
黒松内町(旧黒松内村、旧熱郛村、旧樽岸村)

昭和41年（第74号）,昭和46年（第921号）

　本町の人口推移を見てみると、昭和30年の旧３村合併時は7,438人を数えていたが、平

成27年の国勢調査では3,100人を割り3,082人とこの約60年間で急激に減少した。

　主な要因としては、高度経済成長による産業構造の変化や生活水準の向上、農業は大

規模化を余儀なくされたことによる小規模農家の離農、国鉄民営化や官公庁出先機関の

統廃合、就業場所の不足による若年層の町外流出、出生率の低下などが挙げられる。

　人口の減少率は、高度成長期であった昭和40年代の約24％減と比較し、ここ10年間

（平成17年から同27年）では約10.8％の減であるものの、0～14歳の年少人口は約23.1％

減、15～64歳の生産人口は約17.4％減、65歳以上の高齢者人口は約5.9％増と、少子高齢

化の進行が顕著に表れている。

　高齢者人口は平成7年から同17年の約19.2％増と比べ、緩やかな増になってきたもの

の、若年者層の町外流出に対する対策が急務となっている。

　（１）人口の動向

（別紙様式２－１）

山村振興計画書

都道府県 市町村名
作成年度

（変更年度）

北海道 黒松内町 平成30年度

　本町は北海道南西部の後志総合振興局管内1市19町村の中でも一番南に位置し、北は寿

都町の日本海、南は長万部町の太平洋を臨み、その距離僅か28kmの特殊な地形で、地域

の広がりは東西に29.3km、南北に19.7kmで、総面積は345.65km²となっている。

  高山や平野は少なく、ほとんどがなだらかな丘陵地帯で、町の中央部をアユの生息す

る朱太川が貫流し、その水系に属する中小の河川が平坦部に張り巡り、これらの流域が

稲作、畑作及び酪農地帯となり、その周りが豊かな森林となっている。

振興山村名

指定番号

Ⅰ　地域の概況

　１　自然的条件

　（１）地理、地勢

  気象は、地勢や地形から日本海と太平洋双方からの影響を受け、春から夏にかけては

内浦湾で発生した濃霧によって気温が下がりしばしば低温に見舞われる。

　冬の日本海からの北北西の風の影響で、風上の作開地区方面は強風小雪、風下の市街

地区以南方面は弱風多雪となっている。

　２　社会的及び経済的条件

　（２）気候
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　　■年齢階層別人口の動向 （単位：人、％）

出典：国勢調査

　　■産業別就業人口の動向 （単位：人、％）

出典：国勢調査

(0.1%)

H22年 1,406 (100%) 229 (16.3%) 206 (14.7%) 971 (69.1%) 0 (0.0%)

H17年 1,543 (100%) 265 (17.2%) 222 (14.4%) 1,054 (68.3%)

(0.0%)

H12年 1,721 (100%) 314 (18.2%) 325 (18.9%) 1,082 (62.9%) 0 (0.0%)

S55年 2,114 (100%) 692 (32.7%) 466 (22.0%) 956 (45.2%)

年度 全体 １次産業

0

2

176 (12.7%) 1,018 (73.2%) 2 (0.1%)H27年 1,391 (100%) 195 (14.0%)

　（２）産業構造の動向

(4.4%) 1,446 (46.9%) 1,151

区分 黒松内町全体

1,153 (35.5%) 0 (0.0%)

H27年 3,082 (100%) 348 (11.3%) 137 (0.0%)

H22年 3,250 (100%) 398 (12.2%) 126 (3.9%) 1,573 (48.4%)

(37.3%) 0

(7.1%) 2,541 (56.1%) 659

(0.0%)

H17年 3,457 (100%) 453 (13.1%) 141 (0.0%)(4.1%) 1,777 (51.4%) 1,086 (31.4%) 0

年度 総数 0～14歳 15～19歳 20～64歳 65歳以上 年齢不詳

(0.0%)

H12年 3,608 (100%) 514 (14.2%) 165 (4.6%) 1,905 (52.8%)

