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総合戦略に基づく事業
結婚から子育てまでの切れ目ない
支援事業/移住定住促進事業/ゼロ
カーボンシティ事業 など

子ども子育て応援宣言のまち/ゼロカーボン
シティの実現に向けて
秩父別町では「第２期秩父別町まち・ひと・しごと創生

総合戦略」に掲げる４つの基本目標の達成に向けて、結婚
から子育てまでの切れ目ない支援、移住定住の促進などの
施策の推進や、ゼロカーボンシティの実現による持続可能
なまちづくりに取り組んでいます。

〈秩父別町企画課〉
☎0164-33-2111
mail：kikakuka@chippubetsu.jp

事業年度・事業費
令和２～６年度

−

秩父別町 ■プロジェクト

秩父別町まち・ひと・しごと創生推進事業

しごとをつくり、安心して働け
るようにする

新しい人の流れをつくり、転入者を増
やし、人の流出を防ぐ

結婚・出産・子育てを安心して
できるようにする

将来にわたり安心して暮らせる
まちづくり

＜４つの基本目標＞

ローズガーデン ベルパークちっぷべつ

人 口 2,331人(2022.1)
主な観光ポイント
ローズガーデン、ベルパーク

屋内遊戯場ちっくる

「NISEKO生活･モデル地区」で
の持続可能な開発/CO2の86％削
減に向けた取組/外国語教育･食
育･スポーツ教育の充実 など

感動の大地「ニセコ」から驚きを世界へ。
ニセコ町では、環境と社会と経済の相乗効果による持続

可能なまちづくりを企業の皆様と共に進める「共感パート
ナーシッププロジェクト」を立ち上げました。
省エネルギー・再生可能エネルギーの導入など環境モデ

ル都市の実現に向けた取組のほか、木材を中心とした地域
資源循環、ローカルスマート交通深化、ICT教育やスポー
ツ教育の充実、キッズパークなどの子育て支援、多様で多
文化な交流イベントの開催などニセコの価値を未来へつな
げる様々なプロジェクトを実施していきます。

〈ニセコ町企画環境課〉
☎0136-44-2121
mail：jichi@town.niseko.lg.jp

事業年度・事業費

令和２年度～

ー

ニセコ町 ■プロジェクト

SDGｓ
～未来へ向けた持続可能なまちづくり～

ニセコキッズパーク 多文化交流イベントニセコハロウィン

SDGs未来都市ニセコイメージ図

人 口 4,946人(2022.1)
主な観光ポイント
スキー場、ニセコ連峰、温泉郷

共感パートナーシッププロジェクト
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まち・ひと・しごと創生総合
戦略に基づく事業
高等教育の奨学金返済への支援/道
の駅の整備/不妊治療の全額助成/
高齢者等の移動手段の確保など

将来にわたり活力ある地域の実現を目指して
共和町では、「第２期共和町まち・ひと・しごと創生総

合戦略」に４つの基本目標を掲げ、基幹産業である農業の
担い手確保、新たに建設予定の『道の駅』を拠点とした交
流・関係人口の拡大と地域の魅力発信、子育て支援の拡充
などによる人口減少対策に取り組んでいます。寄附を通じ
て、町を支援してくださる企業をお待ちしています。

〈共和町企画振興課〉
☎0135-67-8795
mail：kikaku@town.

hokkaido-kyowa.lg.jp

事業年度・事業費
令和４～６年度

ー

共和町 ■プロジェクト

共和町まち・ひと・しごと創生推進事業

神秘の湖沼「神仙沼」 西村計雄記念美術館

稼ぐ地域をつくるとともに、安
心して働けるようにする

都市部とのつながりを築き、共和町
への新しいひとの流れをつくる

結婚・出産・子育ての希望をか
なえる

ひとが集う、安心して暮らすことが
できる魅力的な地域をつくる

＜４つの基本目標＞

らいでんブランドの農産物

人 口 5,659人(2022.1)
主な観光ポイント
神仙沼、西村計雄記念美術館

総合戦略に基づく事業
コンパクト・プラス・ネットワーク
の形成/産業振興の担い手育成/
保育・子育て環境の充実/食を活用し
た広域観光の推進

人口減少社会に適応したまちづくり
古平町では、人口減少社会に適応したまちづくりを進め

るため、「第２期古平町まち・ひと・しごと創生総合戦
略」に４つの基本目標を掲げ、まちなかの再生整備や漁
業・水産加工業の営安定に向けた支援、出産・子育て環境
の整備、食の魅力を活用した地域経済の活性化など、各種
施策に取り組んでいます。

