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基本構想

計画の構成と期間

総合振興計画

将来像

将来像むらづくりの理念

●�神恵内村はこれまでも“村民主体・村民本位”のみんなが主役のむらづくりを進めてきていますが、さらに、
住民や地域、産業などの連携をすすめ、神恵内村が目指す将来像と、その実現に向けた計画的な取り組み
を図るため、本計画を策定しました。

「世界 ～S･E･K･A･I～ をつなぐ　笑顔でつなぐ　むらづくり」
「S･E･K･A･I」をそれぞれ頭文字に持つ、またはその意味を表す言葉には次のようなものがあります。

　　「S」……�生活、産業、自然、資源、神秘
　　「E」……�笑顔、エンジョイ、エネルギー、エコロジー
　　「K」……�健康、子育て、経済、環境、観光、教育
　　「A」……�安心･安全、愛郷心
　　「 I 」……�いきがい、助け合い、自分自身

⃝「やすらぎ・あんしん」�……… みんなで支え合う安心とやすらぎのあるむら
⃝「にぎわい・ゆたかさ」�……… 持続可能で活力に満ちた、にぎわいと魅力のあるむら
⃝「はぐくみ」� ………………… 未来を拓く人を育み歴史と文化を大切にするむら
⃝「ふれあい」� ………………… 小さいからこそ芽生えるふれあい、きずな

実施計画
＜総合戦略＞

基本計画
＜国土強靭化地域計画＞

基本構想
10年間

前期5年間

５年間（毎年度ローリング）

後期5年間

５年間（毎年度ローリング）

神恵内村総合振興計画【概要版】
＜令和2（2020）年度～令和11（2029）年度＞
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「
世
界 

～
S･

E･

K･

A･

I
～ 

を
つ
な
ぐ
　
笑
顔
で
つ
な
ぐ
　
む
ら
づ
く
り
」

やすらぎ
あんしん

みんなで支え合う
安心とやすらぎの
あるむら

１．健康福祉分野

1-1��生涯を通じた�
健康づくりの�
推進

　
●�生涯を通じて健康な暮らしが保たれるよう、各種検診や予防活動など支援体制や保健・福祉・医療の連
携を強化し、さらに本村の立地的不利を克服するために、長期的にはIoTの活用等による遠隔医療システ
ム等を導入し病気になっても安心できる環境づくりに努めます。

1-2��地域で支え合う�
社会福祉の実現

　

●�高齢者や障害者等の自立を促進するための支援サービスの充実を図るとともに、支援や介護が必要に
なった人に対しては、家族のみならず地域で支えていく体制をつくっていきます。
●�家庭と地域で支え合い、誰もが安心して子どもを生み育てることができるよう、子育て支援策の充実に
向けて取りくんでいきます。

２．生活環境分野

2-1��快適で持続可能な�
環境づくりの推進

　
●�豊かな自然環境と共生し、安全で快適な道路網や水道などの生活基盤の整備と、人にやさしい地域公共
交通や需要に応じた利便性の高い住環境の計画的な整備などの生活環境の充実を図り、快適で住みやす
いむらを目指します。

2-2��安心・安全に�
暮らせる�
生活環境づくり

　
●�安全・安心は生活の基本条件であり、自然環境の保全も含めた治山・治水対策の推進とともに津波や高
潮対策として公有地の造成など自然災害等の緊急時に対する、地域の防災体制、防犯体制、交通安全対
策の充実を図り、安全で安心して生活できるむらを目指します。

にぎわい
ゆたかさ
持続可能で
活力に満ちた、
にぎわいと
魅力のあるむら

３．経済産業分野

3-1��持続可能な漁業の�
基盤整備と�
支援強化

　

●�本村の基幹産業である漁業振興のために、“つくり育てる漁業”を推進していくとともに、基地である漁
港の整備や養殖施設の整備・強化、付加価値を高めていくための加工への展開を進めていきます。
●�後継者対策は重要な課題であり、労働環境の改善や新規就業者対策を推進していくとともに、漁業と観
光の連携による観光漁業の展開などを進めていきます。