黒松内町全体

　本町の産業別人口の構成は、平成27年国勢調査で第一次産業が14.0％、第二次産業が
12.7％、第三次産業が73.2％と、実数では平成17年と比較し第一次産業、第二次産業が
減少し、第三次産業は微減の横ばい傾向にある。
　今後も概ねこのような構成状況で推移すると考えられ、農業を中心とする第一次産業
は急激な減少はないものの毎年わずかな減少が見込まれる。反面、第三次産業就業者に
ついては、大きな増加要因はないものの就業人口の全体数の減少から構成比は微増する
と予測される。
　しかし、本町の地域資源である魅力的な農村空間を維持・創造するためには、自然環
境の保全と合わせ農業の副産物である牧歌的風景を維持しなければならない。そのた
め、第一次産業就業者を維持する取組が必要不可欠となる。

(14.5%) 0S55年 4,532 (100%) 1,011 (22.3%) 321

1,024 (28.4%) 0

区分

２次産業 ３次産業 分類不能
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　　■土地利用の状況 （単位：ha）

出典：農林業センサス

(5.2%) 2,321.0(100%) 2,449 (7.1%) 128.0

H27年 34,565 (100%) 1,862 (5.4%) 62.0

(95.6%)

(88.5%)

H22年 34,547 (100%) 1,809 (5.2%) 79.0 (4.4%) 1,730.0

(94.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 30,589H17年 34,547

31,011 (89.8%)

H12年 34,547 (100%) 1,996 (5.8%) 116.17 (5.8%)

(16.0%) 1,921.75 (84.0%) 0 (0.0%) 0S55年 34,527 (100%) 2,287 (6.6%) 364.79

30,612

樹園地 その他

(94.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)1,879.48

(0.0%)

区分 黒松内町全体

　（３）土地利用の状況

総土地面積
耕　地　面　積

林野面積
年度 田 畑

(88.6%)

(0.0%) 27,280 (78.9%)

　（４）財政の状況

0 (0.0%) 0 (0.0%) 30,137 (87.2%)

(3.3%) 1,799.0 (96.6%) 1.0 (0.1%) 0

　本町の面積は34,565haであり、そのうち山林が約78.9％を占めている。

　耕地面積は、離農による遊休農林地の拡大によって、昭和55年に2,287haあった面積は

平成27年には1,862haと減少している。

　本町の財政規模は、平成29年度普通会計決算分で、歳入47億8,471万円、歳出45億

5,991万円となっている。

　財政力指数は0.13前後で推移し、これが飛躍的に改善されるとは考えられないことか

ら、財源の大部分を地方交付税に依存する、脆弱な財政基盤であると言える。

　性質別の歳出構造をみると、義務的経費はほぼ同水準、投機的経費については、平成

24年度から29年度にかけて9億円程度、縮減している。
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　　■財政の状況 （単位：千円）

出典：平成24年度及び平成29年度地方財政状況調査

 経常収支比率 77.7 82.3

 地方債現在高 5,005,190 6,379,764

 公債費負担比率 13.1 3.4

 実質公債費比率 5.1 7.9

実質収支　C - D 169,505 203,027

 財政力指数 0.13 0.13

 歳入歳出差引額　C  (A-B) 214,472 224,796

 翌年度へ繰越すべき財源　D 44,967 21,769

その他 1,806,968 2,582,473

過疎対策事業費 201,836 100,702

投資的経費 1,507,843 601,203

うち普通建設事業 1,506,263 595,528

国庫支出金 495,450 336,975

 歳出総額　B 4,636,983 4,559,919

義務的経費 1,120,336 1,275,541

うち過疎債 113,000 159,600

その他 630,428 1,444,188

区　　分 平成 24 年度 平成 29 年度

 歳入総額　A 4,851,455 4,784,715

道支出金 126,374 196,942

地方債 939,430 319,841

一般財源 2,659,773 2,486,769
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Ⅱ　現状と課題

