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はじめに 
 

 

七飯町がさらに発展していくまちづくりに取り組むための総合的な指針として、平成２８

年度から令和７年度を計画期間とした１０カ年の長期計画である第５次七飯町総合計画を平

成２８年３月に策定し、「さらに優しく、たくましく 笑顔あふれる未来をめざして」を町の

将来像として様々な施策を展開してまいりました。 

 

総合計画の策定からこれまでの間、北海道新幹線の開業、ＩＣＴ・ＩoＴのさらなる革新、

「令和」の幕開けなど新たな時代を迎える一方で、胆振東部地震に伴うブラックアウトや新

型コロナウイルス感染拡大など、これまで私たちが経験したことがない災禍にも見舞われま

した。特に、新型コロナウイルス感染症は、人々の健康や医療、社会経済や企業活動など、

様々な分野に深刻な影響を与え、また、こうした影響の長期化も懸念されるため、これまで

の生活様式から「新しい生活様式」への転換が求められるなど、社会経済情勢はめまぐるし

く変化しております。 

 

計画策定から５年を迎える令和２年度は、計画期間の中間年度にあたることから計画の見

直しを行うこととし、中でも、取り組むべき施策や事業を各分野にわたり定めた基本計画に

ついては、社会情勢や住民ニーズの変化に対応するため、施策や事業内容を見直し、令和３

年度から令和７年度を計画期間とする後期基本計画として策定いたしました。 

 

後期基本計画の策定にあたり、「継続を力にする」という姿勢でこれまでの取組を継続する

とともに、住民アンケート調査や七飯町総合開発振興計画審議会でいただいた町民や委員の

皆様のご意見を十分に踏まえ、事業の見直しや整理を行い、本計画の施策や事業によって冒

頭申し上げました町の将来像や夢と希望が持てる「住みたいまち、住み続けたいまち“七飯

町”」の実現に向け取組を進めてまいります。 

 

本計画の策定にあたり、ご尽力賜りました七飯町総合開発振興計画審議会委員の皆様、七

飯町議会議員の皆様、住民アンケート調査などにおいて貴重なご意見をお寄せくださった数

多くの町民の皆様に心からお礼申し上げますとともに、今後も計画実現のため、一層のご指

導とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

七飯町長 中宮 安一  
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（1）第５次七飯町総合計画策定の目的 

七飯町は、平成18年に第4次七飯町総合計画を策定し、「私たちが主役健やかな未来を育

むあたたかいまちづくり」を将来像として、住民と行政が知恵と力を出し合い、ともに協

力してまちづくりを進めてきました。 

しかし、今後も人口減少と高齢化が進行するとともに、地域活力の低下、生産年齢人口

の減少に伴う税収の減少、社会保障費の増大などが予想されることから、これまで以上に

厳しい財政状況になることが想定され、これからは、時代の変化や多様化する住民ニーズ

に柔軟に対応できる自主性と特性を活かしたまちづくりを進めていくことが求められてい

ます。 

第５次七飯町総合計画は、こうした社会経済情勢、地域の状況及びこれまで築き上げて

きたまちづくりの成果と今後の課題を十分に踏まえ、七飯町がさらに発展していくまちづ

くりに取り組むための総合的な指針として平成28年３月に策定されました。 

（2）第５次七飯町総合計画の役割 

住民と行政がともにつくる“まちづくりのための行動指針” 

総合計画は、住民と行政が対話を重ね、協力し合う関係を生み出しつつ、目指すべき

将来像の実現に向けてまちづくりを進めていくため、目標を共有する“まちづくりの

ための行動指針”としての役割があります。 

 

町の最上位計画であり“七飯町の行財政運営の指針” 

総合計画は、七飯町におけるすべての計画や施策の最上位に位置づけられる計画で

す。住民自治を基本としながら、目指すべき将来像を描き、将来像の実現に向けた取組

の方向性を示す“七飯町の行財政運営の指針”としての役割があります。 

 

計画的なまちづくりの達成状況を示す“進行管理のものさし” 

総合計画は、七飯町が目指す将来像の実現に向けて取り組む内容を定めるとともに、

その取組が計画的に実施されているかどうかを進行管理し、評価するためのものでも

あります。目標を明確にし、その目標の達成状況を示す“進行管理のものさし”として

の役割があります。 
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基本構想 

基本計画 

（3）総合計画の構成と期間 

本計画は、「基本構想」、「基本計画」で構成されています。それぞれの内容構成と期間は

以下のとおりです。 

 