事業年度・事業費
令和４～６年度

ー

古平町 ■プロジェクト

古平町まち・ひと・しごと創生推進事業

水産加工品の販路拡大

人口減少下においても安心して
暮らせるまちの実現

古平町の産業振興を図り、所得
の安定をめざす

出産・子育て環境の整備と医
療・福祉の充実

古平町への新しい人の流れをつ
くる

＜４つの基本戦略＞

保育・子育て環境の充実

人 口 2,798人(2022.1)
主な観光ポイント
ふるびら温泉しおかぜ、セタカムイ岩

古平町複合施設 かなえーる

〈古平町企画課〉
☎0135-48-9836
mail：kikaku.sct

@town.furubira.lg.jp
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苫小牧版地方創生事業
地元雇用の確保拡大/子育て
支援/移住促進/地域ブランド
力向上 など

総合戦略に掲げた基本目標の実現に向けて
苫小牧市では「第２期苫小牧市人口ビジョン及び総合戦

略」に掲げる４つの基本目標の達成に向けて、若者の地元
就職に向けた人材育成や起業者へのサポート、給食費助成
や体験プログラムなど良質な子育て環境の提供、Uターン
等移住の促進やスポーツ振興、企業誘致や都市環境整備な
どの推進に取り組んでいます。

〈苫小牧市政策推進課〉
☎0144-32-6039
mail：seisaku@city.tomakomai.hokkaido.jp

事業年度・事業費
令和２～６年度

−

苫小牧市
■プロジェクト

雇用・子育て・移住・地域ブランド向上など
総合的なまちづくり

地元企業と学生の“つながり”を強化し、
地元雇用の確保・拡大を実現する

子育てしながら仕事を続けられる社
会環境を整備する

地元の魅力を強化、暮らしやす
さ発信で移住を促進する

産業競争力を高め、地域ブラン
ド力を向上する

＜４つの基本目標＞

産業拠点都市、苫小牧

自然と共存するまち、苫小牧

苫小牧市の未来を創る

人 口 169,528人(2022.1)
主な観光ポイント
樽前山、ウトナイ湖

室蘭市

事業年度・事業費
令和２～６年度

−

総合戦略に基づく事業
移住推進事業/市内創業支援等事業/
待機児童対策/観光振興計画の推進
など

室蘭市では、第２期総合戦略において３つの基本目標を
掲げ、「働くまち」、「住むまち」として室蘭市を選んで
もらうため、魅力ある雇用の場の創出や子育て世代の希望
をかなえるまちづくり、歴史や文化など特徴的なまちの資
源を活かした、交流人口の拡大に取り組みます。

〈室蘭市総務部総務課〉
☎0143-25-2215
mail：soumu@city.muroran.lg.jp

■プロジェクト

室蘭市まち・ひと・しごと創生推進事業

室蘭市の特性や資源を活かしたまちづくり
工場夜景 地球岬

＜３つの基本目標＞

まちの特性を活かした産業振
興と魅力ある雇用の場の創出

子育て世代が希望を持って住
み続けられるまちづくり

まちの資源を活かし、新た
な「ひと」の流れをつくる

えみらん DENZAI環境科学館・室蘭市図書館

人 口 79,986人(2022.1)
主な観光ポイント
地球岬、白鳥大橋
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登別市地方創生推進事業
子育て/各産業の活性化/魅力あ
る観光地づくり/移住促進 など

登別市を「魅力あるまちへ」
登別市では平成７年度以降から人口減少が続いており、

様々な課題に直面しています。この課題に対応するため、
５つの基本目標を掲げ、「このまちに住み続けたい、住ん
でみたいと思える魅力あるまち」の実現を目指し、当市の
人口減少のスピードを鈍化させ、将来においては穏やかで
あったとしても上昇に転ずることを目標に地方創生の取組
を行っています。

