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第１ 基本的な考え方 

１ 

  

  

（１）趣旨 

 この総合戦略は、新ひだか町が将来にわたって活力ある地域
として発展し、日高管内の中核都市として相応しい役割・機能
等を維持しながら、この町で暮らす人々が暮らしに幸福と充実
を感じ、生涯を通じてこの町に住みたいと思えるまちづくりを
実現するために必要な施策等をまとめ、町民、地域、団体、企
業、議会、行政など町全体で共有して推進する計画として定め
るものです。 

（２）地方版総合戦略の位置付け 

 この総合戦略は、第１次新ひだか町総合計画に基づいて実施
される各種事務事業のうち、国が策定した「まち・ひと・しご
と創生総合戦略」の基本的な考え方や政策５原則等と連動しな
がら、短期かつ重点的に取り組むべき施策をまとめた戦略プラ
ンと位置付けます。 

（３）計画の前提となる社会背景 

 新ひだか町は、日高管内の中央に位置し、峰々が連なる日高
山脈を背に雄大な太平洋を望むロケーションのもと、「涼夏少
雪」の温暖な気候や豊かな自然環境等を活かしながら、日高管
内の産業、経済、文化などの中核を担うまでに発展を遂げてき
ました。 
 しかしながら、人口減少、少子高齢化などの日本社会が抱え
る様々な課題は、当町にも大きく影響を及ぼし、これらが地域
経済の疲弊や若者における雇用機会の減少等を招くことで、都
市部への人口流出や出生数の低下などを加速させている状況に
あります。 
 このような悪循環から脱却し、この町を将来にわたって活力
ある地域として発展させていくためには、従来までの考え方や
手法で解決できない課題も多く、時代に即した効果的な施策展
開が求められる情勢となっています。 

（４）計画期間 

 新ひだか町における人口の長期的な展望に立ちつつ、短中期
的な見地から施策を計画的に実施するため、計画期間を５年間
（平成２７年度から平成３１年度）とします。 

（５）計画人口 

 この総合戦略に基づいて推進する各分野での取組みの成果を
見込み、長期的には平成５２（2040）年末に20,000人の人口
を維持することを目標とするとともに、平成３１年末の計画人
口を23,000人とします。 

（６）総合戦略のフォローアップ 

 この総合戦略を当町にとって効果的な計画として機能させる
ため、各種事業にかかる進捗状況等の定期的な評価・検証はも
とより、産官学金労等との協議・連携の中で得られる意見等を
活用しながら、より効果が見込める事業の選択に努め、その内
容を総合戦略へと反映させていきます。 



新ひだか町創生総合戦略の全体像 

★長期目標：平成５２年末人口２０，０００人（社人研推計：１６，１３４人） 
★短期目標：平成３１年末人口２３，０００人（社人研推計：約２２，６００人） 

生産年齢人口
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社会減からの
脱却 

地域経済活動
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人に選ばれる 
居住環境の構築 

地域内消費を
拡大する 

出生数を 
増やす 

くらしにおける
安心と魅力 
を向上させる 

政策分類① 
安定した雇用を
創出する 

政策分類② 
新しい人の流
れをつくる 

政策分類③ 
若い世代の結
婚・出産・子
育ての希望を
かなえる 

政策分類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 

２ 



第２ 政策分類・目標数値等 

３ 

新ひだか町創生総合戦略にかかる政策分類・施策項目 

Ⅰ 安定した雇用を創出する 
  
 １ 産業後継者の確保・育成 
   （1）各産業後継者対策 
 ２ 基幹産業の強化 
   （1）地場産品の販路拡大 
 ３ 地域のニーズに応じた人材の育成 
   （1）人材育成対策 
 ４ 企業誘致の促進 
   （1）企業誘致対策  

Ⅱ 新しい人の流れをつくる 
 
 １ 地域資源の積極的活用 
   （１）馬を活用した地域活性化事業 
 ２ 観光情報等の発信 
   （１）観光ＰＲの強化 
 ３ 外国人観光客の誘致 
   （１）受入環境対策 
 ４ 子育て世代や若者の呼び込み 
   （１）定住・移住の促進 
 ５ スポーツの活性化と交流の促進 
   （１）スポーツ交流人口の拡大  
 ６ 町内高等学校の活性化 
   （１）進学・修学支援 