■基本構想（10 年間） 

基本構想は、七飯町の特性、住民のニーズ、時代の潮流、七飯町の置かれている位置

や直面する課題などを検討し、将来像や基本目標、そして、それを実現するための施策

の体系などを示すものであり、平成28年度を初年度とし令和７年度を目標年度とする

10カ年の長期構想です。 

 

■基本計画 

基本計画は、基本構想の施策の体系に基づき、今後、取り組むべき主要な施策を各分

野にわたって定めています。計画期間は、平成28年度から令和７年度までの10年間と

し、中間年である令和２年度に社会情勢や住民ニーズなどにより、進捗状況を含めて

計画を見直し、令和３年度から令和７年度を計画期間とする後期基本計画を策定しま

す。 

 

■目標型の計画・実施計画 

基本構想と基本計画をもって総合計画とし、基本計画の各分野に、その内容の推進に

より目指すべき目標指標（内容を代表するような項目を取り上げている成果指標と活

動指標）を定めています。この基本計画により、総合計画を軸とした政策評価を行いま

す。 

目標指標は、定期的に点検と評価による見直しを行い、将来的には住民参画による、

目標指標の設定と事業展開につなげていきます。 

また、実施計画は、基本計画に示した主要施策に基づき、具体的に実施する事業を定

めるものであり、毎年、予算編成とともに見直しを行い、マネジメントシステムとの連

携を図り、総合計画の進行管理を行います。 

  

平成28年度～令和７年度 

平成28年度～令和７年度（令和2年度中間見直し） 
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まちづくりの基本理念を踏まえて、住民と行政がともに目指す町の将来像を次のとおり

設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年９月の国連サミットにおいて、先進国を含む国際社会全体の令和12年までの

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals エス ディー ジーズ）

が採択されました。 

これを受けて我が国は、政府にＳＤＧｓ推進本部を設置し、実施指針を決定するととも

に、平成29年12月に閣議決定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略2017改訂版」にお

いて、地方創生の一層の推進のためには、地方公共団体においてもＳＤＧｓ達成のための

積極的な取組が不可欠であるとしています。 

本計画の推進はＳＤＧｓ達成に向けた取組を推進することに資すると考えられることか

ら、ＳＤＧｓの17の国際目標と本計画の対応を整理し、本計画の施策とＳＤＧｓの目標と

の関連付けを明記することとします。 

  

さらに優しく、たくましく 

笑顔あふれる未来をめざして 
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将来像を実現するため、次のとおり、6つの基本目標と30の施策を定めます。 

 基本目標１  

安全・便利なまち 

～生活基盤分野 

１-１ 道路・交通ネットワークの整備 

１-２ 住宅・市街地の整備 

１-３ 交通安全・防犯体制の充実 

１-４ 消防・救急・防災体制の充実 

１-５ 情報ネットワークの整備 

 基本目標２  

快適なまち 

～環境保全分野 

２-１ 環境施策の総合的推進 

２-２ 循環型社会の構築 

２-３ 上下水道の整備 

２-４ 公園・緑地の整備 

２-５ 景観の保全・整備 

 基本目標３  

ふれあい・安心のまち 

～保健・医療・福祉分野 

３-１ 保健・医療体制の充実 

３-２ 地域福祉の充実 

３-３ 高齢者福祉の充実 

３-４ 障がい者福祉の充実 

３-５ 社会保障の充実 

 基本目標４  

育むまち 

～子育て・教育・文化分野 

４-１ 子育て支援の充実 

４-２ 幼児・学校教育の充実 

４-３ 生涯学習社会の確立 

４-４ 生涯スポーツの振興 

４-５ 青少年の健全育成 

４-６ 地域文化の育成 

４-７ 交流活動の推進 

 基本目標５  

活気とにぎわいのまち 

～産業振興分野 

５-１ 農林水産業の振興 

５-２ 商・鉱工業の振興 

５-３ 観光の振興 

５-４ 雇用・勤労者対策の充実 

５-５ 消費者対策の充実 

 基本目標６  

ともに歩むまち 

～行財政分野 

６-１ 開かれた協働のまちづくりの推進 

６-２ 男女共同参画・人権尊重社会の形成 

６-３ 自立する自治体経営の推進 
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道路の整備、住宅の整備、暮らしの安全対策の推進、情報基盤の整備などにより、安全で

便利なまちづくりを目指します。 

 

施策項目 主要な施策 
関連する 

SDGｓの目標 

１-１ 

道路・交通ネットワー

クの整備 

●幹線道路・生活道路の整備 

●道路維持の充実 

●除排雪体制の充実 

●公共交通網の確保 

●地域公共交通の計画的な運用 

 