〈登別市総務部企画調整グループ〉
☎0143-85-1122
mail：kikaku@city.noboribetsu.lg.jp

事業年度・事業費
令和２～６年度

−

登別市
■プロジェクト

登別市まち・ひと・しごと創生推進事業

子どもを生み育てやすいまちづくり 安心して老いを迎えることができるまちづくり

各産業が元気で展開されるまちづくり 観光地としての魅力を高め選択される
まちづくり

＜５つの基本目標＞

人 口 46,135人(2022.1)
主な観光ポイント
登別温泉、カルルス温泉

移住・定住・応援したいまちづくり

地獄の谷の⿁花火 デンマーク友好都市中学生派遣交流事業

日本工学院北海道専門学校サテライトオ
フィスen

総合戦略に基づく事業
健康産業を創造する事業/定住促
進のための環境を整備する事業/
生涯現役社会を実現する事業など

「こころ」も「からだ」も健康に暮らせるまちへ
伊達市では、「第２期伊達市まち・ひと・しごと創生人

口ビジョン・総合戦略」において３つの基本目標を掲げ、
温暖な気候と豊かな自然環境を生かし「健康」をコンセプ
トに、伊達市を選び、定住し、産み、育て、健やかに住み
続ける人が増えることを目指し、生涯にわたっていきいき
と暮らせるまちづくりを進めています。

〈伊達市企画財政課〉
☎0142-82-3114
mail：kikaku@city.date.hokkaido.jp

事業年度・事業費
令和２～６年度

ー

伊達市
■プロジェクト

伊達市まち・ひと・しごと創生推進事業

北黄金貝塚 三階滝

健康産業の創造 定住促進のための環境整備

生涯現役社会の実現

＜３つの基本目標＞

健康に暮らすなら伊達市

人 口 32,901人(2022.1)
主な観光ポイント
北黄金貝塚、北湯沢温泉郷
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創生総合戦略に基づく事業
地域産業経営基盤の強化/子育て支援
の充実/情報発信の強化/学習機会の
充実/持続可能なまちづくり など

笑顔あふれる元気なまち そうべつ
壮瞥町では、第２期総合戦略に掲げる５つの基本目標

の達成に向けて、地域産業の経営基盤強化による雇用の
維持・拡大、安心して子どもを産み育てられる環境の整
備、子どもからお年寄りまで、生涯を通じて学び、協働
するまちづくりなど、各種施策を推進しています。

〈壮瞥町企画財政課〉
☎0142-66-2121
mail：kikaku@town.sobetsu.lg.jp

事業年度・事業費
令和３～６年度

−

壮瞥町 ■プロジェクト

壮瞥町まち・ひと・しごと創生推進事業

①産業力強化で雇用を創出する
② 人材育成と子育て支援を強化する
③ 情報発信強化で人を呼び込む
④誰もが活躍でき、元気に暮らせるまちづくり
⑤ 持続可能な行財政運営の推進

＜５つの基本目標＞

人 口 2,392人(2022.1)
主な観光ポイント
昭和新山、洞爺湖、壮瞥公園

昭和新山 壮瞥公園から望む洞爺湖

創生総合戦略に基づく事業
空き店舗を活用した起業支援/移住
希望者へのサポート/子育て負担の
軽減/防災体制の充実など

地域特性や豊富な資源を活かしたまちづくり
洞爺湖町では、「第２期洞爺湖町まち・ひと・しごと創

生総合戦略」の基本目標を推進させ、まちの魅力と地域資
源を活かしながら雇用の創出により移住・定住を促進する
とともに、結婚・出産・子育て環境の改善を図ります。
さらに、海・湖・山等の自然環境や温泉などの地域の特

性を活かした交流人口の拡大に取り組んでいます。

〈洞爺湖町企画防災課〉
☎0142-74-3004
mail：kikaku@town.toyako.lg.jp

事業年度・事業費
令和４～６年度

ー

洞爺湖町
■プロジェクト

洞爺湖町まち・ひと・しごと創生推進事業

冬の洞爺湖 入江・高砂貝塚化の内部の様子

しごとづくりと働きやすい環境 ひとの流れづくりとつながりの強化

出産・子育て・教育支援の充実 安心のある暮らしづくり

＜４つの基本目標＞

金比羅火口災害遺構散策路

人 口 8,235人(2022.1)
主な観光ポイント
洞爺湖、西山散策路など
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様似町

