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◎長澤先生 講演 

 

地方創生は、広域連携も見据えているということで、地方制度改革に一歩一

歩近づけて行こうという中身があると思われます。 

それから、つい最近、６月３０日にまち・ひと・しごと創生基本方針２０１

５が閣議決定されました。このサブタイトルが、ローカルアベノミクスの実現

に向けてということで、閣議決定されております。 

これは地方へのアベノミクスの浸透に向けて、稼ぐ力、地域の創造力とか地

域の創造力、民の治験を重要事項とし、仕事づくり、移住関連、少子化対策、

地域づくり、こういった４つの施策目標を掲げておりまして、基本的には総合

戦略とほぼ同じ内容ですが、多様な地域資源を活用して観光・地域戦略を立案

する地域主体の新たな組織、日本版ＤＭＯ（Destination Marketing／

Management Organization）として市町村レベルのみならず複数の自治体の

広域連携も想定して、５年以内に最大９０ヶ所作るとしています。 

これは日本版と言っているということで、これはヨーロッパ発であります。 

日本の場合、従来の観光は行政サイドの担当部署と、行政が少しお金を出し

て運営している観光協会とか民間の一部が行っており、結局はあまりうまくい

っていないことが多いとされています。 

Destination とは目的地のことであり、更にいままでの観光のあり方という

のは、行政の観光部署と観光協会が担っており、そこでは基本的な

Management なり Marketing が無いということで、特にこういった日本版Ｄ

ＭＯを９０ヶ所作って行こうとしております。 

もう一つは移住関連で、首都圏の高齢者の地方移住ということで、日本版Ｃ

ＣＲＣ（Continuing Care Retirement Community（高齢者が健康時から介

護・医療が必要となるまでの継続的なケアや生活支援サービスが保障される共

同体/アメリカ発））を真似して、日本版ＣＣＲＣを作ろうとしています。 

アメリカの場合はあくまでも健康な人が移住して、大学へ通うなど高齢富裕

層が移住をして生活支援サービスを受ける所です。 

しかしアメリカでも、健康な内はいいが、いつか怪我をしたり病気になった

りしてケアが必要になるということで、こういった物を作って非常に困ってい

ます。アメリカはそういう新しい問題に直面しております。 

これは日本でもずいぶん物議を醸して、現代の姥捨て山ではないかと言われ

ております。国でも４１の市町村を具体的にあげて、都市部から高齢者を移住

させる方針を出しています。都心部のケア・サービスが施設・その他含めて非

常に不足していると、１０年後、２０年後もっと不足すると、不足するから高
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齢者を地方へということとしています。言ってみれば高齢者の介護等の充実と

いうものはほとんど無視をされてきている。 

これから後も、いろんな意見が出て、生まれ住んだところから出るのはつら

いなど、いろんな問題が出ると思います。 

単に何もなくて、あるいは不便なところでも、人のつながりとかそこに住ん

でてよかったという実感なども高齢者には必要であり、都会へ出た息子が高齢

者となった親を呼ぼうとしても、なかなか今まで生活していた環境から移行で

きないような問題も出ております。 

また、厚労省が言っている地域包括ケアシステムと真逆の理論を展開してお

り、本当にこれが機能していくかどうか、日本版ＣＣＲＣは、いろいろ物議を

醸しております。少子化対策としては、子育て世代包括支援センターを１５０

ヶ所設置して、５年後までに全国展開をめざすとしています。 

このほかにも地方都市のコンパクトシティーの形成、空き家・空き店舗の活

用、中山間地域など過疎地域の生活サービス施設の集約化による小さな拠点づ

くりなど、増田レポートと同じようなことを言っており、結局は地方拠点中枢

都市に人をどんどん集め（人のダム）地域を作ってしまう。消滅するならば、

それで周辺に新しい街をつくれと。人が生きていて、景観・自然などいろんな

要素を持った農村地域社会の役割がほとんど無視されてきている、そういう気

配がずいぶん強く感じます。 

では、こういったローカルアベノミクスの方針に関しては、これまで打たれ

てきた政策のやり直しというか、抜本的な原因分析の欠如と感じます。地域の

疲弊とか消滅可能性都市とか、なぜそのようになったのかという、その辺の原

因分析がないのであります。 

私、人口減少社会と資料に書いていますが、人口減少は本当に自然現象でし

ょうかと、改めて問いたい。 

やはりこういう状況になっていった根本的な原因は何なのかということがク

リアにされなければ、その対策も打てない訳であります。単に人が減ったから

地域が衰退していくのか、そうでは無いと思います。そこでの政治・経済的な

原因がある訳で、そういう意味では日本版ＣＣＲＣと言いましたが、行政的縦

割り構成を超えていないし、厚労省の地域包括ケアシステムと逆行しているこ

とを打ち出している、ハチャメチャとしか言いようがない中身となっておりま

す。 

もう一つは、アベノミクスで稼ぐことが全面に出ております。つまり、地方

を経済的活動だけで考えて良いのかということです。稼ぐというのは、１５歳

以上から６４歳未満の生産年齢人口のことであり、アベノミクスは生産年齢人

口に焦点を当てております。増田レポートでも２０歳から３９歳の女性の減少
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率が高い市町村は消滅可能性が高いとしております。 