Ⅲ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望を
かなえる 
 
 １ 町内独身男女の結婚促進 
   （１）結婚促進事業 
 ２ 安心して子どもを産むことができる環境の充実 
   （１）妊婦支援対策 
 ３ 安心して子育てできる環境の充実 
   （１）子育て負担軽減対策 
 ４ 児童・生徒に係る学力等の向上 
   （１）学習支援活動 

Ⅳ 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 
  
 １ 安心な暮らしの確保 
   （１）生活環境の向上・充実 
   （２）障がい者支援 
   （３）高齢者支援 
 ２ 地域情報化の推進 
   （１）情報インフラの整備 
 ３ 遊休公共施設や空家等の有効活用 
   （１）空家対策 



４ 

Ⅰ 安定した雇用を創出する 

基本目標 生産年齢人口を５年後 １３，０００ 人以上とする。 ※参考 １３，８０６人（平成２６年度末） 

 安定した雇用の創出は、地域における人口と活力を持続させる基礎となるものです。そのため、地場産業を支える後継者や各種分野で必要な有
資格者の安定的な確保・育成に努めながら、その経営等を強化・安定させるとともに、企業誘致による新たな事業展開の促進にも努めながら、社会
経済環境の急激な変化に耐えることができる産業構造の構築を図り、若年層を中心に安定した就業機会の創出を目指します。 

講ずべき施策に関する基本方向 実施予定事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 
Ｈ26基準数値 Ｈ31目標数値 

１ 産業後継者の確保・育成 （１）各産業後継者対策 

 若者が各産業の担い手となるため
に必要な財政支援や環境整備等を実
施する。 

・農業後継者対策事業 
・地域農業担い手定着支援事業 

■農業研修生受入人数 
 
■認定後継者 

－ 
６人以上受入／年 
 
認定後継者４０件以上 

２ 基幹産業の強化 （１）地場産品の販路拡大 

 当町の経済を牽引する第１次産業
をはじめ、地場産業の経営基盤を強
化・向上させることにより、収益性と効
率性を向上させる。 

・地元水産物ブランド化推進事業 
・ふるさと応援寄附制度を活用し
た特産品ＰＲ事業 
・ドリカム推進事業 

■事業による新規雇用 
 
■特産品開発件数 

－ 
新規雇用６名創出 
 
新規特産品 ３品 

３ 地域ニーズに応じた人材の育成 （１）人材育成対策 

 慢性的に不足している福祉技術職
などの人材を町内において育成する
ことにより、質の高い人材を安定的に
確保するとともに、若者の町外流出を
抑える。 

・福祉人材育成支援事業等 
■町内事業所における
介護福祉士の充足率 
（今後調査） 

－ 充足率１００％ 

４ 企業誘致の促進 （１）企業誘致対策 

 町内での企業に対する支援措置を
講じることにより、新たな雇用機会を
創出する。 

・企業立地に係る事業者への財
政的支援 

■企業立地による新規
雇用数 

－ 
新規雇用３０名以上
創出 



５ 

Ⅱ 新しい人の流れをつくる 

基本目標 観光総入込客数を５年後 ６５４，０００人 以上とする。 ※参考 ５９５，０００人（平成２６年度末） 

 新ひだか町にある涼夏少雪の温暖な気候や豊かな自然環境、素晴らしい地域資源などを再認識しながら、観光、教育、スポーツなどの分野にお
いてその魅力を最大限に活かした施策を展開するとともに、その情報を町内外に広く発信することにより、町内に新たな人の流れを創り出し、これを
地域経済の活性化や定住・移住の促進などに波及させる。 

講ずべき施策に関する基本方向 実施予定事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 
Ｈ26基準数値 Ｈ31目標数値 

１ 地域資源の積極的活用 （１）馬を活用した地域活性化事業 

 日本一の馬産地である当町の特色
（強み）を最大限に活かし、行政、関
係団体、民間事業者等が連携して各
種事業を展開することにより、交流人
口の安定的な確保や地域内消費の
拡大を図るとともに、その効果を当町
の基幹産業である軽種馬産業の振興
へと波及させる。 

【馬力本願プロジェクト】 
・馬産地イメージの向上 
・馬文化の伝承・意識情勢 
・馬とのふれあい空間の創造 
・馬による地域経済の活性化 
・新たな競馬ファンの獲得 
・馬を通じた地域間交流 
・「新ひだか町型ＤＭＯ」による事
業マネジメント 