１-２ 

住宅・市街地の整備 

●公営住宅の長寿命化 

●空き地・空き家バンク制度の促進 

●住宅の耐震化 

●まちなか居住の推進 

●危険な空き家の解体補助 

 

１-３ 

交通安全・防犯体制の

充実 

●交通安全意識の高揚 

●子どもの交通安全 

●乳幼児の死亡事故防止 

●交通安全施設の整備 

●交通安全運動の展開 

●防犯体制の強化 

●防犯灯の設置 

●防犯ネットワークの充実 

 

１-４ 

消防・救急・防災体制

の充実 

●災害対応力の充実強化 

●救急救命体制の充実強化 

●消防・救急車両の整備 

●消防団装備の充実と連携強化 

●消防水利の整備 

●救助資機材などの整備 

●防災意識の向上と自主的な活動への支援 

●災害発生時の総合的な体制や対策の充実 

●災害に備えた環境整備 

●治水対策の推進 

●治山対策の推進 

 

１-５ 

情報ネットワークの

整備 

●総合行政情報システムの確実な更新 

●総合行政情報システムの更新費用削減 

●事務用パソコンなどの計画的更新 

●制度改正等に対応したシステム構築 

●行政の電子化によるサービス拡充 

●インターネット利用エリアの拡大 

●情報提供の充実 

●インターネット加入率の増加 

●情報管理業務の安定化 

 

  

基本目標１ 安全・便利なまち 

≪生活基盤分野≫ 
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生活基盤の総合的整備を図って、住みやすい、快適なまちづくりを目指します。 

 

施策項目 主要な施策 
関連する 

SDGｓの目標 

２-１ 

環境施策の総合的推進 

●環境施策の総合的推進 

●大沼（湖）の環境対策の積極的推進 

●町内河川における水質検査の実施 

●不法投棄の防止 

 

２-２ 

循環型社会の構築 

●ごみ分別化の推進 

●ごみ減量化の推進 

●エコ・リサイクル製品の利用推進事業 

●資源ごみ集団回収の推進 

●資源ごみ分別回収の推進 

●生ごみ堆肥化の普及推進 

●し尿処理施設の整備 

 

２-３ 

上下水道の整備 

●事業の円滑な運営 

●安全・安心な水質の確保 

●水道施設の耐震化 

●災害時の体制強化 

●有収率などの向上 

●下水道全体計画の見直し 

●下水道処理機能の維持 

●長寿命化計画の策定 

●下水道ＢＣＰの更新 

 

２-４ 

公園・緑地の整備 
●公園・緑地の保全及び施設などの維持管理 

 

２-５ 

景観の保全・整備 
●良好な景観の形成・保全 

 

  

基本目標２ 快適なまち 

≪環境保全分野≫ 
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住民自身の健康管理、行き届いた福祉対策などにより、ふれあい・安心のまちづくりを

目指します。 

 

施策項目 主要な施策 
関連する 

SDGｓの目標 

３-１ 

保健・医療体制の充実 

●健康づくりのための環境整備 

●子どもを安心して産み育てるための環境整備 

●医療の充実と介護・福祉との連携 

●子ども家庭総合支援拠点事業 

 

３-２ 

地域福祉の充実 

●要支援者支援体制の構築 

●多様なサービス活動の支援 

●相談機能の充実 

●権利擁護制度の周知・成年後見申立権の活用 

●ボランティア活動の推進 

●情報の共有・連携強化 

 

３-３ 

高齢者福祉の充実 

●個別課題の解決とケアマネジメントの実践力向上 

●地域介護予防活動支援事業 

●住民主体の活動支援 

●地域密着型サービスの充実 

●医療機関・介護サービス事業者のネットワークの

構築 

●地域包括支援センター「安心ななえ」の運営 

●包括的・継続的ケアマネジメント支援 

●老人クラブ活動への支援 

●在宅高齢者への支援 

 

３-４ 

障がい者福祉の充実 

●障がい者プラン・障がい福祉計画の策定・推進 

●子ども発達支援相談の実施 

●ホームページや広報でのサービスの情報提供 

●地域生活支援事業 

●障がい者団体や障がい者施設などへの協力や支援 

●障がい者が住みよいまちづくり 

 

３-５ 

社会保障の充実 

●医療費の抑制 

●広報活動や相談などの実施 

●生活保護実施機関（北海道）との連携強化 

●生活困窮者自立支援事業の利用促進 

 

 

 

基本目標３ ふれあい・安心のまち 

≪保健・医療・福祉分野≫ 
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子育て支援から生涯学習の充実、青少年の健全育成、地域文化の振興、交流活動の活発

