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第1 基本的な考え方                         

 

１ 策定の趣旨                                 

松前町創生総合戦略は、歴史と文化のまち松前町が、将来に渡って持続可能な町であ

り、そこに暮らす人に幸せを感じてもらえるような町を進めるために、目指す方向性や

まちづくりの理念を明確にすることを目的に策定するものです。 

人口減少や少子高齢化が急速に進展する中にあっても、松前町の持つ「地域力」を最

大限発揮し、町民、地域、団体、企業、行政などが力を合わせて松前町を元気にする計

画とします。 

 

２ 総合戦略の位置付け                             

 松前町創生総合戦略は、松前町総合計画の一部分として位置付けます。 

 松前町総合計画の基本構想と、5 つの基本計画の一部を総合戦略に取り入れ、総合計

画の実施計画に当たる戦略プランを別途策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間                                  

  平成 27 年から３１年までの 5 年間とします。 
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４ 国・北海道・函館市の動向                          

（１）国の動向 

  日本の人口は、平成20年の約1億2800万人をピークに、平成72年には8700万

人まで減少するという推計が出されました。（△4100万人・△32％） 

  この人口減少問題に真正面から立ち向かうため、平成26年11月に以下の4項目を

基本目標とした、まち・ひと・しごと創生総合戦略が策定されました。 

①地方における安定した雇用を創出する 

②地方への新しい人の流れをつくる 

③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

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 

 

  また、東京一極集中、地方と大都市の経済格差などの課題もあり、平成27年10月

の第3次安倍内閣の発足時に、①国内総生産（ＧＤＰ）600兆円、②合計特殊出生率

1.8③介護離職者ゼロを目標とした「1億総活躍」という新たな目標も示されました。 

 

（２）北海道の動向 

  北海道は、平成27年10月27日に北海道人口ビジョン、北海道創生総合戦略を策

定しています。 

  人口は、平成9年の570万人をピークに、平成22年では550万人となっており、

札幌市を中心とした道央圏に人口が集中する傾向にあります。 

  平成52年の将来推計では、国の推計で419万人（平成22年度比△131万人・△

24％）、出生率の上昇と平成32年に社会増減が均衡するとした仮定の場合は458

万人（平成22年度比△92万人・△17％）としています。 

  この対策として、5つの重点戦略プロジェクト、5つの基本戦略、振興局単位の地

域戦略を策定し、北海道の強みを活かした人口減少対策を行おうとしています。 

 

（３）函館市の動向 

  北海道南部の中心都市である函館市は、平成27年10月30日に函館市人口ビジョ

ン、函館市活性化総合戦略を策定しました。 

  人口は、昭和55年の34万5千人をピークに、平成22年には27万9千人となって

います。 

  国立社会保障・人口問題研究所の公表値を基にした将来推計人口は、平成52年に

17万5千人（平成22年比△10万4千人、△37％）、平成72年には11万3千人

（平成22年比△16万9千人、△59％）となっています。 

  函館市では5つの基本目標からなる活性化総合戦略を策定し、活気と賑わいあふれ

る函館を目指しています。 

  中核市である函館市の人口減少は、当町はもとより、渡島・檜山地域で構成する道

南地域全体においても重要な問題であり、危機意識を共有していかなければなりませ

ん。 
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５ 計画の前提となる背景・課題                         

（１）社会的な背景 

松前町の人口は「松前町人口ビジョン」   

に示すとおり、昭和30年の20,072人を

ピークに人口が減少し、将来の「町の存

続」が心配されています。 

この問題は松前町だけに限ったことでは 

なく、全国のほとんどの自治体が同じ問題

を 抱えており、過疎化が進行する地域に

とって、深刻な問題となっています。 

 

 

 

 

（２）少子化・高齢化 

松前町の０～１４歳の人口は、平成2年の国勢調査で2,785人、総人口に占める割

合は20.6％だったものが、20年後の平成22年には791人、9.0％と大きく減少し

ています。 

一人の女性が一生に産む子どもの平均数を表す合計特殊出生率は、ここ2年は上昇

しているものの、平成25年度日本の平均は1.43人であり、人口が均衡するといわれ

ている2.07人にはまだ開きがある状況であり、少子化は進行し続けています。 

 

一方65歳以上の人口は、平成2年の国勢調査で2,274人、総人口に占める割合は

16.8％だったものが、20年後の平成22年には3,324人、38.0％と大きく増加して

います。 

将来推計においては、平成27年ころが65歳以上人口のピークと見込まれています

が、人口に占める割合はさらに上昇が見込まれており、町の活力の低下が懸念されま

す。 

 

（３）産業構造の変化 

基幹産業と位置付けられてきた漁業は、年々組合員数、生産額とも減少が続き、平

成26年度の組合員数は329名（平成６年898名）で、水揚げ金額も11億円あまり

（平成６年約3０億円）まで落ち込んでいます。 

平成22年の国勢調査を見ると就業者数の多い順に、サービス業（792人）、製造

業（772人）、小売・飲食業（614人）、建設業（490人）、漁業（395人）の順

となっています。 

雇用の場の確保は人口減少問題を考える上で最重要課題であり、持続可能な産業、

職種の雇用維持対策が求められています。 

20～39 歳の女性変化率 
（日本創成会議） 

順位 自治体名 減少率 

1 群馬県 南牧村 89.90% 

2 奈良県 川上村 89.00% 

3 青森県 今別町 88.20% 

4 北海道 奥尻町 86.70% 

5 北海道 木古内町 86.50% 

6 群馬県 神流町 85.50% 

7 北海道夕張市 84.60% 

8 北海道 歌志内市 84.50% 

9 北海道 松前町 84.40% 

9 北海道 福島町 84.40% 
※減少率が 50％を超える自治体は、将来消滅する可能
性があると提言された 
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（４）高校卒業者の人口流出 

