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まち・ひと・しごとまち・ひと・しごとまち・ひと・しごとまち・ひと・しごと創生創生創生創生のののの概要 概要 概要 概要 

 

Ⅰ まち・ひと・しごとⅠ まち・ひと・しごとⅠ まち・ひと・しごとⅠ まち・ひと・しごと創生総合戦略創生総合戦略創生総合戦略創生総合戦略のののの概要 概要 概要 概要 

１ １ １ １ 基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

（（（（１１１１））））人口減少人口減少人口減少人口減少とととと地域経済縮小地域経済縮小地域経済縮小地域経済縮小のののの克服 克服 克服 克服 

①東京一極集中の是正 

②若い世代の就労・結婚・子育ての希望を実現 

③地域の特性に即して地域課題を解決 

 

（（（（２２２２））））まち・ひと・しごとのまち・ひと・しごとのまち・ひと・しごとのまち・ひと・しごとの創生創生創生創生とととと好循環好循環好循環好循環のののの確立 確立 確立 確立 

①しごとの創生 若い世代が安心して働ける「相応の賃金、安定した雇用形態、や

りがいのあるしごと」を創る。 

②ひとの創生  地方への新しい人の流れをつくるため、若者の地方での就労を促

すとともに、地方への移住・定着を促進する。安心して結婚・出

産・子育てができるよう、切れ目のない支援を実現する。 

③まちの創生  地方で安心して暮らせるよう、地域の特性に即して課題を解決する。 

④好循環の確立 「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む

好循環を確立し、地方への新たな人の流れを生み出すこと、その

好循環を支える「まち」に活力を取り戻し、人々が安心して生活

を営み、子どもを生み育てられる社会環境をつくりだすこと。 

 

（（（（３３３３））））基本目標 基本目標 基本目標 基本目標 

【「しごと」と「ひと」の好循環づくり】 

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 

【好循環を支える、まちの活性化】 

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 まち・ひと・しごと２ まち・ひと・しごと２ まち・ひと・しごと２ まち・ひと・しごと創生総合戦略創生総合戦略創生総合戦略創生総合戦略のののの内容 内容 内容 内容 
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分 
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総
合
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【まち・ひと・しごと創生総合戦略】 

長期ビジョンを踏まえて、2015(H27)～

2019(H31)年度（5か年）の政策目標・施策を

策定 

【市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略】 

各地域の人口動向や産業実態等を踏

まえて、2015(H27)～2019(H31)（5 か年）

の政策目標・施策を策定 

長
期
ビ
ジ

ョ
ン

 

【長期ビジョン】 

2060 年に 1 億人程度の人口を確保する中

長期展望を提示 

・人口減少問題の克服 

・成長力の確保 

【地方人口ビジョン】 

各地域の人口動向や将来人口推計の

分析、中長期の将来展望を提示 

・人口の現状分析 

・人口の将来展望 
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Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 江別市江別市江別市江別市まち・ひと・しごとまち・ひと・しごとまち・ひと・しごとまち・ひと・しごと創生総合戦略創生総合戦略創生総合戦略創生総合戦略のののの概要概要概要概要    

    

１ えべつ１ えべつ１ えべつ１ えべつ未来未来未来未来づくりビジョンづくりビジョンづくりビジョンづくりビジョン（（（（第第第第６６６６次江別市総合計画次江別市総合計画次江別市総合計画次江別市総合計画））））とのとのとのとの関係 関係 関係 関係 

   江別市のまちづくりの最も基本的な計画であるえべつ未来づくりビジョンは、少子

高齢化や人口減少への対応など現状と将来の課題を踏まえて広く市民等の意見を反映

して策定したもので、まち・ひと・しごと創生と基本的な考えが共通していることか

ら、江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）はえべつ

未来づくりビジョン、特にえべつ未来戦略を基本として策定する。 

 

 

 