　１　これまでの山村振興対策の評価と問題点

　２　山村における最近の社会、経済情勢の変化

　本地域は、旧黒松内村、旧熱郛村、旧樽岸村が合併した地域である。
　第一期の山村振興計画は、昭和41年に旧黒松内村・旧熱郛村で、昭和46年に旧樽岸村
で策定され、その後は、黒松内町全域として昭和51年度に第二期、昭和57年度に第三
期、平成6年度に第四期を策定し、農林業の生産基盤と経営近代化施設の整備、定住条件
の向上を図るための文教施設・社会環境の整備、高齢者を主とする福祉の増進、教育振
興のための教育環境整備などを推進するとともに、地域資源を活かした都市との交流事
業を展開してきた。
　平成3年度には、ふるさと滞在型の地域プロジェクト「ブナ北限の里づくり構想」の各
種事業の実現により、交流人口の拡大に一定の効果をあげることができた。また、特産
品のもち米を利用した酒・焼酎の開発販売、さらには平成５年度、酪農の町を象徴す
る、牛乳・牛肉・豚肉を原料としたアイスクリーム・チーズ・ハム・ソーセージを生産
する特産物手づくり加工センターを建設し、農産物消費拡大・付加価値の増大・地域の
イメージアップによって交流人口の拡大に大きく貢献している。
　しかしながら、基幹産業である農業は、農林産物の価格低迷、後継者不足などによ
り、森林・農用地等の管理水準の低下が進み、山村が担っている国土の保全、水資源の
かん養、自然環境の保全等の重要な役割を十分果たせない状況となっている。
　このような中、「一次産品の付加価値化による所得向上」、「住民と行政の協働によ
る地域一丸となったブランド化の推進」、「体験・滞留・滞在型観光の促進と推進体制
整備」、「産業振興と田舎暮らしを促進する移住・定住に向けたソフト事業の充実」が
最重要課題となっている。

　近年は安い農林畜産物の輸入増加による価格低迷や農林業者の高齢化・担い手不足の
進行が進むなど、本地域内の雇用情勢は依然厳しさを増している。若年者については都
市部への流出が続いており、地域の活力は低下しているが、平成元年から天然記念物
「歌才ブナ林」をまちづくりのシンボルとし、朱太川等に代表される豊かな自然環境と
農業の生業がもたらす牧歌的風景などの潜在的な資源を活用した都市との交流「ブナ北
限の里づくり」を進め、年間約15万人の方々が本町へ目的をもって訪れるようになり、
また、本町の魅力に惹かれ移住する方々もみられる。
　輸入産品の増加等による価格競争の激化などに対応するため、収益性と生産性の高い
生産基盤の更なる整備や経営の効率化を促進するほか、後継者不足や高齢化に対応する
ため新規参入者の確保及び就業者の定着化に向けてより一層取り組むことが必要であ
る。
　また、製造・販売業等では、未利用資源や一次産品の付加価値の向上を図るほか、ブ
ランド化の推進や拡大に向けて取り組むことが必要である。
　さらに、訪日観光客が加速度的に増加傾向にある中、観光は、域外需要や雇用の拡大
など、様々な分野に経済波及効果をもたらす裾野が広い産業であることから、山村の資
源を活かした新たな観光商品づくりに加え、同じ後志管内のニセコ地域に訪れる国内外
観光客の誘致や滞在時間の延長を図るなど、今後、期待が持てる観光産業に積極的に取
り組むことが必要となっている。
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　３　山村における森林、農用地等の保全上の問題点

　４　山村における新たな課題

　森林に対する住民の期待は木材の生産、山地災害の防止、水源かん養などの役割に加
え、森林とのふれあいや、自然観察・野外体験など、森林の有する多面的機能の発揮に
対し、ますます高度化・多様化しており、これに応える計画的な森林整備の推進が求め
られている。町有林の下刈、間伐などの保育や、森林所有者が適切な森林施業を行える
よう、林業専用道の開設、無立木地の造林及び森林の除間伐が必要である。
　本町の農業は、酪農が基幹であることから、土地利用の形態としては牧草、サイレー
ジ用とうもろこしなど飼料畑が大部分を占め、1戸当たりの面積を引き上げる要因になっ
ている。
　耕地面積は年々減少しているが、離農により発生する休耕地については経営規模の拡
大を希望する近隣の農家に利用されていることから、1経営体当たりの規模は拡大傾向に
ある。
　本町の中央部を朱太川が貫通し、その水系に属する中小の河川が平坦部に張り巡り、
これらの流域に稲作、畑作、酪農地帯が広がっていることから、借入地を含めて農地が
分散し、移動時間や移動コストが健全な農業経営を妨げる要因にもなっていることか
ら、農地の利用集積や交換分合についても「農地中間管理機構」を活用して進めていく
必要がある。
　また、農地の耕作放棄や遊休化の拡大が進む要因の一つとして、それらが排水改善等
の基盤整備を必要とする生産性の低い農地であることも挙げられ、簡易で低コストな農
地の改良・整備が望まれている。