3-2��農林業の振興 　
●�遊休農地の活用を含め、風土に適した農業の在り方を研究していきます。
●�森林については自然環境の保全やレクリエーション・学習の場という観点も含めて取り組んでいきます。

3-3��地域資源を�
活用した�
観光と商工業�
の振興

　

●�本格的な人口減少を迎え、国内の旅行市場が縮小傾向となるなか、観光客の増加を図る必要があり、外
国人観光客を取り込むため、本村の伝統芸能や自然景観といった地域資源を最大限に活用した体験型観
光を推進し、人が訪れたくなる魅力あるむらづくりを目指します。
●�関係機関などと連携し、村内の空き家・空き店舗を活用した企業支援の充実を図り、商店の活性化を促
し地域内経済循環を進めます。

はぐくみ
未来を拓く人を育み
歴史と文化を
大切にするむら

４．教育文化分野

4-1��子ども教育環境の
充実

　 ●�子どもたちが自らの人生を切り拓き自立ができるよう、豊かな心、健やかな体、確かな学力を育む教育を
進めるとともに、学校教育環境の整備や学校・家庭・地域との連携・協働で子どもの成長を支えます。

4-2��生涯学習の充実 　

●�村民の健康増進や生きがいづくりのため、スポーツ・レクリエーション活動を促進するとともに、各種
教育機関との連携や地域の歴史などの教育資源を積極的に活用し、幅広い世代に対応した学習機会の充
実を図ります。
●�広域連携の中で相互機能の補完や分担をおこなうとともに、単独自治体では難しい広域イベント等の企
画を推進していきます。

ふれあい
小さいからこそ芽生えるふれあい、きずな

　

●�これからのむらづくりは、住民、事業者、行政がそれぞれの役割を担いながら、共通の目標像に向かっ
て協働での取り組みが不可欠になります。
●�明確なむらづくりのビジョンを掲げ、住民とともに職員の資質を向上し、限られた財源の効果的な活用
を戦略的に考え、村民主体・村民本位を基本に取り組んでいきます。

32

施策体系

●�将来像の実現に向けて「施策」に分類した取組の方向性を示しています。また、総合計画の施策体系や取組を
SDGs（※）の17の目標の視点から、むらの実状に合わせて整理し、推進することで、目標の達成を目指します。

※「SDGs（エスディージーズ）」とは、2015年9月に国連で開かれたサミットの中で決められた、国際社会共通の目標です。
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神恵内村国土強靭化地域計画
～基本計画～

●�神恵内村における自然災害に対する脆弱さを見つめ直し、強靱化を図ることは、大規模自然災害から村民
の生命・財産を守り、本村の持続的な成長を実現するために必要であり、国土強靱化に関する施策を総合
的かつ計画的に推進するため、「神恵内村国土強靱化地域計画」を策定しました。

●�国の基本計画で設定されている８つの「事前に備えるべき目標」、及び「45の起きてはならない最悪の事
態」をもとに、本村の地域特性等を踏まえ、脆弱性評価の前提となるリスクシナリオとして、７つのカテゴ
リーと「18の起きてはならない最悪の事態」を設定しました。

●�神恵内村の強靱化を進めるに当たっては、国や北海道の目標に配意しつつ、次の３つを神恵内村の目標
として掲げ、関連施策の推進に努めます。

　神恵内村の強靱化の目標
　　⑴大規模自然災害から村民の生命･財産と神恵内村の社会経済システムを守る
　　⑵神恵内村の強みを活かし、国・北海道全体の強靱化に貢献する
　　⑶神恵内村の持続的成長を促進する

