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北広島市まち・ひと・しごと創生総合戦略

（重点戦略）について 
 

＜チャレンジできる環境をつくり、起業と雇用を創出する＞ 

  

 仕事づくりでは、本市にゆかりのある 3偉人（中山久蔵・和田郁次郎・クラーク博

士）に共通する「チャレンジ精神」をまちのブランドとし、仕事の創出に結び付けま

す。 

  

新たな試みを持つ人たち（起業家）を応援するまちになることが、人の流れをつく

り、北広島発のイノベーション（新しい事業分野や価値）が創造され、地域の活性化

や雇用の創出にもつながります。 

  

 食を支える農業の振興も重要な課題です。 

 農産物の付加価値を高め、所得向上や雇用促進につなげるため、農業を核とする新

たな産業を創出することで、農業の振興と地域の活性化を図る必要があります。 

 

「チャレンジできる環境をつくり、起業と雇用を創出する」の目標を実現するため

の取組みとして、起業促進や農業を核とした新たな産業の展開を大きな柱として掲げ

ました。 

 

 このほか、雇用創出に向けて、市内に立地操業している企業と連携した取組みも重

点的な施策として位置付けました。 

 

 

 

 

視点 施策 

起業支援 起業家への支援 

地場産業の強化 農業を核とした新たな産業の展開 

企業との連携、支援強化 企業と連携した雇用促進に向けた取組み 

 

 

＜重点戦略＞ 
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＜起業支援＞ 

施策 内容 

起業家への支援 

若者も高齢者も関係なく、大志を抱く人たちが、北広島市でチ

ャレンジできる仕組みをつくる。市の活性化につながり、将来

性と魅力ある事業プランに対しては、起業に要する資金の支援、

遊休施設や空き店舗を起業場所として提供、税制上の支援を一

体的にパッケージとして支援する。 

【起業支援】 

 

＜地場産業の強化＞ 

施策 内容 

農業を核とした新たな産

業の展開 

農産物を原材料とした加工品の製造・販売など、地域ぐるみで

農産物の付加価値を高め、所得向上や雇用促進につなげる。農

業を核とする新たな産業を創出することで、農業の振興と地域

の活性化を図る。 

【農業を核とした新たな産業展開】 

 

＜企業との連携、支援強化＞ 

施策 内容 

企業と連携した雇用促進

に向けた取組み 

市内企業限定の就活イベントを開催する。生産年齢人口の減少

を背景とした企業の労働者不足の解消に向けた人材確保への取

組みを企業と行政が一体となって推進する。 

【企業と連携した雇用促進】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜取組み内容＞ 
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＜北広島市への新しい人の流れをつくる＞ 

 

人口減少が進むなか、定住人口の増加に向けた取組みは重要な課題です。 

 現在、ファーストマイホーム支援制度などの定住施策に取組み、子育て世帯の定住

促進や転出抑制に一定の効果も表れておりますが、高齢化が進むなか、子育ての安心

と高齢者の安心につながるような、多世代住宅環境の創出など新たな定住施策に取組

む必要があります。 

これにより、子育て世帯のＵ・Iターン促進も期待できます。 

 

観光では、近年、アジア諸国からの関心の高まりを受け、外国人旅行客数が増加を

続けており、本市の地域資源・魅力を活かし、海外からの観光客の誘客による交流人

口の拡大を図り、観光消費など地域への波及効果を高めていく必要があります。 

 

本市には、他市に誇れる地域資源が数多く存在しています。 

しかしながら、海外からの観光客に対して、そうした地域資源を活かすための環境

整備がまだまだ不十分な状況にあります。インバウンド促進に向けた地域資源の活用

と環境整備に取組みます。 

 

シティセールスでは、ふるさと納税返礼品を導入します。 

これまで本市では、寄附をいただける方の思いを尊重し、貴重な財源としてすべて

を活用しておりましたが、全国的な傾向として、返礼品が地域の活性化やまちの知名

度向上に有効な手段となっている現状もあります。 

 

ふるさと納税の返礼品の導入により、本市を知ってもらい、訪れてみたくなるよう

な仕掛けができる取組みであれば、その有用性は高いといえます。 

 

「北広島市への新しい人の流れをつくる」の目標を実現するための取組みとして、

子育て世帯を中心とした定住促進、外国人観光客の交流人口拡大に向けた環境整備、

来市に誘導できるようなふるさと納税返礼品を大きな柱として掲げました。 

 

 このほか、Ｕターンに結び付く大学進学支援なども重点的に取り組む施策として位

置付けました。 
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視点 施策 

定住促進 
若い世代の定住促進に向けた賃貸住宅支援 

多世代住宅取得支援 

観光・シティセールスの推進 
インバウンド促進に向けた地域資源の活用と環境整備 

ふるさと納税返礼品の導入 

人の流れをつくる 大学進学支援 

 

 

 

 

