事業】
○地域プラットフォーム設立準備事業
○観光振興財源検討事業

地域イメージの向上

第1期で進めたブランディング事業による新たなイ
メージ構築・発信を継続しつつ、産業連携を軸にした
エリアブランディング化、地域価値の向上を推進しま
す。また、ファンクラブ化を検討し、関係人口の安定
化を目指します。

【主な事業】
○知床観光ブランディング強化事業

流入人口数（社会動態増加分）

町内宿泊者数

施策１

地域イメージと地域価値の向上

具体的な施策 内 容

基本目標２の数値目標 現状値 目標値（R6）

基本目標２

斜里町の魅力で「新しい人の流れ・にぎわい」をつくる

基本的方向
第1期戦略で培ってきたテレワーク事業やブランディング事業などの成果とノウハウを最大限に活用

し、地域イメージの向上や旅行市場に最適化させた観光地域づくりを着実に推進します。
また、首都圏でのビジネス交流拠点の設置と活用によって広報・営業活動を積極展開し、新たな交流・

関係人口・移住の拡大に取り組み、企業連携・交流による地域経済の活性化、企業版ふるさと納税によ
る事業展開も目指します。

13
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企業版ふるさと納税件数 0件 5件

首都圏ビジネス交流拠点の検討

首都圏に斜里町としての営業・交流拠点を設置し、
テレワークや企業研修、移住・ＵＩＪターン相談、コー
ディネート、物販、観光ＰＲなどに対する首都圏相談
窓口・営業拠点としても活用を検討します。

【主な事業】
○テレワーク推進事業
○知床観光ブランディング強化事業

各種企業連携

テレワークやワーケーション、企業研修、ＭＩＣＥと
いったビジネス関連事業の地域側での受け入れ体制
を整え、知床の自然と産業を生かしたプログラムの
構築・提供を検討します。また、企業版ふるさと納税
による事業展開や交流にも新たに取り組みます。

【主な事業】
○テレワーク推進事業
○知床観光ブランディング強化事業

重要業績評価指標(KPI) 現状値 目標値（R6）

テレワーク参加企業数 63社 70社

地域ビジネス交流拠点の活用

第1期で推進したテレワーク事業を中核にしつつ、し
れとこラボ、産業会館、ウトロ漁村センター、自然教
育研修所などの交流拠点の有効活用を進め、事業
活動を通じた関わりを拡大、深化を目指します。

【主な事業】
○テレワーク推進事業
○地方創生拠点整備事業

施策２

ビジネス拠点の設置・活用による企業連携や人的交流の促進

具体的な施策 内 容
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基本目標３

基本的方向

合計特殊出生率 1.57 1.62

斜里町で「結婚・出産・子育て」の希望をかなえ、まちを愛する
「ひと」を育む

出生数の減少に加え、町外への進学や就職等により人口減が進む中、斜里町で結婚を望む人
が希望をかなえ、ここで出産し子育てをするということは人口減対策、そして未来の活力あるまちづ
くりには欠かせない要素であり、まずは妊娠・出産・子育て環境の充実に取り組みます。
一方、人口維持への決め手となる対策が難しい中、一時的に町外に出た人のUターン、また町の

関係人口のIJターンを促す取り組みが必要であり、町の魅力を育むことで人が集まる構図を目指し
ます。
特にUターンについては雇用環境という条件があるものの、子どもの頃からの地域の思い出、ふ

るさとへの想いが大事であり、斜里で生まれ育つ子ども達には子どもの頃から郷土を学び、愛する
気持ちを育む取り組みに力を入れます。
また、多様な人と人との繋がりの中で役割を持つ居場所があることは生きる原動力となり「住み続

けたいまち」に欠かせない魅力であり、地域に主体的に関わる人材の育成や相互支援の取り組み
を後押しし、「ひと」がつながる魅力のあるまちづくりを進めます。

基本目標３の数値目標 現状値 目標値（R6）

施策１

安心して子どもを産み育てられる環境づくり

具体的な施策 内 容

結婚支援と妊娠・出産・子育ての切れ目のな
い支援

結婚支援を行い、また、子どもの誕生に際しては町
の祝意を表し、子育てを応援する気運を醸成します。
妊娠・出産・子育てについては第1期に引続き母子

保健や子育て相談等の支援事業に取り組み、特に
産後の不安や負担軽減のため産後ケア事業の充実
を図ります。また、新たにワンストップ窓口として子育
て世代包括支援センターを開設し、一人ひとりの子ど
もの育ちをサポートする体制づくりの強化を進めま
す。