 いま、地方創生のバックボーンとなっているのは稼ぐこと産むことであり、

生身の生きている人間、血の通った人間という発想がほとんど無いのではない

かと思います。 

そういう点では、今回、地方創生本部の方針を見てみると、結局は稼ぐこと、

産むことそれに集約された形での様々な施策、しかも、省庁間の整合性も無し

にどんどん出してくる。こういう風な国の施策があらゆる方面から出ています。 

また、財政措置についても、新型交付金と言っているがまだ具体性が乏しい、

まだ具体的に出ていない。そういう意味では財政措置もあいまいな状況である。 

グローバル化における経済性、目先の金儲けと、人間性、命を守り人間らし

い生活の実現、これはどんどん離れていってしまっている。おまけにＴＰＰへ

の言及はない、ＴＰＰが締結されるとどうなるのであろうと、地域で全体的に

大きなものを担っている所についての言及がない。幸い、ハワイでの閣僚級会

議は、大筋合意はできず先延ばしすることになりましたが。ＴＰＰは漂流する

のではとも言われていますが、次は日米ＦＴＡが来る可能性が高いと言われて

おり、実際自由化のプレッシャーというのは厳しいままであります。そういう

大きな流れ、今後の見通しの中で、どう生きていくのかと言う観点がほとんど

ないところであります。 

では、地域づくりという観点で考えた場合は、行政と住民との協働とレジュ

メに書いていますが、やはり団体自治と住民自治の実質的結合が重要かつ不可

欠であると考えます。それと、もう一つは、もう一枚お配りした日本農業新聞

の記事の最後の部分ですが、「現場は国の方針に従うだけでなく、望ましい地方

創生の実現へしっかり声を上げてほしい」としており、また同じような表現で

すが、地域住民が何を求め問題解決のためにはどのような政策を実施するか、

産官学金労言という推進組織で徹底的に議論して、トップダウンではなく、あ

くまでもボトムアップで進んで行くべきであろうと思います。そうしなければ

地方創生は、実のある物になっていかないだろうと思います。 

地方創生に関する予算を含めた期待感は非常に高まっていますし、一定の財

政措置は取られるであろうかことから、ではいったい町を今後５年、１０年ど

うしていくか、そういったものをじっくり考える機会にして、具体的な総合戦

略を作って行く徹底したボトムアップが必要であろうと思います。 

最後に、人口減少問題は自然現象かと、私はそうではないと思います。 

戦後の高度成長を考えれば、農村からどんどん労働力は東京へ異動した。当

然、当時は、農村地域は過疎問題、首都圏は過密問題が発生しました。このこ

ろから、過疎問題はずっと問題となりました。限界集落などという概念も生ま

れました。やはり、経済社会、政治経済、社会的な条件で人口が動いています。 
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当然、対策として、人口減少の食い止め策を考えるのか、人口減少によって