計画の位置づけ

リスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」の設定

計画の位置づけ

・神恵内村地域防災計画
・神恵内村公共施設等総合管理計画
・その他計画

神恵内村総合計画

神恵内村強靱化計画

北海道強靱化計画

国土強靱化基本計画

特定分野別計画

連携

調和

調和

カテゴリー1

カテゴリー2

カテゴリー3

人命の保護

救助・救急活動等の迅速な実施

行政機能の確保

【18の起きてはならない最悪の事態と施策プログラム】

起きてはならない最悪の事態 施策プログラム

1-1
地震・津波等による建築物等の
大規模倒壊や
火災に伴う死傷者の発生

●住宅・建築物等の耐震化� 重点
●建築物等の老朽化対策� 重点
●緊急輸送道路等の整備

1-2 土砂災害による多数の死傷者の発生 ●警戒避難体制の整備� 重点

1-3 大規模津波等による多数の死傷者の発生 ●津波避難体制の整備� 重点

1-4 暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う死傷者の発生
●暴風雪時における道路管理体制の強化� 重点
●除雪体制の確保

1-5 積雪寒冷を想定した避難体制等の未整備による被害の拡大 ●積雪寒冷を想定した避難所等の対策� 重点

1-6 情報伝達の不備・途絶等による死傷者の拡大

●関係機関の情報共有化
●住民等への情報伝達体制の強化� 重点
●観光客、高齢者等の要配慮者対策� 重点
●地域防災活動、防災教育の推進� 重点

起きてはならない最悪の事態 施策プログラム

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止
●支援物資の供給等に係る連携体制の整備� 重点
●非常用物資の備蓄促進� 重点

2-2 消防、警察、自衛隊等の被災等による救助・救急活動の停滞

●防災訓練等による救助・救急体制の強化� 重点
●自衛隊体制の維持・拡充
●救急活動等に要する情報基盤、
　資機材の整備

2-3 被災地における医療・福祉機能等の麻痺
●被災時の医療支援体制の強化
●災害時における福祉的支援� 重点
●防疫対策� 重点

起きてはならない最悪の事態 施策プログラム

3-1 村内外における行政機能の大幅な低下 ●災害対策本部機能等の強化� 重点
●行政の業務継続体制の整備
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神恵内村人口ビジョン

●�人口ビジョンは国の長期ビジョンを勘案して策定し、必要に応じて改定を行うものです。
●�村の将来像を実現するために、村民、行政、民間事業者等（住民＋産官学金労言）が協働して人口減少時
代における諸問題を克服し、持続可能な地域社会の形成を目指し、その実現に向けて施策を推進していき
ます。

●�計画人口は、計画期間内の成果を見込んで800人とします。
●�自然減及び社会減の両面から人口減少の進行に歯止めをかけるためには、現在進めている海の再生によ
る漁業の振興に向けた藻場の整備など「つくり育てる漁業」を促進し、第6次産業化を進めるなど、地域
産業の振興に取り組みます。
●�また、子育て支援や日常の買い物環境の充実に向けた取り組みなど移住・定住対策等に係る取り組みと
ともに、人口減少社会のなかで村民の暮らしの安全・安心を確保するための取り組みを一体的に進め、�
「世界 ～S･E･K･A･I～ をつなぐ笑顔でつなぐ　むらづくり」の実現を目指します。