　山村は農業の存在なしには成立せず、農業を自然と並ぶ本町の潜在的な資源としてこ
れからも守り、育み、活用していかなければならない。
　そのためには主たる生産物の確立はもとより、付加価値性の高い生産物の定着（ブラ
ンド化）を目指すとともに、時代が要請するクリーン農業に挑戦する必要がある。
　自然の源となる森林は、守る森、活用する森とを明確にして適正な施業を誘導するこ
とに加え、種苗や木材としてのブナの新たな利活用に取組み、さらに、森林と関連の深
い水産資源の確保にも努める必要がある。
　商工業は、市街地のにぎわいづくりや本町の資源を活かした企業誘致に取り組むこと
が必要である。
　また、歌才ブナ林に代表される優れた自然や牧歌的景観、交流施設、フットパス、特
産品などの地域資源を活用した体験・滞在型の交流に加え、農業・農村の魅力を活かし
た交流にも取り組み、交流の延長線上にある二地域居住や完全移住に向けた総合的な移
住対策の展開と併せ、良質住宅のストック、黒松内型のまちなか居住、遊休施設を活用
した民泊などの取組みも求められている。
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Ⅲ　振興の基本方針

　１　本地域の自然的、社会的及び経済的条件の特徴を抱える問題点等

　２　本地域の特性を生かした地域活性化の方針及び森林、農用地等の保全の方針

　本地域は北海道南西部の後志総合振興局管内の一番南に位置し、北は寿都町の日本

海、南は長万部町の太平洋を臨み、その距離僅か28㎞の特殊な地形で、地域の広がりは

東西に29.3㎞、南北に19.7㎞で、総面積は345.65ｋ㎡となっている。

　高山や平野は少なく、ほとんどがなだらかな丘陵地帯で、町の中央部を朱太川が貫流

し、その水系に属する中小の河川が平坦部に張り巡り、これらの流域が稲作、畑作及び

酪農地帯となり、その周りが豊かな森林となっている。

　この黒松内低地帯と称される特異な地形が、春から夏にかけて太平洋側の内浦湾で発

生した濃霧を月越山脈や天狗山に運んでくる風洞的な作用を働かせ、気温が下がり、し

ばしば低温に見舞われる。

　冬の日本海からの北北西の風の影響で、風上の作開地区方面は強風小雪、風下の市街

地区以南方面は弱風多雪となっている。

　農林業全般において、輸入農産物の増加による価格低迷、経営の安定化、高齢化、担

い手の不足や育成・確保が厳しく、就業者の減少問題が深刻化している。

　本町の基幹産業である農業は、耕種部門はいも類が主要作物で、野菜、豆類、米と続
き、畜産部門は乳用牛（個体販売と生乳）が最も多く、次いで肉用牛の順となってい
る。
　農産物の販売方法の多くは農協出荷になっているが、一部の農家では宅配便を活用し
た販売、道の駅の産直販売もみられるようになり、今後は町内の流通体制の確立が期待
されている。
　さらに、これら地場産農畜産物を原料にブナ里交流施設での利用や販売を目的とした
加工品作りにチャレンジし、小規模農家の所得の向上、高齢者の生きがい対策、さらに
は交流施設自体の魅力向上につなげていく必要がある。
　本町農業の経営安定と魅力ある農畜産物づくりには、消費者や流通のニーズを的確に
とらえた農畜産物の生産など環境と調和した取組に加え、農業生産を超えた分野にも農
家自身が積極的に興味や意欲を持ち、農業所得の向上に努めていくことが必要である。
　本町におけるこれまでの農業・農村基盤整備は、国営、道営及び団体営事業によって
農地開発や明渠排水、農道等が整備され、生産環境では営農用水、営農飲雑用水、農村
公園が整備されてきた。
　農地の維持・保全、離農跡地や耕作放棄地の荒廃防止、遊休地の活用を「農地中間管
理機構」を活用して効率的な保全に努めるとともに農地の利用集積や新規就農者の参入
促進の面からも簡易で低コストな農地改良・整備を推進していく必要がある。
　また、ほ場の土壌診断による施肥設計を行い、堆肥投入による土づくりのシステム化
を進め、持続可能な循環型農業を進めていく必要がある。