【主な事業】
〇結婚支援
〇子育て世代包括支援センターの開設
〇各種子育て支援事業の推進
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子育て世代包括支援センター
利用件数

0件 300件

待機児童数 0人 0人

重要業績評価指標(KPI) 現状値 目標値（R6）

幼児教育・保育の受け皿確保と質の向上

待機児童解消に努め、多様な保育ニーズへ柔軟に
対応しながら保育の質・内容の充実を図ります。

【主な事業】
〇保育士の適正配置と保育環境の充実

婚姻件数（年間） 60件 65件
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施策２

地域がつながり・郷土愛を育み・支え合うひとづくり

具体的な施策 内 容

地域のマンパワーの発掘と活用

若者が主体的に地域に関わる取り組みの支援や、
子ども・子育て家庭や高齢者、外国人居住者など、
誰もが生き生きと暮らすことができるよう相互支援の
取り組みを進めます。

【主な事業】
〇次世代を担う青年層の人材発掘・育成（ユースまち
づくり委員会活動の支援）
〇児童館等ボランティア活動の推進
〇病院・介護施設ボランティア活動の支援

子どもを中心とした地域交流拠点の充実

第1期に引続く児童館やウトロ子どもセンターでの
取り組みに加え、新たな子ども（地域）食堂などの多
世代交流の拠点づくりを推進します。

【主な事業】
〇児童館・ウトロ子どもセンターの交流事業の推進
〇子ども（地域）食堂への支援
〇健康増進・多世代交流の拠点づくり

子どもの自主的な活動の支援

社会教育や児童福祉施設等の事業において、子ど
もが自ら考え、行動する活動を積極的に取り入れ、
子ども達の生きる力を育みます。

【主な事業】
〇児童館等における子どもの企画・運営事業の推進
〇子どもの遊び場の充実
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地域の学びを深める活動の推進

社会教育分野における郷土の魅力を伝える体験学
習や多世代・異年齢が参加し交流できる各種行事等
を通じ、子どもの頃から地域に親しみ、ふるさとにつ
いて学びを深める事業を推進します。
学校ではコミュニティースクールを進め、地域人材

が学校授業で活躍できるよう、地域全体で学校活動
を支えます。

【主な事業】
〇社会教育施設の子ども向け事業の推進（「ゆめク
ラブ」「博物館キッズ」「子ども司書活動」等）

子どもと関わる地域ボラン
ティアの活動日数（児童館・
図書館）

160日 170日

高校の魅力化への支援

地域、行政、学校、住民、民間団体など、組織や立
場の枠を越えて魅力的な教育環境をつくるために協
働する組織の設立検討を進めます。
また、学校にコーディネーターを配置し、関係者と連

携を図りながら、学校の魅力化に向けた取組を地域
との協働により進めます。

【主な事業】
〇コーディネーターの配置

重要業績評価指標(KPI) 現状値 目標値（R6）

地域を学ぶ事業への参加児童
数

329人 330

子ども（地域）食堂の参加者
数

0人 120人
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重要業績評価指標(KPI) 現状値 目標値（R6）

町内介護サービス事業所従業員 351人 370人

具体的な施策 内 容

健康な暮らしを支えるための医療等人員の確保と
体制整備

町民が持続的に、末永く健康であり続けるために必
要な医療・介護体制の充実を図っていく必要がありま
す。
健康な暮らしを支える医療の充実に病院は欠くこと

ができないものであり、将来を見据えた医療体制の
持続的確保と、新規開業への支援など必要となる対
策について検討します。
また、これらに伴う人材の確保についても継続した