目標：令和11（2029）年度に、人口規模 800人 を維持

将来像を実現

第２期神恵内村まち･ ひと･しごと創生 
総合戦略  ～実施計画～

●�第2期総合戦略は、総合振興計画の重点戦略として位置づけ、関連する諸計画とも適宜連動して実効性を
高めていきます。

基本
目標 1 持続可能で安定した雇用を創出する

＜施策＞

神恵内村の地域資源（水産資源など）を最大限活用した事業の創出

●�つくり育てる漁業の推進 ・水産物（ナマコ、ウニ、サクラマスなど）の増養殖技術の確立� 継続
・増養殖施設の基盤整備� 新規

●�水産物のブランド化と６次産業化の推進 ・水産物のブランド化と6次産業化の推進� 継続

カテゴリー4

カテゴリー7

ライフラインの確保

迅速な復旧・復興等

起きてはならない最悪の事態 施策プログラム

4-1 エネルギー供給の停止 ●再生可能エネルギーの導入拡大� 重点
●石油燃料供給の確保

4-2 食料の安定供給の停滞 ●食料生産基盤の整備� 重点
●道産食料品の販路拡大� 重点

4-3 上水道等の長期間にわたる機能停止 ●水道施設等の防災対策� 重点

4-4 村外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止 ●道路施設の防災対策等� 重点

起きてはならない最悪の事態 施策プログラム　　　

7-1 災害廃棄物の処理の停滞等による復旧・復興の大幅な遅れ
●災害廃棄物の
　処理体制の整備

7-2 復旧・復興等を担う人材の絶対的不足 ●災害対応に不可欠な建設業との連携� 重点
●行政職員の活用促進

カテゴリー5

カテゴリー6

経済活動の機能維持

二次災害の抑制

起きてはならない最悪の事態 施策プログラム

5-1 供給網の寸断や中枢機能の麻痺等による企業活動等の停滞

●�リスク分散を重視した�
企業立地等の促進
●村内企業等への支援� 重点

起きてはならない最悪の事態 施策プログラム　

6-1 森林等の荒廃による被害の拡大 ●森林の整備・保全
●地籍調査の推進� 重点

つくり育てる
漁業の促進

生活環境の充実

６次産業化の推進

教育環境の充実

子育て支援の充実

安全・安心な暮らし
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神恵内村総合振興計画（第 6 次）《概要版》
  発　　　行　北海道神恵内村　／　企画・編集　神恵内村企画振興課企画振興係

※この概要版は、総合振興計画の一部を紹介したものです。
　本計画の詳細な内容は神恵内村ホームページでご覧いただけます。 神恵内村総合振興計画

基本
目標 2

基本
目標 3

新しい人の流れをつくる

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る

＜施策＞

＜施策＞

＜施策＞

＜施策＞

＜施策＞

＜施策＞

＜施策＞

移住・定住に向けた環境整備

結婚・妊娠・出産の切れ目のない支援の充実

安心・安全な暮らしを守る地域づくり

関係人口の創出・拡大

子育て・教育環境の充実

時代に合った地域づくり

地域の魅力を最大限活用した観光振興

●移住・定住ワンストップ窓口の設置 ・空き家、空き店舗の管理・把握� 継続
・移住・定住対策の拠点整備� 継続

●�結婚・出産希望をかなえるための経済的支援 ・結婚新生活支援事業の拡充� 継続

●�予防・健康対策事業 ・特定健診等の推進� 継続
●�地域コミュニティの連携強化と移動手段の確保 ・どこでもパス交付事業の推進� 継続

●�地域防災力の強化 ・役場新庁舎を防災拠点とした、津波避難計画の策定や防災訓練の実施� 継続
・公共施設の総合的かつ計画的な管理の推進� 新規

●�プロモーションの推進 ・ふるさと納税の拡充� 新規
●�広域連携による地域の活性化 ・企業版ふるさと納税、ふるさとテレワーク事業の推進� 新規

●�安心して子どもを育てるための環境整備 ・保育所等複合施設を活用した子育て保育サービスの充実� 新規
●�学校教育環境の充実 ・ふるさと給食の充実� 継続

●�Society5.0の実現に向けた技術の活用 ・ウニ等陸上養殖施設の事業化に向けたIoT等の導入� 新規
・その他水産業、防災、医療、福祉、教育分野へのIoT等の活用� 新規

●�体験交流型観光と観光コースの開設 ・体験交流型プログラムの設定と近隣町村との連携� 継続
●�国内外観光客の誘致推進 ・外国人観光客や国内旅行者の受入れ体制の強化� 継続

基本
目標 4