■基本計画策定 
 
■馬関係施設来場者数 

－ 
 

１９，２７１人／年 

１件 
 

（基本計画内で設定） 

２ 観光情報等の発信 （１）観光ＰＲの強化 

 様々な媒体やイベント等の機会を活
用して、当町のイベントや魅力に関す
る情報を広く町内外に発信することに
より、多くの方々に新ひだか町のこと
を知っていただき、町内へ新たな人の
流れを生み出す。 

・観光振興推進事業 ■観光総入込客数 ５９５，０００人 ６５４，０００人以上 



６ 

講ずべき施策に関する基本方向 実施予定事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 
Ｈ26基準数値 Ｈ31目標数値 

３ 外国人観光客の誘致 （１）外国人受入環境対策 

 アジア圏を中心とした外国人を対象
とした観光ルートの整備や町内受入
環境の充実等に取り組むことにより、
年間を通じて安定的に外国人が町内
で滞在する状況を創り出す。 

・外国人モニターツアーの実施に
よる基礎調査 
・国際交流推進員の設置等による
外国人受入環境の整備・充実 
・他自治体との連携による宿泊型
観光ルートの構築 

■外国人宿泊者数 ６８８人／年 ９００人／年 

４ 子育て世代や若者の呼び込み （１）定住・移住の促進 

 都市部で暮らす子育て世代や学生
などを対象に、一定期間の滞在を通
じて当町での各種体験プログラムを
実施することにより、定住・移住に向
けたきっかけを作る。 

・親子向け移住体験事業 
・ちょっとくらし体験事業 

■親子移住体験件数 
 
■完全移住・二地域居
住開始者数 

－ 
 

８件（Ｈ18～Ｈ26） 

３家族／年 
 

８件 

５ スポーツの活性化と交流の促進 （１）スポーツ交流人口の拡大 

 涼夏少雪の利点を最大限に活かし、
年間を通じてスポーツ大会や合宿等
が行われる環境を創り出し、町外から
のスポーツ人口を安定的に獲得する。 

・スポーツ大会・合宿等の誘致 
 （合宿助成金制度の創設等） 

■大会参加者数（町内
大会を除く） 
 
■合宿施設利用者数 

２，０００人／年 
 
 

２２０人／年 

３，０００人／年 
 

５００人／年 

６ 町内高等学校の活性化 （１）進学・修学支援 

 町外から町内の高等学校へ進学す
る方を支援し、少子化による生徒数
の減少を防ぐ。 

・進学・修学助成事業 
■管外中学校出身者
の町内高等学校入学
数 

１０人／年 ２０人／年 



７ 

Ⅲ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

基本目標 合計特殊出生率を５年後 １．６２ 以上とする。 ※参考 １．６２ （平成２０年度～平成２４年度） 

 新ひだか町の合計特殊出生率は、全国と比較しても高水準となっているものの、人口動態としては完全に「自然減」の状況になっていることから、
これからの時代を担う若い世代が町内において結婚し、安心して子どもを産み育てることができる環境を構築することにより、人口減少に歯止めを
かける。 

講ずべき施策に関する基本方向 実施予定事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 
Ｈ26基準数値 Ｈ31目標数値 

１ 町内独身男女の結婚促進 （１）結婚促進事業 

 独身男女を対象に交際のきっかけ
となるような出会いの機会を提供する
ことにより、町内での婚姻数を増やし、
若年層の定住を促進する。 

・婚活支援イベントの開催 
■イベントによるカップ
ル成立数 

－ １０組以上 

２ 安心して子どもを産むことができ
る環境の充実 

（１）妊婦支援対策 

 妊娠・出産に対する各種サポート体
制等を充実させることにより、出産に
係る金銭的・精神的負担を軽減し、町
内における出生数の増加を促進する。 

・妊婦交通費助成事業 
・結婚おめでとう健診 
・おまけつき二十歳からの検診 
・出産前宿泊費助成事業 
・特定不妊治療費助成 
・婦人科診療の充実 

■合計特殊出生率 
１．６２ 

（Ｈ20～Ｈ24） 
１．６２以上 ３ 安心して子育てできる環境の充実 （１）子育て負担軽減対策 

 子育てに要する金銭的負担の軽減
を図るとともに、子育てや教育等につ
いて悩みや課題を抱える家庭をサ
ポートすることにより、子育てに関す
る不安を解消する。 

・医療費助成の拡充 
・保育料軽減の拡充 
・一時預かり利用料の軽減 
・子育て世代に係る町営住宅入
居要件の緩和等 



８ 

講ずべき施策に関する基本方向 実施予定事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 
Ｈ26基準数値 Ｈ31目標数値 