発生する問題への対応を考えるのかがあり、両方同時並行に考えることもあり

ますが、あまりこれをごっちゃにしてしまうと、人口減少当たり前のあきらめ

ムードになってしまうのではないであろうか。 

逆に減っても良いのではないか、そこで居直っても良いのではないか。もち

ろん多少の移住や食い止め策も、一方では行いながらとなりますが。 

結局、日本の人口減少は一定のスピードと規模で進んで行く。だから、そこ

で生きる人間が足元を固める血の通った人間のコミュニティが地域であって、

単に経済尺度での「稼ぐ」とか、子供を増やすためだけの「２０歳から３９歳

の女性」に焦点を当てた発想ではなく、地域の再生力が課題であると思います。 

私は地方創生という言葉に、非常に違和感を覚えるのですが、竹下内閣の時

はふるさと創生、またこれまでも地域づくりという言葉で政策が展開されてい

ました。ところが、地方いう言葉は、中央に対する地方という意味で上から目

線の言葉であり、ここでいう地方という言葉はもう少し言い方があるのではな

いかと思います。それから創生という言葉、これは新しく作り直すことだとす

れば、今ある地域は生きていけないのかということにもなる。むしろ、再生の

方が良いかもしれない。 

何れにせよ、地方という言葉と創生と言う言葉に、非常に違和感を覚えます。 

要するに、人口が減るとかそういったものは前提にするということではあり

ませんが、やむを得ないことだと一方では思います。 

当然、行政とか地域とかあるいは個人、地域住民がそういったことをどうし

ていくか、一つはＦＤＣ自給圏（Food、Energy、care）の自給圏を作るとい

うのは、何年も前から言われています。そういう意味では、いま始まった問題

ではなく周辺地域のいろんな人口減少とか地域の対話とかで、何十年も動いて

いる。  

なので、今回の地方創生ではたして再生できるのか。 

地域はもう少し居直って、省庁縦割りの国の政策に惑わされることなく、と

りあえずこの地域が持っている資源、良さを再度見直しながら、食料と燃料が

あればどっこい生きていこうぜという気持ちを持って、地域社会、コミュニテ

ィを作って行く、そんなことが大事ではないかと。 

繰り返し何回も言いますが、稼ぐとかではなく、尺度あるいは考え方。 

もちろん経済的尺度というのも大事です。やはり地域で人が住むには、生活

をしなければいけませんから、当然何らかの稼ぐ仕事をしなければなりません。 

「まち・ひと・しごと」と一括りにされていますが、そこにだけ目を奪われ

て、稼ぐことや産むことだけに汲々とするのではなく、少しゆとりを持って５

年・１０年を見渡しながらどっこい生きていく方法を、皆さんと考えて行くと
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いうのが大事なことだと思います。 

こういった問題はどの地域も共通で特効薬もなく、即効くような処方箋もな

いのですが、幸い清里町の場合は、いまお集まりになられたいろんな方がいら

っしゃって、いろんなパワーがあるので、団体自治を担う行政と住民自治が実

質的に結合してどう作って行くかを考えていく。 

最後に、地域だけ生きて行っても、国のかたちがおかしくなれば、地域も崩

壊します。私が念頭に置きたいのは、国の針路に関わってくる、国の在り様に

関わってくる、まさに政治経済面で危うく変わりつつある日本、世論をほとん

ど無視して動いていくような世界、そういうことにならないような全うな町と

町があってこそ正常な国の形があるのではないかと思う。 

そういうことを意識しながら、この地域で町の形をきちんと考えて行く、あ

るいはきちんとしていく、それが日本の形を正常にしていく流にもつながって

行くのではないかと思います。 

「食料と燃料があれば１０年くらいはどっこい生きていこうぜ！！」を合言

葉に一つ頑張ってみませんかというのを、私の提起といたします。 

ありがとうございました。 
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◎トークテーマ① 「雇用の創出」「新しい人の流れをつくる」 

○各班発表のまとめ 

 

 

 

 町にとって必要な雇用とは何かということで、大きく３つとして、企業、農

業、商工という形で話が出ておりまして、企業誘致ということに関しましても、

輸送コストであったり、交通面の整備がなってないので、具体的にはまだ難し

いと整理しました。 

 あと、観光面につきましても窓口の具体的なものがないということであった

り、雇用については清里の自然を生かしていきたいという意見が出てきました。 

 また、人材バンクのようなものを作り、農家の出面さんに活用したり、イン

ターネットを使った仕事・雇用の創出などというのも出ておりました。 

 まず出てきた内容として、女性の雇用が必要だとの話となりまして、良く話

にあるのが、清里に来たらこういう仕事があるよ、なんとか来たらなんとか雇

用があるよと話がありますが、実際問題それは良くないよねとの話でした。 

 若い世代の人や女性が求める雇用とは本当に何なんだと、こちらが雇用があ

るといってもそれは果たして本当に必要とされる雇用なのかとの話が出まして、

若い女性の方に魅力のある雇用を検討していく必要性があるのではないかとい

う話が出ました。 

 また、国際交流の話も若干させて頂いて、英語を話せる人がいらっしゃった

らお手伝いして頂きたいなとの話もありました。 

 

 

 

 私たちのグループはいろんな意見がたくさん出まして、皆さんその人の意見

を聞いて、こんなことがあるよね、こんなこともあるよねと肯定意見もたくさ

んでて、時間が足りない感じで終わっております。 

 意見として出たのは、雇用の創出ということで話し始めて、実際人の流れの

話のところに合わさるのではないかというところで、２つまとめて話をさせて

いただきました。 

 １点目は雇用の関係として、農業の話が話題として出たのですが、農作業の

パートさんを雇っている方々、グループの中で農業の方３名いらっしゃいまし

て、４軒３名づつグループを組んでパートさんで回っているという意見が出た

中で、通年の雇用がなかなかないという部分があるのと、もともと生活に余裕

１ 班 

２ 班 
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があるような方がパートさんとして働いているとの意見がありました。 

