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厚 岸 町

第6期 厚岸町総合計画
【概要版】
2020▶2029

みんなの“あっけし”
新時代の創造に向かって
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厚岸町
［概要版］

1．総合計画とは

2．総合計画の構成と期間

●厚岸町の計画として最も上位に位置するものであり、まちの将来像やまちづくりの方向性を定め、それを実現するための方策
を示し、総合的・計画的なまちづくりを進めるための基本的な指針となる計画です。

●総合計画は、「基本構想」「行動計画」「実施計画」の3 層で構成します。
●まちづくりの各分野及び各課題ごとに策定する個別計画は、「基本構想」及び「行動計画」に沿った内容で策定し、総合計画を各

分野及び各課題において補完します。
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実施計画（３年間）

実施計画（３年間）

後期行動計画（５年間）

基本構想は、総合計画の目標とする『めざすまちの姿』を定め、その実現に
向けた政策の体系と各部門の施策の大綱を示すものです。
【計画期間】 
令和 2（2020）～ 11年度（2029）（10年間）

行動計画は、基本構想で定めた施策の大綱を受けて、その実現に向け
た施策の展開方向と主な取組を示すもので、前期と後期に分けて策定
します。なお、前期の行動計画は、基本構想と合わせて策定し、後
期の行動計画は、前期の行動計画で定めた施策の達成状況や社会情
勢の変化などを踏まえ、改めて策定します。
【計画期間】 
前期：令和 2（2020）～ 6年度（2024）（5年間）
後期：令和 7（2025）～ 11年度（2029）（5年間）

実施計画は、行動計画で体系化した施策に対応する具体的な
事務・事業を定めるもので、各年度の予算編成の指針とな
るものです。
【計画期間】 
3 年間の計画とし、流動的な諸情勢や財政状況などの変
化に柔軟に対応するため、毎年度見直しを行います。

【各分野別】
環境基本計画、都市計画マスタープラン、地域福祉計画など
【各課題別】
総合戦略、過疎地域自立促進市町村計画など

3．総合計画の特色

① わかりやすい計画

② 行政のみならず、町民、地域・団体等の役割分担を示した計画

③ 持続可能な開発目標（SDGs）と関連付けた計画

　総合計画は行政のみならず、町民、地域・団体等の共創・協働によるまちづくりの指針であるため、簡潔でわかりやすい内容・表
現を心掛けています。

　行政のみならず、町民、地域・団体等がそれぞれに果たすべき役割を記載し、共に手を携え、相互に補完し、協力して推進できる
計画としています。

　世界共通の目標であるSDGsの達成に向けた取組の推進は、国際的及び国内的に重要であるとともに、厚岸町においても、持続
可能なまちを実現する上で重要な視点となります。このことから、総合計画の各施策とSDGsの17のゴール（目標）を関連付ける
ことで、総合計画とSDGsの達成に向けた取組の一体的な推進を図ります。
SDGs（エス・ディー・ジーズ）とは
●「S

サ ス テ イ ナ ブ ル

ustainable D
デ ベ ロ ツ プ メ ン ト

evelopment G
ゴ ー ル ズ

oals」の略で、平成27年（2015）9月の国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発のための
アジェンダ2030」で掲げられた国際社会全体の目標

●令和12年（2030）を期限とする、17の目標と169のターゲット（具体的な目標）で構成
●SDGsの達成には、全ての関係者（行政のみならず、町民、地域・団体等）の連携が必要
●経済・社会・環境の三側面の総合的な取組が必要
●SDGsの17の目標

〈例：本編214P〉

■目標実現に向けた役割分担

●新たに移り住む人を「よ
うこそ」の気持ちで歓
迎します。

●定住・移住促進の取組
を理解し、魅力あるま
ちづくりに協力します。

●移住希望者に対する相談・支援を行うと
ともに、ホームページなどを活用し、移
住に関する情報を発信することで移住を
促進します。

●まちの魅力を高め、町民の満足度が向上
する取組を進めます。

町　　　民 行　　　政地域・団体など

詳しくは本編15～17Pへ

■ SDGs　17 の目標（ロゴ）

施策 5-7
第7節 定住・移住
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4．総合計画策定の背景