２ ２ ２ ２ 江別市江別市江別市江別市まち・ひと・しごとまち・ひと・しごとまち・ひと・しごとまち・ひと・しごと創生総合戦略創生総合戦略創生総合戦略創生総合戦略のののの構成 構成 構成 構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（年度）

平成２６ 平成２７ 平成２８ 平成２９ 平成３０ 平成３１ 平成３２ 平成３３ 平成３４ 平成３５

(2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023)

えべつまちづ

くり未来構想

えべつ未来

戦略

えべつ

未来づくり

ビジョン

江別市まち・ひと・しごと創

生総合戦略

必要に応じ

て見直し

必要に応じて随時見直し

必要に応じて随時見直し

【【【【江別市江別市江別市江別市まち・ひと・しごとまち・ひと・しごとまち・ひと・しごとまち・ひと・しごと創生総合戦略創生総合戦略創生総合戦略創生総合戦略】】】】    

・まち・ひと・しごと・まち・ひと・しごと・まち・ひと・しごと・まち・ひと・しごと創生創生創生創生にににに関関関関するするするする目標目標目標目標、、、、

数値目標 数値目標 数値目標 数値目標 

・・・・施策施策施策施策にににに関関関関するするするする基本的方向基本的方向基本的方向基本的方向、、、、具体的具体的具体的具体的なななな施策施策施策施策、、、、

施策毎施策毎施策毎施策毎ののののＫＰＩ（ＫＰＩ（ＫＰＩ（ＫＰＩ（重要業績評価指標重要業績評価指標重要業績評価指標重要業績評価指標））））※ ※ ※ ※ 

・・・・ＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡによるによるによるによる効果検証 効果検証 効果検証 効果検証 

※※※※施策毎施策毎施策毎施策毎のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況をををを検証検証検証検証するためにするためにするためにするために設定設定設定設定するするするする

指標 指標 指標 指標 

【【【【江別市人口江別市人口江別市人口江別市人口ビジョンビジョンビジョンビジョン】 】 】 】 

・・・・人口人口人口人口のののの現状分析 現状分析 現状分析 現状分析 

・・・・将来人口将来人口将来人口将来人口のののの推計推計推計推計とととと分分分分

析 析 析 析 

・・・・目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき将来将来将来将来のののの方方方方
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5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

推進本部

有識者会議

市民

企画政策部

各部局等

決定

予算要求

人口ビジョン・総合戦略検討・策定作業

パブリックコメント

施策検討

人口ビジョン・総合戦略案に対する意見

 

３ ３ ３ ３ 総合戦略策定総合戦略策定総合戦略策定総合戦略策定のののの進進進進めめめめ方 方 方 方 

    

  （ （ （ （１１１１））））策定策定策定策定・・・・推進体制 推進体制 推進体制 推進体制 

    推進本部    有識者会議    

目的    

人口減少に対応し、将来にわたって

活力ある地域を維持していくための全

庁的な施策の推進を図る    

まち・ひと・しごと創生の推進にあ

たり、総合的かつ専門的な見地からの

意見を聴取する    

所掌 

事務    

人口ビジョン策定、総合戦略策定・

改定・進行管理、その他まち・ひと・

しごと創生に関すること    

人口ビジョン策定、総合戦略策定及

び推進、その他まち・ひと・しごと創

生に関すること    

設置    平成２７年５月    平成２７年６月    

構成    

【本部長】市長 

【副本部長】副市長、水道事業管理者、

教育長 

【本部員】部長及び部長相当職    

住民代表・産業界・地方公共団体や国

の関係機関、教育機関・金融機関・労

働団体・メディア 

 

 

 （（（（２２２２））））策定策定策定策定スケジュール スケジュール スケジュール スケジュール 

    

 

 

 