取り組みを進めます。

【主な事業】
○医療・保健・介護現場での体験実習生受け入れ
○介護等従事者マンパワー確保への支援
○新規開業病院への支援

斜里町は住みやすいと思う割合 64.7％（まあまあ含む） 72.4％（まあまあ含む）

施策１

誰もが健康で安心して生活できる医療・健康・介護支援等の確保

基本目標４の数値目標 現状値 目標値（R6）

基本目標４

斜里町の安心な暮らしを守り住み続けられる「まち」をつくる

基本的方向
少子高齢化による人口減少が急速に進みつつある中でも、誰もが健康で、生き生きと安全に暮らして

いける地域社会の構築を図ることが重要であり、また、近年の自然環境と生活環境の変化はめまぐるし
く、暮らしの中にも影響する課題も多く存在するため、これらの課題に向き合い、安定した安全な暮らし
の確保のための事業の推進が必要です。
このため、第1期総合戦略プランの施策を発展的に進めていくための取り組みを再考し、高齢化が進ん

でも誰もが安心して持続的に生活していける「まち」としての取り組みを実践し、「健康な生活」「安定した
暮らし」「生き生きとしたまちづくりのための協働」を柱とした事業展開を図ります。
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地域公共交通対策の満足度 2.76% 3.00%

快適で安全な暮らしの確保による生活環境の充実

町民が安心して暮らしていくための生活環境の充
実は、定住人口の増加に結び付く重要な課題の一つ
です。
暮らしの面においては、今後さらに増加が予想され

る「空き家住宅」等、定住人口の増加に結び付ける方
策として検討を進める必要があります。
地域公共交通においては、地方のマイカー依存は

顕著であるため、公共交通機関が減退して高齢者や
免許証を持たない方等の外出機会に影響を与えて
います。
一方では、高齢ドライバーの交通安全対策が社会

問題化されており、その取り組みが重要視されてい
ます。
相反するこれらの課題の解消は、誰もが安心して

生活していくための手段として重要な課題であること
から、斜里町に住む人がこれからも安心して暮らして
いくために必要な生活環境の充実のための事業を推
進します。

【主な事業】
○地域公共交通確保支援事業
○不採算バス路線維持確保事業
○民間住宅等の利活用推進

（関係人口の創出による定住人口増加対策）

重要業績評価指標(KPI) 現状値 目標値（R6）

施策２

誰もが安心して生き生きと暮らしていくための生活環境の確保

具体的な施策 内 容
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町政運営に関心がある人の割合 60.1％（やや含む） 60.5％（やや含む）

町民等との協働事業の推進と地域コミュニティの
醸成

幅広く町民による行政への参加機会の創出を図る
ために登録された委員名簿の中から委員候補を無
作為に抽出する選任制度では研修機会を設け、ス
ムーズに関わりが持てる機会とするよう拡充を図りま
す。
また、積極的な住民参加による協働の推進と、活力

ある地域社会の創造のため、また、まちづくりの基礎
として「感じる・学ぶ」ことは重要と考えます。このこと
から、学ぶきっかけ作りとして、自治会や学校などと
連携した学習機会を設け、住民意識の向上を図りま
す。
さらに近年増加している外国人居住者には、会話な

どの問題によるコミュニケーションの不足から健康面
の不安が心配される実態もみられますので、町内居
住者とも積極的に交流ができるよう、地域コミュニティ
の原点である自治会や学校とも連携した取り組みを
進め、積極的に行政に参加できる機会について検討
を進めます。