４ 児童・生徒に係る学力等の向上 （１）学習支援活動 

 児童・生徒に係る基礎学力の向上
に取り組むことにより、社会情勢等を
見極めてしっかりと行動していくことの
できる人材を育てるとともに、保護者
が安心して子育てを行うことができる
教育環境を構築する。 

・地元学習塾との連携による学習
支援 
・放課後児童クラブに対する学習
支援員の派遣 
・夏・冬休み「子ども朝活」事業の
実施 
・セカンドブックスタート（３歳児へ
の絵本配布）事業 

■全国学力学習状況調
査平均正答率 

－ 
平均正答率を全道平
均以上 



９ 

Ⅳ 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 社会減少数（転入－転出）５年後 △２５０人以下とする。 ※参考 △３５３ 人 （平成２６年度） 

 町外にいる人がこの町を居住先として選び、また、この町に住む町民が生涯にわたってイキイキと暮らし続けていくためには、生涯を通じて安心し
て暮らしていくことのできる住環境が整っていることと同時に、この町を時代に合った魅力ある地域にしていくことが重要であることから、そのために
必要な生活基盤やシステムを構築し、人口減少に歯止めをかける。 

講ずべき施策に関する基本方向 実施予定事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 
Ｈ26基準数値 Ｈ31目標数値 

１ 安心な暮らしの確保 （１）生活環境の向上・充実 

 年齢や身体状況を問わず、全ての
町民が生涯を通じて安心して日常生
活を送ることができる環境を構築する。 

・災害備蓄用物品等購入事業、
自主防災組織の設立・促進 
・地域版津波避難計画の促進 

■自主防災組織率 
 
■地域版津波避難計画
作成件数 

４１．４％ 
  

１２件 
 

８０．０％以上 
 

７０件以上 
 

（２）障がい者支援 

・障害者タクシー利用券の支給範
囲拡充 
・放課後等デイサービスの無料化 

■放課後等デイサービ
ス利用件数 

１００件 １２０件 

（３）高齢者支援 

・見守りネットワーク推進 
・権利擁護の推進 
・サービス付高齢者住宅の設置
誘導 

■協定事業所数 
 
■認知症カフェ設置数 
 
■後見人登録者数 
 
■サービス付高齢者住
宅設置数 

７件 
 

４ヶ所 
 

１５人 
 
－ 

１６件 
 

１２ヶ所 
 

３５人 
 

２ヶ所 
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講ずべき施策に関する基本方向 実施予定事業 
重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 
Ｈ26基準数値 Ｈ31目標数値 

２ 地域情報化の推進 （１）情報インフラの整備 

 光回線を活用した高速インターネッ
ト通信網を普及させることにより、生
活環境の向上はもとより、定住・移住、
外国人観光客の誘致、企業立地の促
進など、各種施策の円滑な推進へと
波及させる。 

・ＩＣＴ基盤の整備 
・Wi－fiステーションの設置 
・ＩＣＴを活用した徘徊等認知症見
守りシステムの構築 
・いつでもどこでもタブレット事業 
・地域資料のデジタルコンテンツ
化と発信 

■光ブロードバンド人口
カバー率 

約７７％ ９０％以上 

３ 遊休公共施設や空家等の有効活
用 

（１）空家対策 

 遊休状態となっている公共施設や
近年、増加傾向にある空家・空店舗を
まちづくりを進める上で効果的に活用
することにより、様々な行政課題の解
消を図る。 

・廃校舎への民間活力の導入 
・空家バンクの整備及び利活用
の促進 

■廃校舎利活用件数 
 
■空家バンク利用者に
よる入居件数 

－ 
 
－ 

８件 
 

１２件 



住民との協議 

●新ひだか町地方創生推進委員会での審議経過 
 

 ◎第１回委員会 

  【日時】平成２７年４月２３日（木）午後３時３０分～ 

  【議題】委員長、副委員長の互選、地方創生の取組みほか 

 

 ◎第２回委員会 

  【日時】平成２７年５月２８日（木）午後３時００分～ 

  【議題】人口ビジョン（現状分析編）、総合戦略骨子（案） 

  

 ◎第３回委員会 

  【日時】平成２７年７月１日（水）午後３時００分～  

  【議題】総合戦略のイメージ、総合戦略骨子（案）ほか 

 