平成２６年度地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業一覧補助区分→「消費」：地域消費喚起・生活支援型、「創生」：地方創生先行型 （単位：千円）番号 補助区分 補助対象メニュー 予算（款） 所　属 事業名 交付額 備　　　　　　　　考
1 消費 プレミアム付商品券 商工費 （経）商店街活性化担当 江別市プレミアム付商品券発行事業 191,000 プレミアム付商品券による消費喚起及び生活支援
2 消費 多子世帯支援 - （健）子育て支援室子ども育成課 保育料の軽減拡大 48,917 平成２７年度保育料の軽減拡大

239,917
1 創生 地域仕事支援 総務費 （総）職員課 市内大学等インターンシップ事業 413 市における市内大学の学生のインターンシップ実習生の受入
2 創生 少子化対策 総務費 （総）危機対策・防災担当 次世代災害対応力支援事業 1,100 避難所における乳幼児の授乳環境整備（移動かまど等の購入整備）3 創生 戦略策定 総務費 （企）企画課 まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業 9,116 江別市版の総合戦略、人口ビジョンの策定
4 創生 地域仕事支援 総務費 （企）企画課 学生地域定着推進大学連携事業 1,079 市内大学と連携した、学生の定住や就職等、地域定着に向けた協議検討5 創生 小さな拠点 総務費 （企）住環境活性化・公共交通担当 公共交通利用促進対策事業 18,338 駅周辺部におけるバス路線の再構築の検討に向けた、実証運行等の実施6 創生 その他 総務費 （企）政策推進課 えべつシティプロモーション事業 1,269 江別市の認知度とイメージを高めるため、市民と行政によるプロモーションの実施7 創生 地域仕事支援 民生費 （健）福祉課 心身障害者自立促進交通費助成事業 5,007 心身障害者の自立に向けた、施設通所にかかる交通費の一部（1/2）助成8 創生 地域仕事支援 民生費 （健）福祉課 障害者就労相談支援事業 6,873 障害者の就労に関する相談事業所の委託開設
9 創生 地域仕事支援 衛生費 （健）保健センター リズムエクササイズ推進事業 911 市民の健康づくりを推進するため、江別市版リズムエクササイズの作成及び市民への普及並びにインストラクターの養成10 創生 地域仕事支援 労働費 （経）商工労働課 介護人材育成事業 11,458 介護職種従事者の人材の掘り起し、育成のための研修
11 創生 地域仕事支援 労働費 （経）商工労働課 働きたい女性のための就職支援事業 26,897 女性の再就職等に必要なスキル講習や就労相談などの実施
12 創生 地域仕事支援 労働費 （経）商工労働課 高校生就職支援事業 2,500 高校生の就業体験、企業説明会等の機会提供による就職支援
13 創生 地域仕事支援 労働費 （経）商工労働課 有給インターンシップ等地域就職支援事業 11,770 市内大学と市内企業とが連携して取り組む有給インターンシップに対する企業負担の軽減及び研修拠点の設置14 創生 販路開拓 農林水産業費 （経）農業振興課 江別産農畜産物ブランディング事業 3,207 江別産小麦「きたほなみ」の収量確保に向けた新規助成等
15 創生 販路開拓 商工費 （経）商工労働課 歴史的れんが建造物保存活用事業 12,057 旧ヒダ工場改修整備による集客イベント開催及びアンテナショップの移転整備16 創生 販路拡大 商工費 （経）総合特区推進 総合特区推進事業機能性食品開発支援事業 6,500 機能性食品の開発に向けた市内企業からの相談や試験結果の論文化などに対する支援118,495

合　　　　　計

合　　　　　計

資料資料資料資料 ３３３３



国国国国のののの総合戦略総合戦略総合戦略総合戦略とえべつとえべつとえべつとえべつ未来未来未来未来づくりビジョンづくりビジョンづくりビジョンづくりビジョン及及及及びびびび市市市市のののの総合戦略総合戦略総合戦略総合戦略のののの相関図相関図相関図相関図　（　（　（　（イメージイメージイメージイメージ図図図図））））