　林業は、将来にわたって持続可能な森林経営が行われるよう、林道などの生産基盤整
備、森林組合を中心とした木材生産機能の維持・充実に努め、木炭やきのこ類などの林
産物を振興していく必要がある。
　市町村森林整備計画によって森林資源を水源涵養、山地災害防止、生活環境保全、保
健・文化機能等の機能別に区分し、モニタリング調査や森林ＧＩＳを活用して生物多様
性保全及び温暖化防止並びに温暖化の影響が懸念される集中豪雨といった自然環境の変
化も考慮した森林整備・保全を推進する。
　また、環境基本計画、生物多様性地域戦略に基づき、歌才ブナ林、白井川ブナ林、添
別ブナ林、歌才湿原等をすぐれた自然として保全するため、特別保全区域として保全す
るとともに、環境負荷の少ない持続可能な手法で活用する。
　本地域の振興方向は、このような地域特性と課題を踏まえ住民との協働により、豊か
な地域資源を活用した産業の振興と生活環境の整備による住民が住みやすく充実した生
活を営むことのできる快適な山村づくりを基本とする。
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　　　・移住・定住、交流人口拡大につながる田舎暮らしの推進

　３　山村振興の目標を達成するための主な方法

　　　・山村の資源を活かした特産品開発、観光商品開発による所得の向上

（１）地産地消の取り組み拡大
　学校給食をはじめ飲食店、旅館施設での使用や、減農薬・有機質肥料を用いた少量多
品目な野菜栽培により直接消費者と結びつく地産地消の取組拡大を推進する。
（２）山村の資源を活かした観光商品開発による所得の向上
　これまで推進してきたブナの里フットパス等の自然環境を生かしたグリーンツーリズ
ムを素地として、改めて札幌圏や函館圏の日本人向けのプログラムの開発、ニセコ圏の
外国人向けのプログラム開発など、交流観光施設を含む町内の観光資源が連携し、黒松
内の魅力の最大化を図った観光商品開発による所得の向上を目指す。
（３）山村の資源を活かした特産品開発による所得の向上
　アユやもち米等の一次産品を活用し、町内で製造・加工可能な新たな特産品開発によ
る所得の向上を目指す。
（４）移住・定住、交流人口拡大につながる田舎暮らしの推進
　都会暮らしと田舎暮らしを実現する二地域居住の新たなライフスタイルの暮らしの提
案や、ちょっと暮らしを提供できる田舎民泊など、町内の生産年齢人口確保や交流人口
拡大を強化する。
（５）山村地域の特色を生かした教育環境の充実
　子供たちの将来の夢をかなえるための「基礎学力の向上」を重点課題とし、併せて優
れた自然や農業などを活用した本町ならではの「特色ある教育」、「特色ある学校づく
り」にも引き続き取り組む必要があり、教育体制・環境の充実と地域とのつながりを強
化する。
（６）住み慣れた地域で生き生きと暮らすことができる環境づくり
　すべての町民が支え合い助け合う地域福祉環境を維持・強化することで、町全体での
子育て応援体制、高齢者や障がい者の積極的な社会参加体制の確立など、住み慣れた地
域で安心して生き生きと暮らすことができる環境をつくる。
（７）安全で便利な生活基盤づくり
　安全で便利な生活基盤づくりのため、既存道路の充実、北海道横断自動車道の整備促
進、日常生活の身近な足としての公共交通路線の維持・確保、高速・大容量の情報通信
機能の整備・拡充、そして緊急時に備え、消防・救急体制、防災体制をより充実する。

　　　・安全で便利な生活基盤づくりと住み慣れた地域で生き生きと暮らすことができる環境づくり

　　　・直接消費者と結びつく地産地消の取り組み拡大

　　　・山村地域の特色を生かした教育環境の充実
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　(３)　産業基盤施策