 ただそんな中で、なかなか農業だけで起業していくのも難しいのと、野菜づ

くりはどうなのであろうかとの意見も出て、実際、口にするものについて、地

場産のもの清里町産の物をどれだけ口にできているのであろうか、またそれを

消費できているのであろうか、そういったデータをとる状況というのもないの

で、そういった情報ももっともっと必要ではないであろうかというような話が

出ておりました。 

 また、圧倒的に雇用するが企業が農業関係でもないということと、例えば農

家さんの作業で来たとしても、住む場所がない、他の話題でもでたのですが、

圧倒的に住宅がない。だから、こちらの方に来る人もいないのではないかとい

うような話がありました。 

 清里は農業に関係しているところなので、農業体験施設を作って農業の体験

で誘致をしながら人を集めていくことが出来たら良いのではないかとの話もあ

りました。廃校になっている学校や、空き家なども活用できれば体験の場所と

いうことでもっともっと広げていけるのではないかという話がでておりました。 

 あと、観光の部分でいくと町外にＰＲをしているのですが、実際町内の方が

どれだけ地元の観光スポットを知っているのであろうか、地元のことをどれだ

け判っているのであろうか、そこの部分がまず焦点になったのですが、まずは

町内の方がいける場所、観光スポットを作って行きながら、町内の方の清里愛

をもっともっと固めていって、みんなが愛おしくなる清里町になっていったら

いいのではないかとの意見がありました。 

 また、地元の方もワクワク感が出るような観光スポットが出来れば、人の流

れは自ずと出てくるのではないかと、その中でも清里検定というものを作って

みてはどうかなと。ペーパーではなくその場所に行って観てもらって検定を行

うなどの意見もありました。 

 そのほかの意見としては、廃校を使った職人の育成、将来的な大きな夢なの

ですが、職訓など職人の育成の学校を作ってはどうだろうかとの意見もありま

した。その手始めに、きよさとセミナーなどで職人育成の講座行ってはどうで

あろうか。左官業が足りないので、左官の人を育てて家を直したりとか、地元

に還元できるかもしれないとの意見もありました。 

 とにかく、人のつながり、交流の場所というのがとても大事だというところ、

清里愛が大事だというところを共感しまして、話は終わりました。 
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 ３班では人材バンクを作ったらよいのではないかとの意見がありました。 

 まず、１班と同じで農家の出面さんが足りないという話、また、出面さんだ

けでなくいろいろな職種で取りまとめる所がないとの話から、求人を発信して

いる側と働きたいと思っている人がそこに行けばどうにかなるねといった場所

が清里町にはないということで、そういった働き口の仲介業をするような場所

があればよいのではないかと一つの視点として話しが出ました。 

 また、別の視点としてピンチはチャンスということで、街の中心街に元気が

ないとよく聞きますが、逆に何もない街ということであれば、いっぱい隙間が

あって何でも出来るのではないかと、チャレンジできることがいっぱいあるの

ではないかということで、それを応援する支援なり方策なりを取っていく必要

があるのではないかと。それで、そのあとのことも考えて何かが立ち上がった

ら、立ち上がった後の支援もしっかりとしていくシステムがないとだめだよね

との話が出ておりました。 

 あとはソフト事業の充実ということで、景観なり自然なり清里には素材は十

分にあるのですが、なかなか体験をさせて上げるようなシステムが少ないかな

ということで、もう少し体験型のものを取り入れて行けば、観光客も増えもっ

と充実していくのではないかなと思います。 

 それに伴う体験をさせてあげるガイドなり、インストラクターなりという部

分も必ず必要になってくるということで、清里のいいものを活かした新たな雇

用の創出を考えていけばよいのではないかとの意見もありました。 

 まだまだ他にもたくさん意見が出たのですが、まとめるとこのような感じで

す。 

 

 

 