化を図り、人を育むまちづくりを目指します。 

 

施策項目 主要な施策 
関連する 

SDGｓの目標 

４-１ 

子育て支援の充実 

●利用者支援の推進    ●時間外保育の充実 

●放課後児童健全育成の充実 

●一時的な養育保護の推進 ●乳児家庭への訪問推進 

●養育支援訪問の推進   ●子育て支援拠点の充実 

●一時預かりの充実    ●病児保育の充実 

●子育て援助活動支援の推進 

●妊婦健康診査の推進 

●実費徴収に対する助成の検討 

●民間事業者の参入促進 

 

４-２ 

幼児・学校教育の充実 

●教育環境の充実 

●総合学習などへの資料提供、補助金交付 

●不審者対策 

●いじめ・不登校対策 

 

４-３ 

生涯学習社会の確立 

●生涯学習体制の整備 

●社会教育施設の整備 

●各種団体活動への支援、育成 

●老人大学の開設 

●世代間交流の推進 

 

４-４ 

生涯スポーツの振興 

●スポーツ・レクリエーションの振興 

●スポーツ・レクリエーション施設の整備 

 

４-５ 

青少年の健全育成 

●地域子ども会の活性化 

●子どもの文化芸術機会の創出 

●新成人の自主性や意識の高揚 

●望ましい生活習慣の定着 

 

４-６ 

地域文化の育成 

●公民館講座を通したサークル・グループ活動の促進 

●地域セミナーを通した地域文化の振興 

●七飯町文化協会自主事業への支援 

●伝統文化の継承と郷土への関心の醸成 

●歴史・民俗・自然などに関係する資料の収集・保

管・展示・講習会の開催 

 

４-７ 

交流活動の推進 

●七飯町中高生海外派遣事業 

●国際交流のつどい事業 

●国際交流員招致事業 

 

基本目標４ 育むまち 

≪子育て・教育・文化分野≫ 
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基幹産業である農林水産業、商・鉱工業、観光の振興を図って、雇用が生まれる、活気と

にぎわいのまちづくりを目指します。 

 

施策項目 主要な施策 
関連する 

SDGｓの目標 

５-１ 

農林水産業の振興 

●「農業経営基盤の強化に関する基本的な構想」（基

本構想）の策定と実践 

●七飯町地域担い手育成総合支援協議会活動の充実 

●良質な米・野菜・花き・果樹の振興 

●酪農・畜産の体質強化 

●法人化（集落営農）・コントラ組織の育成 

●農地流動化の促進 

●森林の活用・間伐の促進 

●漁場の環境整備・漁業資源の適正管理 

 

５-２ 

商・鉱工業の振興 

●中小企業の経営支援 

●企業の誘致促進 

●起業・創業支援 

 

５-３ 

観光の振興 

●町の認知度の向上 

●滞在型観光の促進 

●外国人観光客の受入環境の整備 

●通年型観光の促進 

●観光による経済効果の全町への波及 

●道の駅の振興に伴う地域経済の活性化 

 

５-４ 

雇用・勤労者対策の

充実 

●労働者・事業者向けの雇用についての意識啓発 

●高齢者の就業支援 

●勤労者の生活福祉増進 

 

５-５ 

消費者対策の充実 

●消費生活に関する情報の提供 

●消費生活相談支援 

●高齢者のサポート 

 

  

基本目標５ 活気とにぎわいのまち 

≪産業振興分野≫ 
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協働のまちづくり、地域コミュニティの育成、男女共同参画・人権尊重のまちづくりを

進めて、自立する自治体経営を目指します。 

 

施策項目 主要な施策 
関連する 

SDGｓの目標 

６-１ 

開かれた協働のまち

づくりの推進 

●民間活力による取組 

●七飯町活力のあるまちづくり推進事業の活用促進 

 

６-２ 

男女共同参画・人権尊

重社会の形成 

●男女共同参画に対する意識の高揚 

●人権教育の推進 

 

６-３ 

自立する自治体経営

の推進 

●健全な財政構造の実現 

●収納率向上対策推進事業 

●事業予算編成方式の活用 

●行財政改革大綱の策定 

●人事評価制度の活用 

●人材育成の推進 

●自主財源の確保 

●各種事務手続きのスキル向上 

●事務窓口以外での行政サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年３月 

 

発行：七飯町 

〒041-1192 北海道亀田郡七飯町本町６丁目1-1 

TEL/0138-65-2511 FAX/0138-66-2054 

https://www.town.nanae.hokkaido.jp/ 

基本目標６ ともに歩むまち 

≪行財政分野≫ 

《中間見直し概要版》 