町内唯一の松前高校に対する町内企業の求人は、ほとんどない現状にあります。 

また、大学や専門学校が近隣にはないため、高校を卒業すると町外に転出している

状況となっています。 

 

（５）不利な地理条件 

北海道の南西端、日本海に面した松前町 

は、海岸線沿いに国道があり、背後地は山

林が迫る狭隘な地形となっています。平地

が少なく、集落も国道沿いに点在していま

すので、効率的な活動が難しい地域となっ

ています。 

また、道南の中心都市である函館市からは

100km、約2時間の距離にあります。

2016年3月に開業を予定している新幹線木

古内駅からは60km、約1時間の距離にあり

ます。 

 

  

北海道新幹線 

木古内駅 

北海道新幹線 

新函館北斗駅 

松前町 
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６ 松前町の持つ「強み」                            

（１）北海道唯一の城下町 

松前町は北海道で最も早くから和人が移り住み、独

特の文化を築いてきた町です。 

北海道唯一の城下町として栄え、松前城周辺の寺町

などに当時の面影を残しています。 

地域の人にも代々受け継がれてきた伝統が息づいて

おり、「歴史を生かしたまちづくり」として城下通り

の整備など、まちづくりの根幹になっています。 

 

（２）日本有数の桜の名所 

松前公園を中心に250種1万本の桜が松前町にはあ

ります。約1ヶ月にわたって咲き誇る桜は、全国でも

有数な桜の名所となっています。 

5月のさくらまつり期間中には約20万人の観光客が

訪れ、松前町は活気あふれる時期となります。 

先人が営々と守り育ててきた松前の桜は、町民の誇

りと財産になっています。 

 

（３）豊かな水産物 

北海道の南西端松前町は津軽海峡と日本海に面し、

漁業が盛んな町です。 

近年は、青森県の大間町と並び、知名度が向上して

きた松前本マグロや、イカ、ヤリイカ、アワビ、ウニ

など高級な食材が松前町にはあります。 

また、漁港を活用した施設でホッケの蓄養、コン

ブ、ナマコの養殖にも力を入れています。 

 

（４）町立松前病院・介護事業者 

町立松前病院は、「全科診療」を掲げ、患者の相談

に何でも応じる病院を目指しています。 

24時間、365日救急受付を行っており、医師7名、

技術職90名、事務職30名の職員で、松前町民の生命

と健康を支える重要な病院となっています。 

また、地域医療を志す、若い医師の研修にも力を入

れており、全国的に注目される病院です。 

町内には介護事業等を営む法人が7法人あり、いろ

いろな業態で高齢者を支えています。 

 

 

 

城下通り 

松前城と桜 

秋に行われるマグロまつり 

町立松前病院 
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（５）豊かな自然と北海道の中では温暖な気候 

北海道の最南端である松前町は、平成２６年の年平気気温が10.3度、最高気温が

29.4度（8月3日）、最低気温はマイナス8.9度（２月8日）と、北海道の中にあっ

ては、一年を通して比較的温暖な気候となっています。 

また、大千軒岳を麓にする豊かな森が広がり、離島の渡島大島や松前小島を有し、

豊かな自然があります。 

 

平成 26 年 月別気象概況 （資料：函館地方気象台） 
区分 全年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

平均気温 10.3 -1.3 -1.5 2.0 7.8 13.0 18.0 21.7 22.3 19.2 13.4 8.7 0.7 

最高気温 29.4 10.6 7.3 11.0 18.1 24.0 29.3 28.7 29.4 26.3 22.4 18.0 13.5 

最低気温 -8.9 -7.4 -8.9 -5.9 -0.5 5.1 10.4 14.9 16.8 11.5 3.0 0.4 -6.6 

降水量 1042.5 24.0 67.5 86.5 13.0 60.0 57.5 54.5 333.5 95.0 95.5 45.5 110.0 

日照時間 1660.4 38.3 81.7 144.6 248.7 144.2 204.2 173.3 135.1 206 167.6 86.1 30.6 

気温～℃、降水量～mm、日照時間～時間 

 

（６）ふるさとを愛する心 

北海道文化の発祥の地に生まれ育った松前町民

は、「お城とさくらの町」を誇りに、深い郷土愛

を心に持っています。 

また、東京、札幌、函館、釧路などに、ふるさ

と会である「松前会」があり、遠くふるさとを離

れていても、松前を大切にしてくださる方々が大

勢いらっしゃいます。 

ふるさと松前を思う気持ちは、松前の創生にと

って欠かすことの出来ない要素となります。 

 

 

  

松前町のキャラクター 

大漁くん 



- 7 - 
 

７ 将来の松前町のすがた                            

（１）産業の柱 

将来的に松前町の産業の柱は大きく下記の５点と予想されます。５つの「しごと」

を支え、雇用の場を維持していくことが、人口減少を抑制する手立てとなります。 

 

  ○町の経済を支える水産加工業 

   ・多くの女性が働き、家計の支えとなっています。 

   ・従業員の平均年齢が６６歳というデータもあり、人材確保が課題となってき

ます。 

 