5．『めざすまちの姿』

6．『めざすまちの姿』の実現に向けた5つの将来像

〈ステップ1〉  厚岸町を知る

〈ステップ2〉  厚岸町を取り巻く「時代の潮流」を捉える

〈ステップ4〉  「厚岸町の課題」を「キーワード」とともに整理する

〈ステップ5〉  今後活かすべき、多様な「厚岸町の特性と強み」を整理する

〈ステップ3〉  町民の声を聴く

①厚岸町の位置・地勢・気候 
③厚岸町の人口動向分析

①人口減少と少子高齢化の急速な進行
③高度情報化とグローバル化のさらなる進展
⑤安全・安心に対する意識の高まり
⑦自主的・自立的なまちづくりの気運の高まり

①自然との共生に向けた環境保全の推進
②安全・安心で快適な生活環境の整備
③厚岸町の資源を最大限に活かした産業の振興
④魅力とチャンスを活かした観光の振興
⑤定住の促進に向けた働く環境と子育て環境の整備
⑥つながりの強化による支え合い体制の構築
⑦地域で子どもを育てる教育体制の構築と教育環境の整備充実
⑧つながり協働し高め合うコミュニティの育成

①世界に誇ることができる、豊かで優れた「自然環境」  
③基幹産業である「漁業と酪農業」と豊富な「食資源」
⑤安心して暮らせる充実した「健康・福祉環境」
⑦町民の厚岸町への「愛着度の高さ」  

②先進的な情報通信基盤施設である「厚岸情報ネットワーク」
④豊かな自然が育む、多彩な「観光資源」
⑥道東文化発祥の地としての「歴史と文化」
⑧厚岸町を取り巻く「明るい展望」

①町民満足度調査

②厚岸町の沿革
④厚岸町の産業・経済動向分析

②日本経済と世界経済の発展
④地球環境問題の深刻化とエネルギー事情の変化
⑥価値観やライフスタイルの多様化

②まちづくりワークショップ　など

詳しくは本編18～25Pへ

詳しくは本編26～36Pへ

詳しくは本編40～44Pへ

詳しくは本編45～47Pへ

詳しくは本編37～39Pへ

調　和

みんなの“あっけし”
新時代の創造に向かって

活かす 受け継ぐ受け継ぐ

働　く つながる 支え合う支え合う

育てる活かす

学　ぶ つながる

暮らす

「厚岸町の課題」 から見える
8つの視点 「キーワード」

『めざすまちの姿』

詳しくは本編50Pへ

詳しくは本編52Pへ

7．  5つの将来像に応じた政策展開

自然と調和し、だれもが安全・安心で快適に暮らせるまち 詳しくは本編71～117P
生活環境・都市基盤部門へ将来像1

生活環境・都市基盤部門

（1） 土地利用

（2） 環境保全

（3） エネルギーの有効利用

（4） 水道

（5） 下水道

（6） 道路・公共交通

（7） 住宅

（8） 都市計画・公園・緑地

（11） 消防・防災

（12） 環境衛生

（13） 情報ネットワーク

（9） 交通安全・防犯

（10） 消費生活

この部門で推進する施策

・計画的な土地利用の推進
・地籍管理の充実

・山・湿原・川・湖・湾を通っている水・物質の連鎖
・水質の保全　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・エネルギーの適切かつ有効な利用

・安全で安心な水の安定供給
・災害に強い水道の構築

・衛生的で快適な暮らしの実現
・適正管理と健全経営　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・広域道路網の整備促進
・町道の整備推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・町営住宅の整備
・一般住宅の整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・都市計画の推進
・公園・緑地の整備

・消防・救急体制の充実
・防火対策の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・廃棄物の抑制と適正な処理
・火葬場・墓地環境の整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

●温室効果ガスの排出削減　本編 79P
●自然環境の保全　本編 79P
●安全で快適な道路環境の整備　本編 93P
●公共交通機関の確保　本編 93P
●空き家などに関する対策の推進　本編 97P
●公園・緑地の整備　本編 99P
●総合防災対策の強化　本編 109P　　　　など

・地域情報化の推進
・情報通信基盤の充実

・交通安全対策の推進
・防犯対策の推進

・消費生活の意識向上
・消費者保護対策の充実

政策展開

「厚岸町の課題」を解決するために特に重要な施策

関連するSDGsの主な目標ここに注目!!
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多彩な資源が輝き、活力と魅力にあふれるまち 詳しくは本編119～148P
産業経済部門へ将来像2

産業経済部門

（1） 水産業

（2） 農業

（3） 林業

（4） 商工業

（5） 観光

（6） 雇用

この部門で推進する施策

・漁業生産基盤の整備
・つくり育てる漁業の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・収益性の高い生産基盤の整備促進
・農業経営の安定化と担い手の育成・確保　　　　　　　　　　　　　　　　など