推進プロジェクト 具体的な施策・施策ごとの重要業績評価指標（ＫＰＩ※）

（（（（国国国国））））まち・ひと・しごとまち・ひと・しごとまち・ひと・しごとまち・ひと・しごと創生総合戦略創生総合戦略創生総合戦略創生総合戦略
えべつえべつえべつえべつ未来未来未来未来づくりビジョンづくりビジョンづくりビジョンづくりビジョン

江別市江別市江別市江別市まち・ひと・しごとまち・ひと・しごとまち・ひと・しごとまち・ひと・しごと創生総合戦略創生総合戦略創生総合戦略創生総合戦略（（（（案案案案））））
えべつえべつえべつえべつ未来戦略未来戦略未来戦略未来戦略 えべつまちづくりえべつまちづくりえべつまちづくりえべつまちづくり未来構想未来構想未来構想未来構想

基本目標 戦略 まちづくり政策 基本目標

政策パッケージ 戦略プロジェクト 取組の基本方針 講ずべき施策に関する基本的方向

基本目標基本目標基本目標基本目標１１１１　　　　地方地方地方地方におけるにおけるにおけるにおける安定安定安定安定したしたしたした雇用雇用雇用雇用をををを創出創出創出創出するするするする
戦略戦略戦略戦略２２２２　　　　えべつのえべつのえべつのえべつの将来将来将来将来をををを創創創創るるるる産業活性化産業活性化産業活性化産業活性化 　　　　安定安定安定安定したしたしたした雇用雇用雇用雇用をををを創出創出創出創出するするするする　[数値目標　検討中]

　[数値目標]　若者雇創出数(地方)　2020年までの5年間累計で30万人、等

・地域経済雇用戦略の企画・実施体制の整備
・地域産業の競争力強化（業種横断的取組）
・地域産業の競争力強化（分野別取組）
・地方への人材還流、地方での人材育成、地方の雇用
　対策
・ICT等の利活用による地域の活性化

2A　産業間連携等による産業の活性化
2B　農業と第２次産業・第３次産業との
　　連携による広域的な展開
2C　雇用の創出と人材育成の支援
2D　地域資源の活用による観光の振興

02-01　都市型農業の推進
02-02　商工業の振興
02-03　観光による産業の振興
06-01　子育て環境の充実
08-01　協働のまちづくりの推進
09-03　男女共同参画による市政運営の推進
など

4A　ニーズにあわせた効果的な情報発信 08-01　協働のまちづくりの推進
09-02　透明性と情報発信力の高い市政の推進
など

基本目標基本目標基本目標基本目標２２２２　　　　地方地方地方地方へのへのへのへの新新新新しいしいしいしい人人人人のののの流流流流れをつくるれをつくるれをつくるれをつくる
戦略戦略戦略戦略１１１１　　　　ともにつくるともにつくるともにつくるともにつくる協働協働協働協働のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり 　　　　新新新新しいしいしいしい人人人人のののの流流流流れをつくるれをつくるれをつくるれをつくる　[数値目標　検討中]

　[数値目標]　東京圏から地方への転出　4万人増加（2020年時点,2013年比)、等

　　　　若若若若いいいい世代世代世代世代のののの結婚結婚結婚結婚・・・・出産出産出産出産・・・・子育子育子育子育てのてのてのての希望希望希望希望をかなえるをかなえるをかなえるをかなえる
　　　　　[数値目標　検討中]　[数値目標]　安心して結婚・妊娠・出産・子育てできる社会を

　　　　　　　達成していると考える人40%以上、等

・若い世代の経済的安定
・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援
・子ども・子育て支援の充実
・仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の
　実現（「働き方改革」）