  ○松前の魅力を感じてもらう観光業 

   ・年間４０万人あまりの観光客が訪れ、宿泊、物産販売、飲食業など、裾野が

広い産業となっています。 

   ・将来的に、観光客は大きくは減少しないものと推測されますが、継続して松

前の強みである歴史、さくら、食の魅力を磨くことが必要です。 

   ・また、松前町１町だけではなく、木古内～福島の西部４町、檜山南部５町と

の連携や、函館市等を含む道南地域全体で連携し、観光プロモーションを行

う視点も必要となってきます。 

 

  ○町立病院を中核とした健康・福祉産業 

   ・今後しばらくの間は、団塊の世代を中心に患者、介護対象者は大きく減少し

ないものと推測されます。 

   ・隣町である福島町や上ノ国町、さらには都会からの移住者も視野に、施設環

境を整え、「顧客」の確保に取り組まなければなりません。 

 

○自然の恵みを活かす１次産業 

   ・マグロやホッケ、和牛などに取り組む、若い後継者が小島地区、大島地区を

中心にいます。 

   ・近年、漁獲高が減少しており、さらに高齢化もあいまって、１次産業に従事

する人は減少傾向にあります。 

   ・冬場の蓄養など、鮮魚の付加価値向上や、畜産のブランド化に取り組まなけ

ればなりません。 

  

  ○生活の基盤を支える商工業 

   ・暮らしを支える商工業は、町民生活になくてはならないものとなります。 

   ・しかし、町全体の人口が減少傾向にあるので、町民を対象とした事業の幅が

狭くなることが懸念されます。 

   ・きめ細やかなサービスや専門性に活路を求め、事業を維持できるよう戦略を

練っていかなければなりません。 

 

 



- 8 - 
 

（２）重要な地域コミュニティ 

人口が減少し、高齢化が進行してくると、地域の活力低下が懸念されます。地域一

人ひとりの絆を強め、相互扶助の気持ちを醸成していかなければなりません。 

 

（３）コンパクトなまちづくり 

人口の減少が予想されていますので、効率的な公共施設の整備が必要となってきま

す。また、老朽化する施設の改修や維持費の捻出も課題となってきます。 

今後は、本当に必要な施設の整備のみを行い、「建て替え」から「長寿命化・リフ

ォーム」という視点も取り入れなければなりません。 

また、将来的な人口を見通した、コンパクトな施設整備を考慮していきます。 

 

（４）近隣市町村との広域連携 

町の規模が縮小することにより、1つの町ではできないことを近隣の市町村と連携

して取り組むことが必要となってきます。 

観光をはじめとしたさまざまな分野で、広域連携の視点が必要となってきます。 

 

 

８ 計画の理念                                 

（１）まちづくりの基本的な考え方 

これまでの検討から、本計画の基本的な考え方として、以下の３点を念頭に置き、

各種施策の展開を考えることとします。 

 

○松前の強みを活かしたまちづくり 

   まずは、他の町と同じようなことや、松前町の実態にあわないことをしても、そ

の効果はあまり得られません。 

   そのためにまずは、「松前の強みを活かしたまちづくり」を取り進めます。 

 

  ○経済活動を考えたまちづくり 

   第２点目は、せっかくいろいろな施策を展開しても、それが本当に効果はあるの

か、例えば産業政策で言えば受益者が「儲かった」のか、経済活動を考えたまちづ

くりが必要です。 

 

  ○住んでよかったと思えるまちづくり 

   ３点目に、松前町に住んでよかったと思える人を増やしていくことが、新たな人

の流れを呼ぶことにつながります。 

   安心して暮らせることが、何よりも必要な要素ではないでしょうか。 
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以上の３つの観点から、本計画のキャッチコピー、合言葉は下記のとおりとします。 

 

松前 way ～誇りと自信を持って、松前の道を行く～ 

 

 

（２）重点戦略 

まちづくりの基本的な考え方に基づき、以下の４点を重点戦略とします。 

 

  ① 働く場の維持・創出 

  ② 交流人口の拡大 

  ③ 安心して暮らせるまちに 

  ④ 次世代の子どもたちへ 

 

基本的な方向性、具体的施策については、第２の重点戦略で説明しています。 

 

 

９ 計画人口                                  

松前町人口ビジョンにおける将来展望を踏まえ、計画期間内での取り組み成果を見込

み平成 52 年度 4,000 人とします。 

 

 

蝦夷地の政治経済の中心だった松前（1750 年ころの松前） 

『松前屏風』 児玉 貞良 
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第２ 重点戦略                            

１ 働く場の維持・創出                             

 

施  策 数値目標 

起業家支援など雇用の創出・拡大 H31  5件 

水産加工従業者の維持確保 H26 523人 、H31 530人 

 

（１）基本的な方向性 

松前町には「働く場所がない」と思われがちですが、1次産業、水産加工業などの

製造業、観光関連の事業、医療･介護の事業など、将来に渡って持続可能な仕事もあ

ります。 

これらの「しごと」、特に若年労働者が現に働いている職業分野に集中的な支援を

行い、若年者の町内定住に力を入れます。 

 

（２）具体的な施策 

具体的な施策 数値目標 

①後継者・若年労働者の確保 

漁業、畜産業などの1次産業や、商工事業者など、今後とも

持続して経営していこうとする事業者に対し、設備投資等を支

援し、後継者・若年労働者の就業の場を確保します。 

具体的な施策 

・65歳未満の漁業者の設備投資に対する支援 

・60歳未満の畜産業者の雌牛更新に対する支援 

・水産加工業をはじめとした商工業事業者への支援調査・経営

改善等に対する支援 

・１次産品の付加価値向上 

 