Ⅳ　振興施策

　１　振興施策

　(１)　交通施策

農家の経営努力では避けがたい経営悪化要因を緩和し、農家経営を支援し、水田・
畑作経営の安定化を図る。

農家の経営安定と生活の向上を目的に、共同での機械作業や集団営農化、労働力不
足に対する支援制度（農家支援組織や総合ヘルパー）の実現に取り組む。

馬鈴薯の天敵であるジャガイモシストセンチュウの侵入・拡散を防止し、食用・種
子馬鈴薯の安定生産体制を維持する。

個人情報保護やセキュリティ対策を含めた情報化社会に対応できる人材を育成す
る。

利用者の意見・要望を聞き、効率的で効果的な福祉バス等運行形態を検討し、交通
弱者の生活に必要な身近な足として維持する。

景観に配慮しつつ、歩道のバリアフリー化など、安全・安心な道づくりを推進す
る。

橋りょう長寿命化修繕計画に基づく計画的な橋りょうの修繕を進める。

交通安全意識を高揚するため、関係機関・団体と連携し、町ぐるみで交通安全運動
を進める。

効率的で効果的な除排雪体制を確立するため、耐用年数を迎える除雪車について計
画的に更新するとともに、吹雪による交通障がいを軽減するため、防雪柵を整備
し、冬期間の生活に必要な道路の確保に努める。

農地や耕作放棄地の状況を把握し、農地の利用集積による優良農地化や荒廃防止対策に
取り組む。

小規模農地の土地改良や畜産施設整備、草地改良等を促進し、農家の経営基盤とな
る農地の生産性向上を図る。

酪農・畜産経営を安定化させるため、牛の貸付事業、町営牧場の利用促進、酪農家
の停電対策等の施策を新規・拡充する。

防災行政無線を活用し、タイムリーな情報を提供する。

関係機関と連携し、小樽・黒松内間の高規格道路の整備を促進する。

耐用年数を迎えた車両については運行形態に沿って更新する。

分収契約に基づく造林・保育事業等森林施業（新植、改植、保育管理等）により、
森林の公益的機能を発揮させる。

無立木地への造林と森林所有者等による計画的かつ一体的な森林施業の実施や森林
の被害状況を巡視することにより、森林の現況調査と適切な森林整備を推進し、森
林整備の担い手である森林作業員の就労長期化・安定化を図る。

小規模でも魅力ある商店街を創造するため、市街地のにぎわいづくり、魅力ある滞
留利用拠点づくり、黒松内にしかない逸品づくりを推進する。

民間公共交通路線については、既存の路線の確保に努める。
関係機関と連携し、旅客輸送体制の確保に努める。

　(２)　情報通信施策
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　(６)　文教施策

　(５)　地域資源の活用に係る施策

　(７)　社会、生活環境施策

　(８)　高齢者福祉施策

　(10)　国土保全施策

ブナ北限の里づくりの基本理念である「自然との共生」を柱に、環境基本計画、景
観計画、農業・農村振興計画、森林整備計画の各施策の連動により、持続可能な農
業、快適な生活環境の充実、環境や景観の保全・活用・創造につながる総合的な土
地利用を推進する。

白井川地域を地域再生特区と位置付け、交流促進や地域経済の活性化はもとより、地域
コミュニティの促進を図る。

福祉のまちとしての優位性や町民同士の顔が見える田舎の特性を活かし、地域ぐる
みでの見守り体制や身近な保健・医療・福祉体制の強化に努める。

町民に対しては、地域課題に対応した学ぶ機会の創設など、生涯の各期に応じた学
習・スポーツの機会の充実を図る。
歌才ブナ林を代表とする貴重な自然遺産は、これまで以上に活用し、取分けブナに
まつわる歴史と文化の蓄積・伝承・発信を強化する。