事業年度・事業費
令和３～６年度

−

まち・ひと・しごと創生総合
戦略に基づく事業
産業振興対策の推進/移住交流の推進
/ジオパークを活用した特色ある教育
の推進/地域医療体制の維持 など

様似町では「第2期様似町まち・ひと・しごと創生総合
戦略」に掲げる４つの基本目標の達成に向けて、産業の活
性化による人口流出の抑制や、アポイ岳ユネスコ世界ジオ
パークを活用した新しい人の流れの創出、妊娠・出産・子
育てにおける支援や環境づくり、人や企業・団体・町など
が協働で誰もが安全で安心して住み続けられる魅力あるま
ちづくりを推進します。

〈様似町役場企画調整課〉
☎0146-36-2122
mail：kikakutyouseika@samani.jp

■プロジェクト

様似町まち・ひと・しごと創生推進計画

～夢を絆を 笑顔でつなぐまちづくり～

稼ぐ地域をつくるとともに、安
心して働けるようにする

地域とのつながりを築き、地域への新
しい人の流れをつくる

結婚・妊娠・出産・子育ての希
望をかなえる

人が集う、安心して暮らすこと
ができる魅力的な地域をつくる

＜４つの基本戦略＞

人 口 4,087人(2022.1)
主な観光ポイント
アポイ岳、親子岩ふれ愛ビーチ

ふるさとジオ塾アポイ岳

函館市

事業年度・事業費
令和２～６年度

−

第２期函館市活性化総合戦略
福祉拠点の整備/健康づくり/ひと
り親家庭支援/教育環境充実/食の
産業化/西部地区再整備 など

函館市では、市民が幸せを実感しながらいつまでも住み
続けたくなるまちとなるよう、福祉拠点を中心とした地域
で見守り支え合う仕組みづくりや、安心して子どもを生み
育てることができる環境の整備、観光振興による交流人口
の拡大、若者をはじめとする雇用の場の確保など、各種施
策を推進しています。

〈函館市企画部計画推進室計画調整課〉
☎0138-21-3693
mail：keikakuchosei

@city.hakodate.hokkaido.jp

■プロジェクト

函館市まち・ひと・しごと創生推進事業

まちとしての総合的な魅力を高めるために
函館の夜景

食のイベント

＜３つの基本目標＞

市民一人ひとりの幸せを大切
にします

函館の経済を支え強化します

快適で魅力あるまちづくり
を進めます

子育て環境

人 口 248,106人(2022.1)
主な観光ポイント
五稜郭公園、函館山



創生総合戦略に基づく事業
雇用確保及び雇用機会づくり促進
事業/Uターン者の奨学金償還免除
/教育に関する支援事業 など

将来にわたり持続可能なまちづくり
北斗市では「第２期北斗市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」に掲げる４つの基本目標の達成に向けて、北海道新
幹線の札幌延伸を見据えた新たな人の流れの創出や産業の
高収益化、移住・定住の促進、仕事と子育てを両立できる
環境整備、持続可能な暮らしやすいまちづくりを進めてい
ます。

〈北斗市総務部企画課〉
☎0138-73-3111
mail：kikaku@city.hokuto.hokkaido.jp

七飯町

事業年度・事業費
令和２～６年度

−

住み続けたいまち七飯町を
目指した総合的な施策
子育てサポート事業／活力のあるま
ちづくり推進事業／道の駅エリア活
性化事業／移住定住促進事業 など

七飯町では、若い世代の転出抑制や転入増加、出生率上
昇や出生増加のため「第２期七飯町まち・ひと・しごと創
生総合戦略」４つの基本目標を掲げ、女性の活躍支援や子
育て環境の整備、住民サービス機能の維持・確保、地域産
業の人材育成や競争力強化、企業誘致やＩ･Ｕターンの促
進などに取り組んでいます。