・漁協組合員数の減

少15％以内 

H27 310人 

H31 265人 

 

・65歳未満の畜産

農家のH３１まで離

農ゼロ 
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②労働力不足の分野への支援・マッチング 

松前町では、若年労働者の働く場が限られている一方、水産

加工業や福祉・介護の職場などでは労働力が不足している現状

にあり、きめ細やかな求人・求職のマッチングを行うととも

に、労働力不足解消の調査研究を行います。 

 また、働く側にとっては社会保険や厚生年金など、「正社

員」を希望する人も多く、その待遇向上が課題となっており、

雇用主への働きかけ、国などの助成制度の紹介等の取り組みが

必要となってきます。 

具体的な施策 

・広報紙、ホームページで求人情報を発信 

・中高生の就業体験活動について、役場も仲介に協力して、体

験活動の充実を図る 

・就労環境の改善を図る企業支援 

・外国人研修生の受け入れ制度の研究 

 

 

・ホームページアク

セスの増加 

H26 9.5万件 

H31 12万件 

 

 

③資格取得支援、奨学金制度の見直し 

若年者の就労定着のためには、スキルアップにより安定した

収入を得られるように、資格取得への支援を行います。 

 また、現行の松前町奨学資金、松前町病院事業就学資金貸付

金等について、松前町内に一定年限就職した場合など、償還の

免除・軽減等を検討します。 

具体的な施策 

・建設業等の資格取得のための事業を充実・拡大 

・介護従事者の資格取得支援 

・松前町奨学資金等の制度検討会の設置 

 

・資格取得 

年１０人 

④冬季の仕事の開拓 

 冬季の北海道では、その季節的な条件から経済活動が停滞し

てしまい、冬季の仕事づくりが大きな課題となっています。 

 近年漁港の静穏域を活用し、ホッケ等の蓄養が成果をあげて

おり、冬ならではの仕事づくりを開拓していきます。 

具体的な施策 

・漁港での蓄養対象魚種の増加対策 

・住宅等の内装リフォームの需要喚起 

・冬季イベントの開発研究 

 

・蓄養、養殖生産額 

H26 0.9億円 

H31 1.5億円 
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２ 交流人口の拡大                               

 

施  策 数値目標 

年間観光客 H26 40万人 、H31 50万人 

 

（１）基本的な方向性 

北海道新幹線の開業が間近に迫り、増大すると期待される観光客の取り組みに重点

を置きます。松前の魅力を今以上に高め、近隣の市町と連携して、観光客の増加によ

る地域活性化を図ります。 

また、人口減少が避けられない松前町の活力を維持するため、近年増加している外

国人観光客への対応や、移住定住の取り組みなど、交流人口の拡大を図ります。 

 

（２）具体的な施策 

具体的な施策 数値目標 

①新幹線開業による観光客の誘致 

 新幹線の開業を平成28年3月に控え、北海道、道南地域に

大きな人の流れが期待されています。 

 松前町も、この大きなチャンスに乗り、松前町の光を観て幸

せを感じて、楽しんでいただくための施策を展開します。 

具体的な施策 

・松前町の強みである、「歴史・さくら・食」の磨き上げ 

・観光情報発信の強化 

・渡島、檜山地域での広域プロモーション 

・渡島、檜山地域の「道の駅」連携事業 

・木古内駅からの2次交通の調査研究 

 

・年間宿泊客 

H26 4.8万人→ 

H31 4.8万人の維

持 

②外国人旅行者への対策 

 近年、外国人旅行者が飛躍的に増加しています。松前町にも

中国や東南アジアから外国人観光客が来町するようになってい

ます。 

 外国人観光客は松前町にどのような目的で来ているのか、満

足度を高めるためにはどのようなことをしなければならないの

か調査研究し、リピーターを増やす施策を展開します。 

具体的な施策 

・外国人観光客の動向調査 

・松前公園、城下通り商店街の観光Wi-Fiの整備 

・多言語観光リーフレットの作成 

・ホームページの多言語化 

・函館市等との連携による広域観光プロモーションの実施 

・観光関係者の語学研修 

 

・外国人宿泊客

H26 47人→ 

H31 200人 
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③交通基盤の充実 

 交流人口の拡大には、交通基盤の整備充実が必要です。 

新幹線の開業により本州との大動脈ができ、これに地域高規

格道路の松前半島道路が加わると、渡島西部地域の交通環境は

一変しますので、国や北海道に対し強く整備を要望します。 

人や物の交流を図る上で松前港は重要な社会基盤となります

ので、その整備について国に要望していきます。 

また、高齢者など交通弱者のため、町内均一100円で運行

している「大漁くんバス」は、地域生活に欠かすことのできな

い公共交通として、持続的な運行を図ります 

具体的な施策 

・松前半島道路の早期整備要望 

・道道松前港線の整備延伸 

・松前港の整備要望 

・地域公共交通である「大漁くんバス」の安定した運行 

 

・松前半島道路の早

期整備要望 年1回

以上 

 

・大漁くんバス年間

利用 

H26 5万7千人→ 

H31 5万人の維持 

④移住定住の取り組み 

 これまで松前町では移住定住に積極的に取り組んできていま

せんでした。1週間、2週間といった短い期間からの体験移住

を行い、北海道の中でも温暖な気候、美味しい海の幸、山の幸

などをPRしながら、移住定住の取り組みを行います。 

具体的な施策 

・先進事例等調査研究 

・ちょっと移住住宅（農園付き）の整備 

・ワンストップ窓口の設置 

・ホームページでの広報活動 

・空き家情報等の提供 

・原口交流の里づくり館など地域施設での交流活動 

 