 ◎第４回委員会 

  【日時】平成２７年８月５日（水）午後３時００分～  

  【議題】新規事業（馬力本願プロジェクト）の追加 

 

 ◎第５回委員会 

  【日時】平成２７年９月２９日（火）午後３時００分～  

  【議題】新ひだか町人口ビジョン（素案）、新ひだか町創生   

      総合戦略（素案）ほか 

  

 ◎第６回委員会 

  【日時】平成２７年１０月２６日（月）午後３時００分～  

  【議題】新ひだか町人口ビジョン、新ひだか町創生総合戦略 

      の決定 ほか 
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第３ 総合戦略等の策定経過 

区 分 氏 名 分 野 所属団体等 

学識経験者 西 脇 隆 二 大学 北星学園大学 

学識経験者 髙 橋 一 聡 金融 
静内金融協会 
（北洋銀行静内支店） 

学識経験者 田 村 直 人 観光 昆布温泉「蔵三」 

学識経験者 ﾎﾃﾞｨﾉｯﾄ ｱﾝﾄﾞﾙｰ 国際 町内在住外国人 

公共的団体 下条道   寿 観光 新ひだか観光協会 

公共的団体 佐 藤   貢 産業 新ひだか町商工会青年部 

公共的団体 岡 本 勇 志 産業 担い手育成支援協議会 

公共的団体 漆 原 満 枝 福祉 ＮＰＯ法人木の実福祉会 

公共的団体 大 森 康 正 子育て マーガレット幼稚園 

公共的団体 熊 谷   圭 労働 ハローワーク静内 

公共的団体 佐 藤 麻 美 教育 静内農業高等学校 

公共的団体 村 井 由美子 
保健 
医療 

静内保健所 

公募委員  幌 村   司 － 会社役員 

公募委員  高 橋 幸 二 － 会社役員 

公募委員  小 野 武二三 － 会社員 

◎委員名簿（敬称略） 



町議会との協議 

●新ひだか町議会での審議経過 

 

 ◎総務常任委員会 

  【日時】平成２７年５月１５日（金）午後１時３０分～ 

  【議題】地方創生の推進 

 

 ◎全員委員会 

  【日時】平成２７年６月２６日（木）午後３時３０分～ 

  【議題】地方創生の取組み、人口ビジョン（現状分析編）、  

      総合戦略のイメージ、総合戦略骨子（案） 

 

 ◎全員協議会 

  【日時】平成２７年８月３日（木）午後１時３０分～ 

  【議題】総合戦略骨子（案） 

  

 ◎総務常任委員会 

  【日時】平成２７年９月４日（金）午前９時３０分～  

  【議題】新規事業（馬力本願プロジェクト）の追加 

 

 ◎文教厚生常任委員会 

  【日時】平成２７年９月７日（月）午前１０時３０分～  

  【議題】新規事業（馬力本願プロジェクト）の追加 

 

 ◎経済常任委員会 

  【日時】平成２７年９月８日（火）午前９時３０分～  

  【議題】新規事業（馬力本願プロジェクト）の追加 

 

 ◎全員協議会 

  【日時】平成２７年１０月６日（火）午前９時３０分～  

  【議題】新ひだか町人口ビジョン（素案）、新ひだか町創生 

      総合戦略（素案）ほか 
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●新ひだか町地方創生推進本部（町幹部職員）での審議経過 

 

 ◎第１回本部会議 

  【日時】平成２７年２月１６日（月）午前９時３０分～ 

  【議題】地方創生の推進ほか 

 

 ◎第２回本部会議 

  【日時】平成２７年５月８日（金）午前９時００分～ 

  【議題】人口ビジョン（現状分析編）、総合戦略骨子（案） 

  

 ◎第３回本部会議 

  【日時】平成２７年６月８日（月）午前９時３０分～  

  【議題】総合戦略のイメージ、総合戦略骨子（案） 

 

 ◎第４回本部会議 

  【日時】平成２７年７月１３日（月）午前９時３０分～  

  【議題】新規事業（馬力本願プロジェクト）の追加 

 

 ◎第５回本部会議 

  【日時】平成２７年９月２８日（月）午後１時３０分～  

  【議題】新ひだか町人口ビジョン（素案）、新ひだか町創生   

      総合戦略（素案）ほか 

 

 ◎第６回本部会議 

  【日時】平成２７年１０月１６日（金）午前９時３０分～  

  【議題】新ひだか町人口ビジョン、新ひだか町創生総合戦略 

      の決定 ほか 

 

行政内部での協議 