〈七飯町政策推進課〉
☎0138-65-5792
mail：seisaku@town.nanae.hokkaido.jp

総

合

事業年度・事業費
令和２～６年度

−

北斗市 ■プロジェクト

■プロジェクト

北斗市まち・ひと・しごと創生推進事業

七飯町まち・ひと・しごと創生推進事業

北海道新幹線を活かした産業の
振興と雇用の場をつくる

北斗らしさを活かして人を呼び込み・
呼び戻す

子どもを生み、育てたいという
希望をかなえる

住み続けたいという暮らしの環
境をつくり守る

＜４つの基本目標＞

キミとボクとホクト

新函館北斗駅 音楽のまち・ほくと

人口増社会と地域活性化に向けて

子どもを安心して産み育てられる 住み続けたいと思える生活環境
を整える

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

七飯町らしさを活かして人を呼
び込み・呼び戻す

＜４つの基本目標＞

大沼国定公園 道の駅なないろ・ななえ

函館新幹線総合車両所
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人 口 45,025人(2022.1)
主な観光ポイント
トラピスト修道院、きじひき高原

人 口 28,062人(2022.1)
主な観光ポイント
大沼国定公園、城岱牧場



創生総合戦略に基づく事業
沿岸漁業振興対策事業/拠点観光
施設運営事業/教育費の負担軽減
/道路ネットワークなど

地域経済の好循環拡大と定住移住に取り組む
鹿部町では、「第２期鹿部町まち・ひと・しごと創生総

合戦略」の基本目標を推進させ、産業の活性化や担い手の
育成、道の駅を観光拠点として地域資源を生かした交流人
口の拡大と移住に繋がる魅力の発信、結婚・出産・子育て
支援の拡充、災害に対する備えなどにより、いつまでも安
心して暮らせるまちづくりを進めています。

〈鹿部町企画振興課〉
☎01372-7-5297
mail：kikaku

@town.shikabe.hokkaido.jp

総

合

事業年度・事業費
令和３～６年度

ー

鹿部町 ■プロジェクト

鹿部町まち・ひと・しごと創生推進事業

鹿部漁港と北海道駒ヶ岳 道の駅しかべ間歇泉公園

鹿部で｢稼ぐ力｣を高める 鹿部に人を｢集める力｣を高める

鹿部で子どもを育てる｢魅力｣を
高める

住民の安全・安心・健康を｢守る
力｣を高める

＜４つの基本戦略＞

鹿部稲荷神社例大祭(稚児行列の子ども)
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人 口 3,721人(2022.1)
主な観光ポイント
しかべ間歇泉公園、ひょうたん沼公園

創生総合戦略に基づく事業
結婚・出産・子育て支援/移住・
雇用促進/新たな産業創出支援/
市街地の賑わい創出など

都市・農村・自然が共創し、ひととしごとが
力強く好循環する北北海道の拠点づくり
旭川市では「旭川市まち・ひと・しごと創生総合戦略

【第２期】」に４つの基本目標を掲げ、妊産婦のサポート
体制の充実や子育て環境の整備、地域資源を生かした滞在
型観光や移住の促進、デザインなど強みを生かした産業構
築、ICTパーク運営など中心市街地の活性化に取り組んで
います。

〈旭川市総合政策部政策調整課〉
☎0166-25-5358
mail：seisakuchosei

@city.asahikawa.lg.jp

事業年度・事業費
令和２～６年度

ー

旭川市 ■プロジェクト

旭川市まち・ひと・しごと創生推進事業

あさひかわ北彩都ガーデン 旭山動物園

若い世代の結婚・出産・子育て
の希望をかなえる

新しい人の流れをつくり、留ま
れる中核拠点を創出する

北北海道を舞台にチャレンジするひと
や企業を応援し、雇用環境を充実する

安心で魅力ある持続可能な拠点
都市を形成する

＜４つの基本目標＞

人 口 327,960人(2022.1)
主な観光ポイント
旭山動物園、旭川市科学館



総

合
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士別市

事業年度・事業費
令和２～７年度

−

総合戦略重点プロジェクト
コンパクトタウン関連事業/持続
可能な足腰の強い農業農村事業/
合宿の聖地関連事業 など

未のまちと つぎの未らいへ
士別市では「第２期士別市まち・ひと・しごと創生総

合戦略」で３つの重点プロジェクトを掲げ、コンパクト
タウンの推進や“羊のまち士別”ブランドの確立、スマー
ト農業の推進やサフォーク羊の供給体制の充実、スポー
ツ合宿の招致や生涯スポーツの推進など、各種事業を実
施しています。