　(９)　集落整備施策

その地域の歴史、文化、自然特性を活かした集落の再生や環境を整備する。

良質な堆肥の製造を維持するため、堆肥センターの維持改修を図るとともに、安定
的な製造方法についての試験・調査を推進し、生産される良質堆肥を町民に還元す
る。

　(４)　経営近代化施策

朱太川アユの付加価値化を目指して全国利き鮎会への出品、アユを使った商品開発
等、朱太川水産資源の持続的利活用を図る。

住民との協働により未利用森林の里山化を推進する。
加工センターの施設、設備の改修、乳・肉加工室機械の更新を行い、地場農産物の
付加価値化を図るとともにブランド力を強化する。

農畜漁産品の高付加価値化に向けたパッケージ開発やブランド開発を推進する。

子供たちに対しては、学校教育の充実はもとより、学校外での学習・スポーツ活
動、自然資源を活用した体験学習など様々な学習機会の提供に加え、家庭や地域の
教育力を高め、地域全体で子供たちを支えていく仕組みを構築する。

あらゆる分野で本町の優れた自然環境・景観の保全と創造に配慮したまちづくりを
進めるとともに、生活基盤を日々の暮らしに求められる水準に整備・維持・充実す
る。

地域資源を活用した健康づくりを積極的に進め、すべての町民が元気に地域で活躍
し健やかに暮らすことができるよう努める。
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記載あり　（別紙参照） ○

記載なし

　(11)　交流施策

民間の経営理念や経営手法の視点に立ち、行財政改革をこれまで以上に進めていく
とともに、「自分たちのまちは、自分たちで守る」という意識のもと、町民、コ
ミュニティ・事業者・団体は、町とのつながりを強化し協働体制を確立して、町民
や事業者等が共に公共を担う新たなまちづくりを推進する。

「都市との交流」を軸とした黒松内オリジナルの産業振興策、地域振興策を展開す
るとともに、これらと連動した黒松内型の移住・定住対策の確立に努める。

ブナの里振興公社や黒松内観光協会、民間企業との連携により、官民一体で観光の
産業化を推進する。

これまで整備してきたフットパス（ランドマークとして機能する交流施設や移住者
や農業者などが開業する店舗・加工場・農園などを有機的に結んだ歩く小道）を素
朴ながら魅力的な地域資源のひとつとして活用する。

森林資源を水源涵養、山地災害防止、生活環境保全、保健・文化機能等の機能別に
区分し、モニタリング調査や森林ＧＩＳを活用して生物多様性保全及び温暖化防止
並びに温暖化の影響が懸念される集中豪雨といった自然環境の変化も考慮した森林
整備・保全を推進する。

　(13)　担い手施策

　(12)　森林、農用地等の保全施策

農地の維持・保全、離農跡地や耕作放棄地の荒廃防止、遊休地の活用を「農地中間
管理機構」を活用して効率的な保全に努めるとともに農地の利用集積や新規就農者
の参入促進の面からも簡易で低コストな農地改良・整備を推進する。

　(15)　その他施策

　(14)　鳥獣被害防止施策

　２　産業振興施策促進事項の有無

産業振興施策促進事項の記載
記入欄

（該当する欄に○を記入）

着地型観光の一翼を担うグリーン・ツーリズムを推進するプログラムメニューの開
発と、事業を推進する人材育成、組織化を図る。

新規就農者に対する農業経営や営農技術、営農資金の支援など、人材の掘り起こし
を積極的に推進し、深刻化する後継者不足対策に努める。

地元猟友会の協力のもとシカやクマ等の鳥獣被害の防止に取り組む。

ブナを町のシンボルにした体験活動、植樹活動等に取組み里山らしい地域づくりを
創造する。

町の一大イベントビーフ天国まるっと黒松内の開催を通し、地元生産者や加工業者
と提携して地場特産品を販売・ＰＲする。
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Ⅴ　他の地域振興等に関する計画、施策等との関連

　本地域は、振興山村の指定のほか、過疎地域自立促進特別措置法に基づく「過疎地
域」に指定されている。
　また、本町では、平成21年度に「第3次黒松内町総合興計画」を策定、さらに、
「環境基本計画」、「景観計画」、「農業・農村振興計画」、「森林整備計画」を策
定している。
　よって、振興施策の実施にあたっては、法令に基づくこれらの基本方針を踏まえな
がら、地域資源や特性を活用しながら産業の活性化や就業機会の確保に努めるものと
する。
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