・森林の整備・保全の推進
・林業経営基盤の強化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・地域に根ざした商業の振興
・中小企業の振興　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・地域資源を活かした観光の推進
・イベントの推進と観光情報の発信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・雇用の確保と安定化
・就業支援の充実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

●漁業生産基盤の整備　本編 122P
●つくり育てる漁業の推進　本編 122P
●漁港施設の整備促進　本編 123P
●漁業経営の安定化と担い手の育成　本編 124P
●収益性の高い生産基盤の整備促進　本編 128P
●農業経営の安定化と担い手の育成・確保　本編 128P
●地域資源を活かした観光の推進　本編 142P
●イベントの推進と観光情報の発信　本編 143P
●労働環境の向上　本編 147P　              　　　など

政策展開

「厚岸町の課題」を解決するために特に重要な施策 関連するSDGsの主な目標

ここに注目!!

未来を切り拓く力を育み、豊かな人間性にあふれるまち

みんな笑顔で健やかに、つながり支え合うまち

詳しくは本編175～192P
教育部門へ

詳しくは本編149～173P
保健・医療・福祉部門へ

将来像4

将来像3

教育部門

保健・医療・福祉部門

（1） 学校教育

（1） 保健・医療

（2） 生涯学習

（2） 地域福祉

（3） 文化

（3） 高齢者福祉

（4） スポーツ

（4） 障がい者（児）福祉

（5） 子育て支援

（6） 社会保障

この部門で推進する施策

この部門で推進する施策

・教育活動の充実
・学校給食の充実と支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・健康づくりの推進
・保健予防サービスの充実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・生涯学習推進体制の充実
・生涯学習活動の促進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・地域で支える福祉の体制づくり
・地域福祉活動の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・芸術文化活動の促進
・文化遺産の保護・保存と継承

・自立支援・介護予防・重度化防止の推進
・地域包括ケアの推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・スポーツ活動の促進
・スポーツ推進体制の充実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・障がいの早期発見・早期療育と地域生活の支援充実
・自立と開かれた社会参加の促進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・子育て支援の充実
・子育て環境の整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・国民健康保険制度の円滑な運営
・後期高齢者医療制度の円滑な運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

●家庭・地域社会と学校との連携　本編 180P　
●生涯学習推進体制の充実　本編 183P
●社会教育施設の整備充実　本編 184P
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　など

●地域で支える福祉の体制づくり　本編 155P
●地域包括ケアの推進　本編 159P
●障がい者（児）が住みよいまちづくり　本編 163P
●子育て環境の整備　本編 167P
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　など

政策展開

政策展開

「厚岸町の課題」を解決するために特に重要な施策

「厚岸町の課題」を解決するために特に重要な施策

関連するSDGsの主な目標

関連するSDGsの主な目標

ここに注目!!

ここに注目!!
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多様なつながりにより、共に生き、共に創り上げる持続可能なまち 詳しくは本編193～215P
政策支援・行財政部門へ将来像5

政策支援・行財政部門

（1） 開かれた町政の推進

（2） コミュニティの育成

（3） 行政運営

（4） 財政運営

（5） 人権尊重・男女共同参画

（6） 交流活動

（7） 定住・移住

この部門で推進する施策

・広報広聴活動の充実
・情報公開・情報管理の充実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・コミュニティ組織の充実
・地域活動の促進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・効率的・効果的な行政運営
・地方分権改革への対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・健全な財政運営の推進
・適正な課税と公平な納税等の推進

・人権意識の啓発
・男女共同参画の推進

・地域間交流の推進
・国際交流の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・定住・移住の促進に向けた取組の推進

●町民参加によるまちづくりの推進　本編 197P
●コミュニティ組織の充実　本編 200P
●地域活動の促進　本編 200P
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

政策展開

「厚岸町の課題」を解決するために特に重要な施策 関連するSDGsの主な目標

ここに注目!!

■第6期厚岸町総合計画（本編）は、厚岸町のホームページ（https://www.akkeshi-town.jp）で公表している
ほか、希望者には電子データや印刷物でも提供しますので、お問い合わせください。

〈第6期厚岸町総合計画（本編）〉

厚岸町 総合政策課 政策調整係
〒088-1192　北海道厚岸郡厚岸町真栄3丁目1番地　TEL 0153-52-3131（代表）