〈士別市総務部創生戦略課〉
☎0165-26-7813
mail：soseisenryakuka

@city.shibetsu.lg.jp

■プロジェクト

士別市まち・ひと・しごと創生推進事業

士別サフォーク

まちの未らい創造農業未来都市創造

合宿の聖地創造

＜３つの重点プロジェクト＞

まちの未らい創造 農業未来都市創造

合宿の聖地創造

ひつじ み

人 口 17,676人(2022.1)
主な観光ポイント
羊と雲の丘、世界のめん羊館

愛別町

事業年度・事業費
令和３～６年度

−

総合戦略に基づく事業
不妊治療費助成事業/教育ICT推進
事業/スマート農業推進事業 など

愛別町では、人口減少を抑制し魅力と活力のあふれるま
ちづくりを推進するため「第２期愛別町まち・ひと・しご
と創生総合戦略」に掲げる４つの基本戦略に基づき、結婚
から子育てまでの支援体制の充実や、良質な農産物の生産
支援、関係人口の増加、移住・定住を促進する事業など、
各種施策に取り組んでいます。

〈愛別町総務企画課〉
☎01658-6-5111
mail：soumukikaku

@town.aibetsu.hokkaido.jp

■プロジェクト

愛別町まち・ひと・しごと創生推進事業

子どもの笑顔かがやく恵みの大地を目指して
産業の活性化

子育て環境の充実

誰もが住みたくなるまちづくり

結婚・妊娠・出産・子育ての希
望をかなえる

未来を担う農業を大切にし、いきいき
と働けるようにする

新しい人の流れをつくり、「あ
いべつ」ファンを増やす

誰もが住みたくなる、戻りたく
なる安全・便利なまちをつくる

＜４つの基本戦略＞

人 口 2,612人(2022.1)
主な観光ポイント
総合スポーツ公園



総

合

49

下川版ＳＤＧｓによる地域
創造事業
地域振興事業/林業・林産業振興
事業/農業振興事業/快適住まい
づくり促進事業など

SDGsを取り入れ、下川町で暮らすことが幸
せと感じる幸福度の高い地域を目指して
下川町の年齢３区分別人口では、令和２年10月１日時点

において高齢者人口が1,277人、生産年齢人口が1,603人で
あり年少人口は323人となっています。
今後、人口減少に伴う地域経済の縮小によって若者世代

の流出や少子高齢化がさらに進むことが予測され、労働者
不足や自治機能の低下といった課題が生じます。
これらの課題に対応するため、目の前の課題解決だけで

はなく、これから生まれてくる未来世代のことを予測しつ
つ、⾧期的、複眼的な視点でまちづくりを進めるため、下
川町では、町民主体による「2030年における下川町のあり
たい姿（下川版ＳＤＧｓ）」の実現を目指しています。

〈政策推進課SDGs推進戦略室〉
☎ 01655-4-2511
mail：seisaku

@town.shimokawa.hokkaido.jp

事業年度・事業費
令和３～６年度

ー

下川町 ■プロジェクト

下川町まち・ひと・しごと創生推進事業

万里⾧城 五味温泉

人 口 3,098人(2022.1)
主な観光ポイント
万里⾧城、五味温泉

浜頓別町

事業年度・事業費
令和２～６年度

−

浜頓別町まち・ひと・しごと
創生推進事業
妊産婦健康診査支援事業、中小企業・
小規模企業振興補助の活用 など

住み続けたいまち かえりたいまち
輝くふるさと はまとんべつ

浜頓別町では、現在、住んでいる人や訪れる人たちに
「ずっとここで暮らしたい」「浜頓別町で暮らしてみた
い」、故郷を離れてしまった人たちに「浜頓別町に帰りた
い」と想ってもらえる魅力あふれるまちづくりを行い、人
口減少に歯止めをかけ、次世代の子どもたちにつなげます。

〈浜頓別町総務課地方創生推進室〉
☎01634-2-2345
mail:sousei@mail.town.