・体験移住者 

H29～年20人以上 

 

⑤出会いの場の創出 

 同じ松前町内にいても、男女が出会う場は意外と少ないもの

です。役場等が間に入り、プライバシーに配慮した出会いの場

を設け、若者がいきいきと活動できる雰囲気を創出します。 

具体的な施策 

・先進事例の調査研究 

・若者交流会の実施 

・北海道や他町村との連携事業 

 

・交流会を年３回以

上開催 
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３ 安心して暮らせるまちに                           

 

施  策 数値目標 

医療・福祉施設の維持確保 
H26 医療 ３施設、介護 ７施設 

H31 医療 ３施設、介護 ７施設 

 

（１）基本的な方向性 

豊かな地域は、そこに住む人も安心して暮らせる町でなければなりません。安心し

て暮らせる町だと、町の外から見ても魅力的に思えるのではないでしょうか。 

高齢者が安心して住むことができるように、医療・福祉の充実を図ります。 

また、子育て支援策の充実も図り、安心して子どもを育てることができる環境づく

りを目指します。 

 

（２）具体的な施策 

具体的な施策 数値目標 

①町立松前病院の整備・充実 

 道南地域の中心都市である函館市から100km、2時間の距

離にある松前町にとって、救急機能を持った病院は不可欠なも

のとなっています。 

 老朽化した町立松前病院の改築整備を図り、地域住民が安心

して医療を受けられる病院を目指します。 

具体的な施策 

・町立松前病院の改築整備 

・安定的な医師、看護師等技術職の確保 

 

・雇用体制の維持～

H27 117名 

H31 117名 

 

②介護・福祉サービスの維持・充実 

 松前町では高齢者のみの世帯が増加することが予想されま

す。介護が必要になったとき、安心して住むことができるまた

は、いろいろなサービスを受けることができる介護・福祉施設

が重要となってきます。 

 高齢者にとって安心な介護・福祉サービスの維持・充実を支

援します。 

具体的な施策 

・地域包括ケアシステムの構築 

・スキルアップのための資格取得等を支援し、人材の育成を図  

 る 

・在宅生活を支えるための訪問看護等サービス（２４時間対

応）の整備 

・生活弱者に対する福祉灯油等の助成 

・地域安全運動の推進 

 

・松前町高齢者保健

福祉計画・介護保険

事業計画の着実な実

施 
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③日本版CCRCの調査研究 

医療・介護体制の充実は松前町にとって強みといえ、これに

「生きがい」をプラスして、都市部で仕事をリタイアした方々

の移住を促進しようとするものです。 

さらに、そのような施設を作ることで雇用の創出を図り、若

年者の定着につなげることを目的とします。 

松前町出身者が全国にいて、「終の棲家は松前で」と思う方

も多いと考えられますので、日本版CCRCについて、制度や

先進事例、意識調査などの調査研究を行います。 

具体的な施策 

・日本版CCRCの調査研究 

 

・モデル事業の実施

1件以上 

④子育て支援策の充実 

 少子化を少しでも食い止めるために、子育て世代の負担軽減

を図ります。 

具体的な施策 

・松前っ子誕生祝金（1子目～20万円等）の支給 

・高校生までの医療費無料化 

・妊婦の健康診断費用を助成 

・乳幼児の健康診断や予防接種の費用を全額負担 

・インフルエンザ予防接種費用の一部助成 

・保育料の負担軽減（2子目半額、３子目以降無料） 

・学校給食費の負担軽減 

・無料屋内遊戯施設の設置 

・高齢者と幼児が触れ合う場の設置 

・こども緊急預かり事業の実施 

 

・出生数の維持 

H26 30人 

H31 30人の維持 
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４ 次世代の子どもたちへ                            

 

施  策 数値目標 

松前高校卒業生の地元就業数の向上 H26  ４人 、H31  ８人 

 

（１）基本的な方向性 

子どもは、町の未来の希望であり、町にとっての宝です。 

教育環境の整備を図り、ふるさと松前町に愛着を持ち、心身ともに逞しい子どもた

ちを育て、将来、松前町で活躍して地域を引っ張っていく人材を育みます。 

 

（２）具体的な施策 

具体的な施策 数値目標 

①伸び伸びとした子どもの育成 

 松前町教育指針条例に基づき、ふるさとに愛着を持ち、社会

に有用な人材を育てます。 

 また、子どもたちが希望を持って、松前町に住み続ける動機

が持てるような施策を検討します。 

具体的な施策 

・学力学習の向上を図る「松前町学力向上アクションプラン」

の推進 

・生活リズムの安定化を図る「松前っ子３リズム運動」の推進 

・書道教育の推進 

・ふるさと学習の推進 

・ＩＣＴ教育の推進 

・松前町奨学資金の制度内容の検討 

・学力向上支援員の配置 

・就業体験の充実 

 

・学力テストの結果

を小学校は全国平均

に、中学校は北海道

平均に 

②松前高校への支援 

 少子化の影響で、近い将来松前高校は1学年１学級となる見

込みです。松前町にとって松前高校の存続は、地域の未来を考

える上で大変重要なことです。 

 よりよい企業への就職、よりよい大学等への進学の実績を積

み上げ、中学生が希望を持って入学できる松前高校となるよう

支援していきます。 

具体的な施策 

・就職進学対策（サテライト講習等）への支援 

・資格取得費の助成 

・フランス・ブザンソン市への派遣助成 

・保護者の経済的負担軽減策を調査 

・中高一貫教育校の調査 

 