3A　社会全体で子どもを生み育てる環境
　　づくり

06-01　子育て環境の充実
06-02　子どもの教育の充実
など

・地方移住の推進
・企業の地方拠点強化、企業等における地方採用・就
　労の拡大
・地方大学等の活性化

1B　大学が活躍するまちづくり 08-01　協働のまちづくりの推進
など

戦略戦略戦略戦略４４４４　　　　えべつのえべつのえべつのえべつの魅力発信魅力発信魅力発信魅力発信シティプロモートシティプロモートシティプロモートシティプロモート

戦略戦略戦略戦略３３３３　　　　次世代次世代次世代次世代にににに向向向向けたけたけたけた住住住住みよいえべつづくりみよいえべつづくりみよいえべつづくりみよいえべつづくり

基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３　　　　若若若若いいいい世代世代世代世代のののの結婚結婚結婚結婚・・・・出産出産出産出産・・・・子育子育子育子育てのてのてのての希望希望希望希望をかなえるをかなえるをかなえるをかなえる
戦略戦略戦略戦略３３３３　　　　次世代次世代次世代次世代にににに向向向向けたけたけたけた住住住住みよいえべつづくりみよいえべつづくりみよいえべつづくりみよいえべつづくり

3B　駅を中心とした暮らしやすいまちづくり
　　（えべつ版コンパクトなまちづくり）

03　　 福祉・保健・医療
04     安全・安心
05-01　市街地整備の推進
05-02　交通環境の充実

※ＫＰＩ(Key Performance Indicator)=施策毎の進捗状況を検証するために設定
する指標。原則としてアウトカム（結果として住民にもたらされた便益）に係る
指標を設定する。

基本目標基本目標基本目標基本目標４４４４　　　　時代時代時代時代にににに合合合合ったったったった地域地域地域地域をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、安心安心安心安心なくらしをなくらしをなくらしをなくらしを守守守守るるるる
とともにとともにとともにとともに、、、、地域地域地域地域とととと地域地域地域地域をををを連携連携連携連携するするするする 戦略戦略戦略戦略１１１１　　　　ともにつくるともにつくるともにつくるともにつくる協働協働協働協働のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり

　　　　時代時代時代時代にににに合合合合ったったったった地域地域地域地域をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、安心安心安心安心なくらしをなくらしをなくらしをなくらしを守守守守るるるる
　　　　とともにとともにとともにとともに、、、、地域地域地域地域とととと地域地域地域地域をををを連携連携連携連携するするするする[数値目標　検討中]

　[数値目標]　地方の戦略を踏まえて設定

・中山間地域等における「小さな拠点」（多世代交
　流・多機能型）の形成
・地方都市における経済・生活圏の形成
・大都市圏における安心な暮らしの確保
・人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメン
　ト強化
・地域連携による経済・生活圏の形成
・住民が地域防災の担い手となる環境の確保
・ふるさとづくりの推進

1A　多様な主体が協働するまちづくり 07-01　生涯学習の充実
08-01　協働のまちづくりの推進
など

資料 ４

既存事業既存事業既存事業既存事業のののの拡充拡充拡充拡充とととと新新新新たなたなたなたな事業事業事業事業のののの展開展開展開展開

既存事業既存事業既存事業既存事業のののの拡充拡充拡充拡充とととと新新新新たなたなたなたな事業事業事業事業のののの展開展開展開展開

既存事業既存事業既存事業既存事業のののの拡充拡充拡充拡充とととと新新新新たなたなたなたな事業事業事業事業のののの展開展開展開展開

既存事業既存事業既存事業既存事業のののの拡充拡充拡充拡充とととと新新新新たなたなたなたな事業事業事業事業のののの展開展開展開展開

検検検検

討討討討

未来戦略未来戦略未来戦略未来戦略２２２２、、、、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり政策政策政策政策のののの施策等施策等施策等施策等

未来戦略未来戦略未来戦略未来戦略１１１１、、、、４４４４、、、、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり政策政策政策政策のののの施策施策施策施策

未来戦略未来戦略未来戦略未来戦略３３３３、、、、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり政策政策政策政策のののの施策等施策等施策等施策等

未来戦略未来戦略未来戦略未来戦略１１１１、、、、３３３３、、、、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり政策政策政策政策のののの施策施策施策施策