＜定住促進＞ 

施策 内容 

若い世代の定住促進に向

けた賃貸住宅支援 

若年層の定住促進に向けた賃貸住宅支援を創設する。住宅購入

は金銭的に負担が大きいが、賃貸住宅であれば気軽に住むこと

ができ、市の魅力を知ってもらい、将来的な定住につなげてい

く。 

【家賃助成、引っ越し等の一時費用への支援】 

多世代住宅取得支援 

高齢者の見守りや、子育ての孤立化を防ぐため、子育て世代を

対象に、親世代との同居・近居の実現に向け、住宅取得に要す

る費用を助成する。親世代との同居のほか、近居（市内に限る）

の場合も、支援対象とする。 

【多世代住宅取得への支援】 

 

＜観光・シティセールスの推進＞ 

施策 内容 

インバウンド促進に向け

た地域資源の活用と環境

整備 

インバウンド観光の促進に向けたエルフィンロードなど地域資

源の活用と、観光案内所・観光案内板、WI-FI などの環境を整

備する。 

【インバウンド観光の促進】 

ふるさと納税返礼品の導

入 

市のアピール、知名度向上を目的に、寄附者に対するふるさと

納税返礼品を導入する。返礼品の基本的な考え方は、来市に誘

導できるような、直接北広島市を知ってもらい、感じてもらえ

るような視点で取り組む。 

【ふるさと納税返礼品】 

＜重点戦略＞ 

＜取組み内容＞ 
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＜人の流れをつくる＞ 

施策 内容 

大学進学支援 

将来のまちの担い手となる人材育成を目的とした奨学金制度を

創設する。大学に進学する際の入学金等の費用を支援し、U タ

ーンを促進する。（卒業後、市に戻ってくるなどの条件を満たす

場合は、返済免除を含めた制度を検討） 

【奨学金支援制度の創設】 
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＜子どもを生み育てたいという希望を叶える＞ 

 

 本市は、子育て支援を重点的に取り組む施策に位置付け、安心して子どもを生み、

健やかに育てられるまちづくりを推進しています。 

 

 一方で、出産・子育てに関する市民意識調査等では、北広島市に期待する内容とし

て、医療機関（産科や小児科）の充実、保育サービスの充実という意見が多く寄せら

れています。 

 

子育てに関する市民の満足度を高め、北広島市で子ども産み、育てたいという気持

ちにつなげられるよう、更なる子育て環境の充実に努める必要があります。 

 

 「子どもを生み育てたいという希望を叶える」の目標を実現するための取組みとし

て、「安心して出産できる環境の整備」と「安心して子育てができる環境の整備」の

二つを大きな柱として位置付けました。 

 

 

 

 

視点 施策 

安心して出産できる環境の整

備 

産科の誘致 

通院に要する費用を支援 

不妊治療への助成 

安心して子育てができる環境

の整備 

給付 

支援 

子育てに向けた支援 

子ども医療費の助成（拡大） 

環境 

整備 

小児医療の充実 

保育環境の充実 

魅力ある遊び環境の創設 

 

 

 

 

 

 

 

＜重点戦略＞ 
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＜安心して出産できる環境の整備＞ 

施策 内容 

産科の誘致 

産科の誘致は市民の期待の高い内容であり、安心して出産でき

る環境を整えるため、産科の誘致を目指す。誘致に向けては、

開業資金の助成や、税制面での優遇措置など、支援体制の充実

を図る。 

【産科の誘致】 

通院に要する費用を支援 

産科の誘致が実現するまでの当面の措置として、通院に要する

費用を支援することで、妊婦の負担を軽減し、安心して出産し

てもらうための環境を整備する。 

【妊婦への通院交通費助成】 

不妊治療への助成 
子どもが欲しいけれどなかなか授からない夫婦を対象に、不妊

治療に要する費用を助成する。【不妊治療への助成】 

 

＜安心して子育てができる環境の整備＞ 

施策 内容 

子育てに向けた支援 

子育て世帯の経済的負担軽減と、出産後における育児・家事等

の支援を目的に、各種サービス（チャイルドシート等の支援、

ヘルパー派遣等育児支援、ファミサポ利用券等）を出産祝い・

子育て支援として提供する。 

【子育て支援のパッケージ化】 

子ども医療費の助成（拡

大） 

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、通院に要する医療費

の助成を中学生まで拡大する。【子ども医療費の拡大】 

小児医療の充実 

継続的に必要となる小児科は、安心して子育てができる環境に

は欠かせない要素であることから、小児科医療環境の充実に向

けて、様々な角度から検討を進める。【小児医療の充実】 

保育環境の充実 

共働き世帯が増えるなか、安心して子どもを預けられる環境を

充実させるため、病児保育施設の整備、保育時間の延長に向け

た検討を進める。【保育環境の充実】 

魅力ある遊び環境の創設 

市内の公園の多くは学童から上の年齢層を対象としており、小

さな子どもでも安心して遊ぶことのできる公園が少ないことか

ら、今後、公園を整備・改修する際には、小さな子どもへの視

点も持ちながら魅力ある外遊び環境を充実する。 

【乳幼児向け公園整備】 

＜取組み内容＞ 
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＜時代に合った魅力的なまちをつくる＞ 

 