・松前高校の生徒数 

H27 152人 

H31 100人以上

の維持 
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第３ 推進管理                            

１ 推進管理の手法                               

（１）PDCAサイクルの確立 

総合戦略は町民、地域、団体、企業、行政など町全体で共有し、協働して推進する

ものであり、計画（Plan）、実行（Do）、点検・評価（Check）、改善（Action）

の流れにより、常に点検・改善・実行することによって、着実に推進される計画とし

ます。 

 

① 計画（Plan）  

総合戦略は、地域住民との対話や意向調査などにより、多様な町民の意見や意識

を把握することが重要です。 

その上で、行政内部での課題や現状の分析を行い、また総合計画など他の計画と

の一体性を意識した整理が必要です。 

町民と共に施策の優先順位や方向性、将来のまちづくりの姿を協議するなど、地

域とともに連携協働して策定することとします。  

 

② 推進（Do）  

策定された総合戦略を多様な媒体を通じて、幅広く情報発信するとともに、各分

野において関連する地域、団体、企業、行政が協働した推進体制を構築します。 

また、選択と集中を行う重点分野を明確にすることで、期間内における優先順位

を明確に示し、さらに重点分野に集中的に取り組むことで高い実効性を確保し、推

進力を高めます。 

 

③ 点検・評価（Check）  

各施策の数値目標及び重要業績評価指標の推進状況を、統計データなどの社会指

標を用い、内容によっては町民意識調査等を実施してその効果を検証します。 

また、住民代表や外部有識者等が参画する松前町創生戦略会議において検証し、

その結果を広く町民に公表して意見集約を行い、計画の改善につなげます。 

 

④ 改善（Action）  

毎年実施する点検評価の結果を基に効果検証を行い、その検証結果を踏まえた施

策の見直しや、必要に応じて総合戦略の改訂を行います。 

 

（２）KPI指標の設定 

重点戦略に設ける数値目標（重要業績評価指標KPI ＝ Key Performance 

Indicator）については、実施した事業の量を測定するものではなく、その結果によ

って得られた成果を測定する、客観的な成果指標を原則とします。 

数値目標を明確化することで、町全体での目標の共有と成果を重視した取組の展

開を図ります。  
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２ 総合戦略の推進にあたって                          

 

松前町では、平成 1７年から平成 2６年までの 10 年間で、2,552 人（年平均で 255

人）の人口が減少しています。（人口ビジョン 4 ページ参照） 

この状態が次の 10 年間も続くとすると、単純に 2､500 人の人口が減少するという

ことは、誰にでも想像できることです。それが 20 年後、30 年後となると・・・ 

しかし、北海道文化の発祥地である松前、全国有数のさくらのまち松前、高級な海産

物の産地である松前が、このままであるとは考えられません。 

 一人ひとりの持てる力を振り絞って、この困難な時代に立ち向かっていかなければな

りません。 

 

「松前 way ～誇りと自信を持って、松前の道を行く～」 

 

松前らしい、松前の道を、みんなで力を合わせて歩んでいきましょう。 



 
 

 

 

 

 

 

松前町創生総合戦略 

資料編 
 

 

 

 

松前 way 
 ～誇りと自信を持って、松前の道を行く～ 
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月　日 内　　　容

5月14日 総合戦略策定方針　町長決定

6月5日 第1回松前町創生総合戦略本部会議

6月8日 松前町議会第１回定例会に関連予算を計上

6月16日 職員への説明会

6月17日 役場各部署へ企画提案を照会

7月13日 第1回松前町創生総合戦略全体会議

8月18日 松前町創生総合戦略会議（産業部会）

8月19日 松前町創生総合戦略会議（医療、福祉、子育て部会）

8月31日 各課からの企画提案とりまとめ

9月2日 第2回松前町創生総合戦略本部会議

9月16日 松前町創生総合戦略会議（産業部会）

9月17日 松前町創生総合戦略会議（医療、福祉、子育て部会）

10月26日 「地方創生・人口減少問題を考える」議員研修会

11月2日 議員への説明

11月5日 第4回松前町創生総合戦略全体会議

11月6日 松前町創生総合戦略（案）パブリックコメント実施

11月13日 議員協議会で協議

11月24日 産業経済各種団体（産学官金労言）への説明会

11月30日 パブリックコメント終了（意見なし）

12月2日 町内会長への説明

12月15日 第3回松前町創生総合戦略本部会議で決定

松前町創生総合戦略の策定経過
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松前町創生総合戦略の策定方針 

 

１ 戦略策定の目的 

 人口が増え、技術やモノがどんどん生み出される時代が終焉し、日本全体が人口減少

時代に突入しました。国では、人口の減少に歯止めをかけることを最大の目的として「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、地方にも同様な計画を策定するよう求めて

います。 

 現状の松前町を見ると、平成２年の国勢調査人口は１３，５４６人でしたが、２０年

後の平成２２年では８，７４８人と、２０年で約５，０００人も減少しています。少子

高齢化が大きく進み、老齢死による自然減少が今後とも続き、また一方では、雇用の受

け皿が少ないことから、貴重な若年人口であるほとんどの高校生が毎年町外へ流出して

います。 

 人口減少が避けられない松前町にとって、いかにその減少率を緩やかにしていくか、

少ないけれども今ある産業をどう守るのか、次の世代へこの町をどうつなげていくのか、

町の存続に関わる大きな課題となっています。 

 このため、現状の松前町を分析し、松前町の持っている「強み」を活かした、効果的

な地域戦略を策定することで、地域の課題に正面から挑み、「若い世代に希望を与え、活

力ある松前町」となるよう「松前町創生総合戦略」を策定するものです。 

 
【国勢調査による人口推移】 

 
 