hamatonbetsu.hokkaido.jp

■プロジェクト

浜頓別町まち・ひと・しごと創生推進計画

ベニヤ原生花園のハマナス

＜４つの基本戦略＞

若い世代の希望を叶える 安定した雇用を生む

安心なくらしを守る

人 口 3,442人(2022.1)
主な観光ポイント
クッチャロ湖、ベニヤ原生花園

クッチャロ湖のハクチョウ

外から人を呼び込む

浜頓別町のマスコットキャラクター
スワットン



創生総合戦略に基づく事業
子ども向け屋内遊戯施設整備事
業/産学官連携研究開発事業/ま
ちづくり協働推進事業

～子どもたちに誇れるまち・ひと・しごと～
根室市では、若い女性を始め、次代を担う市民が働き、

出会い、結婚し、出産・育児等のライフステージを根室市
で過ごすことができる地域を目指しています。
新しい人の流れを創造するため、根室市ならではの暮ら

しやすさを再認識する機会や、より一層、根室市の魅力を
市内外に発信するために、「子育て支援」、「雇用対策」、
「人材育成」の３つを一体的に取組み、住み続けられるま
ちづくりを推進します。
寄附を通じて官民協働で地域の魅力向上に取り組んでく

ださる企業をお待ちしています！

〈根室市総合政策部総合政策室〉
☎0153-23-6111
mail：sog_seisaku

@city.nemuro.hokkaido.jp

総

合

事業年度・事業費
令和２～６年度

ー

根室市 ■プロジェクト

根室市まち・ひと・しごと創生推進事業

根室明治公園サイロ サンマの水揚げ
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人 口 24,231人(2022.1)
主な観光ポイント
納沙布岬、春国岱、花咲灯台車石

池田町

事業年度・事業費
未定
−

総合戦略に基づく事業
道の駅整備検討事業/サテライトオ
フィス整備検討事業 など

池田町では、人口減少を抑制し魅力と活力のあふれるま
ちづくりを推進するため「第２期池田町まち・ひと・しご
と創生総合戦略」に掲げる４つの基本戦略に基づき、結婚
から子育てまでの支援体制の充実や良質な農産物の生産支
援、産業の育成、関係人口の増加、移住・定住を促進する
事業など、各種施策に取り組んでいます。

〈池田町企画財政課〉
☎015-572-3112
mail：kikaku@town.hokkaido-ikeda.lg.jp

■プロジェクト

池田町まち・ひと・しごと創生推進事業

人づくりはまちづくり、協働のまちを目指して
産業の活性化

子育て環境の充実

雄大な自然環境

結婚・出産・子育ての希望をか
なえる

産業の振興を雇用の場の確保・拡大に
つなげる

他地域との繋がりを築き、池田
町への新しい人の流れをつくる

人が集う、安心して暮らすこと
ができる魅力的なまちをつくる

＜４つの基本戦略＞

人 口 6,288人(2022.1)
主な観光ポイント
ワイン城、千代田堰堤



総

合中標津町

事業年度・事業費
令和３～６年度

−

人口減少対策への取組
持続的な産業の実現と付加価値向上、女性の社
会参加の促進、若い世代の結婚支援、郷土愛を
深めるまちづくり（景観教育・スポーツ文化環
境の充実等）、高等教育機関の誘致・充実など

「雇用・活性化」「結婚・子育て」「定住・
愛着」の3つの視点で人口減少対策
中標津町では人口減少の抑制を図るため「第２期中標

津町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を推進し、「雇
用・活性化」「結婚・子育て」「定住・愛着」の3つの視
点での人口減少対策に取り組んでいます。

〈中標津町総務部政策推進課〉
☎0153-73-3111
mail：kikaku@nakashibetsu.jp

■プロジェクト

中標津町まち・ひと・しごと創生推進事業

上空から見た開陽台と格子状防風林

＜３つの目標＞

人 口 22,978人(2022.1)
主な観光ポイント
開陽台展望台、格子状防風林

多様なつながりで活性化する
まち【雇用・活性化】

結婚し子どもを産み育てたいと
思えるまち【結婚・子育て】

愛着を持ち、住みたくなる、戻っ
てきたくなるまち【定住・愛着】

みんなの景観プロジェクト
（かぼちゃランタン）

農業高校生が自ら作る肉・乳加工品
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