【主な事業】
○協働によるまちづくり推進事業
○町民委員無作為抽出公募登録制度
○町政への参画意識醸成に係る事業

重要業績評価指標(KPI) 現状値 目標値（R6）

施策３

町民との協働による明るく活力ある地域社会の創出

具体的な施策 内 容
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１）総合的な経営サポート

２）産業連携による高付加価値化

１）地域プラットフォームの運営支援

２）地域プラットフォームによる事業開発支援

１）人材育成と確保

２）新規就労者の受け入れ環境の充実

１）地域イメージの向上

２）満足度の高い観光地域づくり

１）地域ビジネス交流拠点の活用

２）首都圏ビジネス交流拠点の検討

３）各種企業連携

１）結婚支援と妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援

２）幼児教育・保育の受け皿確保と質の向上

１）地域のマンパワーの発掘と活用

２）子どもを中心とした地域交流拠点の充実

３）子どもの自主的な活動の支援

４）地域の学びを深める活動の推進

５）高校の魅力化への支援

①
誰もが健康で安心して生活できる医療・健
康・介護支援等の確保

１）健康な暮らしを支えるための医療等人員の確保と体制整備

②
誰もが安心して生き生きと暮らししていく
ための生活環境の確保

１）快適で安全な暮らしの確保による生活環境の充実

③
町民との協働による明るく活力ある地域社
会の創出

１）町民等との協働事業の推進と地域コミュニティの醸成

①

①
安心して子どもを産み育てられる環境づく
り

② 新たなサービス開発によるしごとの創出

②
地域がつながり・郷土愛を育み・支え合う
ひとづくり

基本目標 ３
斜里町で「結婚・出産・子育て」の希
望をかなえ、まちを愛する「ひと」を
育む

出生数の減少に加え、町外への進学や就職等により人口減が進
む中、斜里町で結婚を望む人が希望をかなえ、ここで出産し子育
てをするということは人口減対策、そして未来の活力あるまちづ
くりには欠かせない要素であり、まずは妊娠・出産・子育て環境
の充実に取り組みます。

一方、人口維持への決め手となる対策が難しい中、一時的に町
外に出た人のUターン、また町の関係人口のIJターンを促す取り
組みが必要であり、町の魅力を育むことで人が集まる構図を目指
します。

特にUターンについては雇用環境という条件があるものの、子
どもの頃からの地域の思い出、ふるさとへの想いが大事であり、
斜里で生まれ育つ子ども達には子どもの頃から郷土を学び、愛す
る気持ちを育む取り組みに力を入れます。

また、多様な人と人との繋がりの中で役割を持つ居場所がある
ことは生きる原動力となり「住み続けたいまち」に欠かせない魅
力であり、地域に主体的に関わる人材の育成や相互支援の取り組
みを後押しし、「ひと」がつながる魅力のあるまちづくりを進め
ます。

基本目標 ４
斜里町の安心な暮らしを守り住み続け
られる「まち」をつくる

少子高齢化による人口減少が急速に進みつつある中でも、誰も
が健康で、生き生きと安全に暮らしていける地域社会の構築を図
ることが重要であり、また、近年の自然環境と生活環境の変化は
めまぐるしく、暮らしの中にも影響する課題も多く存在するた
め、これらの課題に向き合い、安定した安全な暮らしの確保のた
めの事業の推進が必要です。

このため、第1期総合戦略プランの施策を発展的に進めていく
ための取り組みを再考し、高齢化が進んでも誰もが安心して持続
的に生活していける「まち」としての取り組みを実践し、「健康
な生活」「安定した暮らし」「生き生きとしたまちづくりのため
の協働」を柱とした事業展開を図ります。

【第２期斜里町まち・ひと・しごと創生総合戦略】 体系図

基本目標 ２
斜里町の魅力で「新しい人の流れ・に
ぎわい」を生み出す

第1期戦略で培ってきたテレワーク事業やブランディング事業
などの成果とノウハウを最大限に活用し、地域イメージの向上や
旅行市場に最適化させた観光地域づくりを着実に推進します。

また、首都圏でのビジネス交流拠点の設置と活用によって広
報・営業活動を積極展開し、新たな交流・関係人口・移住の拡大
に取り組み、企業連携・交流による地域経済の活性化、企業版ふ
るさと納税による事業展開も目指します。

① 地域イメージと地域価値の向上

経営効率化・高付加価値化・産業連携によ
るしごとの創出

②
ビジネス拠点の設置・活用による企業連携
や人的交流の促進

基本目標 基本的方向 施策名 具体的な施策

基本目標 １
斜里町の特性を活かした「しごと」を
つくる

生産年齢人口の急激な減少によって人手不足が一層深刻化する
中、機械・設備等の効率化や外国人労働者の雇用、人材の育成と
確保によって、雇用の安定化を図りつつ、斜里町の産業特性や地
域資源を生かし、成長の可能性が特に高いと考えられる一次産品
の高次加工や、食・特産品開発、旅行者向けサービス開発分野な
どに対し、地域プラットフォームを中心に、しごと・雇用の創出
に取り組みます。

③ 人材の育成・確保によるしごとの安定化
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第２期斜里町まち・ひと・しごと創生
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