２ 策定内容 

（１）松前町人口ビジョン 

   町の人口の現状と将来の姿を示し、人口減少の問題について情報共有し、取り組
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むべき将来の方向性を示す長期ビジョンとして策定します。 

 

（２）松前町総合戦略 

   人口ビジョンを踏まえ、将来にわたって地域を維持するため、雇用の場を確保・

創出し、町民が安心して暮らせる松前町とするための計画を策定します。 

 

３ 計画策定の具体的手法 

（１）人口推計、町の経済状況分析を十分に行う 

   町の将来人口がどのように推移していくのか、経済的にはどのような分野に活路

を求めていくか、現状をしっかり分析し、限りある資源を投入する政策を厳選しま

す。 

 

（２）基本的な数値目標、取組方針を示す 

   上記の分析から、松前町としてどのような目標を持って、どのような計画を定め

るのか、本方針で方向性を示し、各担当課では方針や具体的な目標数値（別途策定）

を達成するための具体的な施策の提案を依頼します。 

 

（３）情報共有を行い、多様な意見を取り入れる 

行政としての考えを取りまとめながら、町内の有識者による戦略会議を設置し、

地域住民にも情報提供し、ともに施策に取り組んでいく体制を構築します。 

 

（４）実効性と成果を求める計画に 

   計画に搭載する事業は全て取り組み、やっただけではなくその「成果」を求める

計画とします。事業実施により、掲げた目標がどうなったのかを検証し、改善し、

次の取組みにつなげていく計画とします。 

 

４ 対象期間 

（１）松前町人口ビジョン 

   ２０４０年まで 

 

（２）松前町総合戦略 

   平成２７年度から平成３１年度まで（５ヵ年） 

 

５ 重点項目 

（１）若年労働者がいる分野に集中的な施策 

   例えば漁業であればどのような漁を行っている漁業者に若年労働人口がいるの

か、その漁業者が将来にわたって持続可能な経済活動を行うためには何が必要なの

か調査し、必要な施策を実施します。 
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   ・重点分野例～漁業・水産加工・観光・医療介護など 

 

（２）女性の就労環境の改善 

   結婚・出産・子育て等の支援や、雇用条件の改善を企業に働きかけ、女性が安心

して働く環境を整備するなど、少子化対策に取り組みます。 

 

（３）次代を担う子どもたちへの教育 

   次の世代を担う子供たちによりよい教育環境を提供し、有用な人材の育成に努め

ます。松前に残る子ども、松前町から出て行っても将来戻ってきて働いてもらえる

子どもを、１人でも多く育つよう取り組みます。 

また、教育環境を整えることは、安心な子育てにもつながり、若年層が安心して

働く環境を整えます。 

 

（４）老朽施設の統廃合などコンパクトなまちづくり 

   「松前町公共施設管理計画」に基づき、老朽化する公共施設の更新に当たっては、

必要となる規模の検討や複数の機能を持たせるなど、効率的な整備に努めます。 

   また、不要となった公共財産についても、計画的に除却を進めます。 

 

６ 組織体制 

 

              提 案 

 

               助 言 

                  

情報共有   助言                    助言 

                    助言 

 

 

 

 

７ スケジュール 

別紙のとおり 

 

松前町創生総合戦略本部 
（課長職以上） 

松前町創生総合戦略推進会議 
（産業・子育て２部会構成） 

渡島総合振興局 
外部アドバイザーなど 

松 前 町 議 会 
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松前町創生総合戦略本部設置規程 

 

（設置） 

第１条 松前町の人口減少対策及び地域活性化対策について検討し、その総合

戦略を策定し、推進するため、松前町創生総合戦略本部（以下「本部」とい

う。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。 

(１) 人口推計と人口減少による影響、情報収集及び分析に関すること。 

(２) 人口減少対策の横断的、かつ、総合的な視点での検討に関すること。 

(３) 人口減少対策及び地域活性化対策に関する総合戦略の企画立案ならびに 

推進に関すること。 

(４) 人口減少対策及び地域活性化対策に関する総合調整に関すること。 

 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。 

３ 本部員は、別紙のとおりとする。 

 

（職務） 

第４条 本部長は、会務を総括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 本部会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。 

２ 本部長は、必要があると認めるときは、その会議に本部員以外の者の出席

を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

  

（部会） 

第６条 本部の所掌事務を効果的に推進するため、必要に応じて本部に部会を

置くことができる。 

２ 部会は、本部長が指名する者をもって構成する。 

３ 部会に部会長を置き、本部長が任命する。 
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４ 部会長は、部会を招集し、その議長となる。 

５ 部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。 

 

（庶務） 

第７条 本部の庶務は、政策財政課において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部

長が定める。 

 

附 則 

この訓令は、平成２７年６月１日から施行する。 

 

 