 本市における人口減少と少子高齢化の進展は、年齢構成別の人口に隔たりを生じさ

せ、まちづくりを進めるうえで大きな課題を明確にしています。 

 その一つが、特に高齢化が進む、北広島団地です。 

 

 北広島団地は、まちの核となる住宅団地として造成され、今日まで 45 年余りが経

過しています。この間、まちの発展をけん引する地区として成長し続けてきました。 

 10 年後、20 年後も、北広島市が自立したまちづくりを進めるためには、北広島団

地が再び、まちをけん引する地区として活性化していく必要があります。 

  

 「時代に合った魅力的なまちをつくる」の目標を実現するめの取組みとして、北広

島団地の活性化を大きな柱に、それを実現するための方策として、公共交通の充実、

空き家の流動化促進、学校教育の充実を掲げました。 

  

このほか、JR北広島駅周辺における拠点地区の形成、東京圏における北広島市ふる

さと会の設立を重点的に取り組むべき施策として位置付けました。 

 

 

 

 

視点 施策 

北広島団地の活性化 

魅力向上に向けたイメージ戦略の推進 

住み替え支援制度の創設 

子育て世帯の定住に向けた環境整備（容積率等の見直し） 

空き家の流動化促進 

リノベーション住宅の推進 

空き家の機能向上を目的としたリフォーム補助の創設 

空き家解体支援の創設 

公共交通の充実 バス利用促進に向けた取組みの推進 

学校教育の充実 魅力ある教育環境の整備 

都市のコンパクト化と公共交

通ネットワークの形成 

利便性の高い魅力ある拠点地区形成の推進 

地域全体を見渡した面的な公共交通の再構築 

ふるさとづくりの推進 北広島市ふるさと会の設立 

 

 

＜重点戦略＞ 



【第２回まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議 資料】 

9 

 

 

 

＜北広島団地の活性化＞ 

施策 内容 

魅力向上に向けたイメー

ジ戦略の推進 

“北広島団地”のネーミングを見直し、若い世代にも響くよう

なイメージ戦略を推進する。 

【市民からのネーミング募集】 

【若い世代とのまちづくりディスカッションの開催】 

住み替え支援制度の創設 

子育て世代をゆとりの住環境である北広島団地へ、高齢者世代

を利便性の高い地区に誘導する。 

【住み替え支援事業】 

子育て世帯の定住に向け

た環境整備（容積率等の見

直し） 

北広島団地の容積率と建ぺい率を見直し、二世代住宅の建設を

促進することで、北広島団地への人の流れをつくる。 

【容積率、建ぺい率の見直し】 

 

＜空き家の流動化促進＞ 

施策 内容 

リノベーション住宅の推

進 

空き家バンクに登録されている物件について、リノベーション

をイメージした写真を掲載することで、空き家に対するイメー

ジを高め、住宅の流動化を図る。 

【空き家バンク登録物件の見せ方の工夫】 

空き家の機能向上を目的

としたリフォーム補助の

創設 

空き家の機能・設備向上を目的に、リフォーム補助を行い、空

き家の流動化を促進する。 

【空き家に対するリフォーム補助】 

空き家解体支援の創設 

空き家を解体し、戸建住宅の建築を促進するため、解体費用に

対して助成する。 

【空き家解体助成】 

 

＜公共交通の充実＞ 

施策 内容 

バス利用の促進に向けた

取組みの推進 

将来的な公共交通の再構築を視野に入れながら、当面は、既存

公共交通の維持確保を目的に利用者の増加に向けた取組みを推

進する。 

【子育て・敬老パスの導入、民間事業者との連携】 

 

 

＜取組み内容＞ 
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＜学校教育の充実＞ 

施策 内容 

魅力ある教育環境の整備 

教育環境の充実は、子育て世代の定住、企業誘致にもつながる

まちづくりにおいて大きな要素となる。小中学校の適正規模、

配置等の課題に対して、一貫校など特色ある教育環境のあり方

を調査・研究する。 

【特色ある学校づくりに向けた調査・研究】 

 

＜都市のコンパクト化と公共交通ネットワークの形成＞ 

施策 内容 

利便性の高い魅力ある拠

点地区形成の推進 

駅周辺の利便性の高い機能を活かすため、未利用地の活用、低

利用地の高度利用と民間遊休施設等を含めた、駅周辺の一体的

な整備を推進し、居住機能や福祉・商業等の様々な機能の集積

を図る。 

【立地適正化計画に基づくコンパクトシティの推進】 

地域全体を見渡した面的

な公共交通の再構築 

地区間を結ぶ路線の充実、団地内完結路線の根本的見直しなど、

市民ニーズに合致した利便性の高い公共交通の形成。 

【地域公共交通網形成計画に基づく持続可能な公共交通網の形成】 

 

＜ふるさとづくりの推進＞ 

施策 内容 

北広島市ふるさと会の設

立 

移住・人材確保・企業誘致などにつなげるため、東京圏に北広

島市ふるさと会を設立する。 

【ふるさと会設立】 

 

 

 

 

 

 