職 氏　　名 備　　考

町長 石　山　英　雄  本部長

副町長 若　佐　智　弘  副本部長

教育長 宮　島　武　司

総務課長 野　村　　　誠

政策財政課長 佐　藤　　　久  事務局長

行政改革室長 内　藤　敏　徳

税務課長 松　谷　映　彦

会計管理者 小　川　佳　紀

議会事務局長 川　村　敏　之

監査委員事務局長 近江谷　邦　彦

町民生活課長 平　田　昭　浩

大島支所長 藤　本　正　浩

福祉課長 岩　城　広　紀

健康推進課長 阪　本　涼　子

水産課長 佐　藤　祐　二

水産課参事 渡　辺　孝　行

農林畜産課長 佐　藤　　　工

商工観光課長 佐　藤　隆　信

建設課長 鍋　谷　利　彦

水道課長 三　浦　忠　男

学校教育課長 阿　部　　　猛

文化社会教育課長 佐々木　信　秀

病院事務局長 小　本　清　治

事務局～政策財政課

必要に応じ、主幹職部会、主査職部会、主任・主事職部会を開催する

松前町創生総合戦略本部名簿
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松前町創生総合戦略会議設置要綱 

 

（目的） 

第１条 まち・ひと・しごと創生法第１０条に基づき、松前町創生総合戦略

（以下「総合戦略」という。） を策定するにあたり、民間事業者や各団体

等からの幅広い意見を反映するため、松前町創生総合戦略会議（ 以下「戦

略会議」という。） を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 戦略会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。 

（１） 総合戦略の策定に関すること 

（２） 総合戦略の推進に関すること 

 

（組織） 

第３条 戦略会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。 

 

（議長及び副議長） 

第４条 議長及び副議長は、次条第１項の規定に基づき、委員となるべき者の

中から、これを選任する。 

２ 議長は、戦略会議を代表し、その会務を総理する。 

３ 副議長は、議長を補佐して戦略会議の業務を掌理し、議長に事故があると

き又は議長が欠けたときは、議長の職務を代理する。 

 

（戦略会議の委員） 

第５条 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。 

 

（委員の任期） 

第６条 委員の任期は、平成２９年３月３１日までとする。ただし、補欠の委

員の任期は前任者の残任期とする。 

 

（会議） 

第７条 戦略会議の会議（ 以下｢会議｣という。）は、必要に応じ議長が招集

する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 
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３ 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

４ 会議は、原則として一般に公開する。但し、議長が特に必要と認めた場合

はこの限りでない。 

５ 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出

させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。 

６ 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に

定める。 

 

（部会） 

第８条 戦略会議に提案する事項について、協議又は調整をするため、必要に

応じ戦略会議に部会を置くことができる。 

２ 部会の組織、運営その他必要な事項は、議長が別に定める。 

 

（事務局） 

第９条 戦略会議の庶務を処理するため、戦略会議に事務局を置く。 

２ 事務局は、松前町政策財政課に置く。 

 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、戦略会議の事務の運営上必要な事項

は、議長が戦略会議に諮って別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年７月１３日から施行する。 

 



団体名 職 氏　　名 部　　会

松前さくら漁業協同組合 総務課長 堀　川　英　人 産業部会

松前さくら漁協青年部 青年部長 青　山　真　吾 産業部会

（有）高松水産 専務 高　松　秀　也 産業部会

松前畜産改良組合 組合長 堀　川　一　寿 産業部会

松前町森林組合 技師 高　山　治　樹 産業部会

（有）藤巻商会 専務 藤　巻　嘉　樹 産業部会

（株）矢野旅館 若女将 杉　本　夏　子 産業部会

松前観光協会 事務局主査 吉　田　将　宏 産業部会

（株）北洋堂 副工場長 木　田　拓　巳 産業部会

道の駅北前船松前 駅長 高　橋　洋　美 産業部会

地域おこし協力隊 森　田　将　史 産業部会

（株）西沢工務店 代表取締役 西　沢　弟　治 産業部会

河野土建（株） 専務 河　野　千　晴 産業部会

（株）原田設備工業 専務 原　田　　　翼 産業部会

北洋銀行松前支店 支店長 伊　藤　智　浩 産業部会・医福教部会

江差信用金庫松前支店 支店長 金　子　智　人 産業部会・医福教部会

町立松前病院 看護師 葛　西　美由紀 医療・福祉・教育部会

町立松前病院 看護師 木　田　由　美 医療・福祉・教育部会

（株）Miliue 代表取締役 池　田　哲　幸 医療・福祉・教育部会

松前町社会福祉協議会
居宅介護支援事業所

主任介護支援専門員 近　江　泰　輝 医療・福祉・教育部会

松前町社会福祉協議会 指導員 小野寺　洋　平 医療・福祉・教育部会

松前認定こども園 教頭 堀　川　美　和 医療・福祉・教育部会

松城小学校ＰＴＡ 副会長 佐　藤　有　子 医療・福祉・教育部会

松前中学校ＰＴＡ 副会長 滝　川　　　徹 医療・福祉・教育部会

松前高校 教諭 中　濱　功　太 医療・福祉・教育部会

公募委員 指導漁業士 増　川　若　夫 産業部会

公募委員 （有）小川商店 小　川　達　男 産業部会

公募委員 西川塗装代表 西　川　健　志 医療・福祉・教育部会

松前町役場 町民生活課　主任 松　矢　龍　雄 産業部会

松前町役場 健康推進課　主任 杉　本　美　奈 医療・福祉・教育部会

松前町役場 水産課　主事 横　濱　志　弥 産業部会

松前町役場 福祉課　主事 池　田　美　香 医療・福祉・教育部会

松前町創生総合戦略会議委員名簿
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松 前 町 創 生 総 合 戦 略 
 

平成２７年１２月 
松前町 政策財政課 

〒049-1592 北海道松前郡松前町字福山 248 番地 
電話：0139-42-2275 FAX：0139-46-2048 

http://www.e-matsumae.com/ 
info@town.matsumae.hokkaido.jp 