「雇用の創出」と「新しい人の流れをつくる」ということで、清里町の景観

が素晴らしいよねということと、まだまだ一部の人間だけではなくみんな全体

で出来ることがあるのではないかということを広げて行って、それを起点が起

点になって推し進めばよいのではないかということと、大型店舗の誘致という

話もあるのですが、そうではなくて、小さなことからコツコツやるのが重要で

はないかと、大きな店舗は多くの雇用を生むがダメになったら失うものも大き

いということで、小さなことからコツコツやって、みんなで集まってやって行

けばいいものが出来てくるのではないかということだとか、特産品で清里産を

もっと大事にしていこうよと、こういうのをもっともっと活用して増やしてい

３ 班 

４ 班 
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って、金額というよりはそこまでの経過が大事なのではないかという話が出ま

した。 

それといま、清里の商店街は人通りが少ないよねという話があるのですが、

そうではなくて、もともと営業日の関係で言えばどうなのかなと、日曜日の営

業も重要ではないのか、産業祭り等でも日曜日お店が空いていれば帰りに寄っ

てくれるのではないかという話もありました。 

 また、空き店舗の活用ということで、何かを誘致するとかではなく、ガレー

ジショップのようにそれぞれが持ち寄って何か１つのお店というか、毎日とか

毎週とかでもなく、月に何回、週に何回でもよいので、集まる場を作って持ち

寄ってやってみるのもよいのではないかとの話もでておりました。 

 人の流れ等の関係で、通学路とか商店街、あとウォーキングコースを全部同

じにしてはどうかと、ウォーキングコース様々ありますが、通学路をウォーキ

ングコースに、また、商店街をウォーキングコースに活用して、人の流れを作

ってはどうかと。当然、人が行き交う、交流する場も増えますし、地域間のあ

いさつ等も含めて距離も縮まりますし子供たちの防犯にも繋がるのではないか

との話もでております。 

 ちょっと話はずれるかもしれませんが、こういった住民のディスカッション

は今後重要になるのではないかと、このようなことをどんどんやっていくべき

で、参加した住民の意見を反映させる場があってもよいのではないかとの話も

出ておりました。 

 資料であるアンケート等も見させていただいたところではありますが、アン

ケートをお願いするというよりは、アンケートを作成するところから住民が携

わってはどうかと、どういったことを皆さんに聞くのか、その反省評価まで一

連の流れを町民を入れてやってはどうかと、そうなればお願いするのも頼みや

すいのかなとの話が出ました。 

 景観等を起点としてということで、例えばフラワーロードとかポプラなどの

直売所の展開をしておりますので、そういったものも起点として今後発展して

いけばまた雇用等も増えていくのではないかとの話もありました。 

 

 

 

 雇用創出の関係でいけば、農業と関連して考えた場合、現状の大量生産型か

ら付加価値の高い農作物を生産する、そうすることで手間のかかる、あるいは

人手の必要な作物を作るというのが雇用創出に一つの機会となるのですが、清

里町の現状として、平均４０haの耕作面積があります。これら大規模農業を維

持するため、現状の農地を守るためにはなかなかそこにはたどり着くことが出

５ 班 
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来ないという現状があるとの話がありました。 

 女性にターゲットを絞って、女性の雇用を創出するにはどうすればよいかと

いうところでいくと、都会には田舎に憧れて新規で就農する女性も増えている。 

 そういった女性が都会からこの町に来てもらう条件としては、住みやすさが

第一になってくると思います。移住してくるときには、入って来やすい、ある

いは住宅の環境が整っている、そういう条件が必要ではないのかなと思います。 

 町内には、民間のアパートが無く、町営住宅が充実しております。ただ、い

ろんな制約がある中で、なかなか来たくても来れないという人がいるのも現実

だと思いますので、そういった部分の解消も必要なのではないかと思います。 

 農業に関連していえば、農業の奥様方のお話となるのですが、収穫期を終え

て閑散期に入った時に、ＪＡ女性部あるいはサークルなどの活動の中で、お菓

子や手作りの物をショップとして展開できるよう場所があれば、一つの宣伝に

もなると思いますし、農家さんにとっても一つの閑散期の働く場にもなるので

はないかとのお話がありました。高校生にとっても、冬休みに重なりますので、

高校生の手を借りながらとか、そういった形で学生と一緒にチャレンジショッ

プのようなものを作って行く、例えればフェリスの店舗の中でそういうものを

展開していくことが出来れば、趣味を持ちながら事業を展開できるのではない

かとの話がありました。 

 新しい人の流れに関連しても、総体的に街のＰＲがなかなか難しいところが

あると思います。厳しい言葉だとＰＲ不足という部分がありますが、この町を

素通りさせないためにはどうすべきか。 

 現状では神の子池というのは、非常に観光客の方に注目をされていますが、

神の子池に来るだけじゃなく、地元にとっても経済的な恩恵を受けるために、

お金を落としてもらうような取り組みが必要なのではないか。 

 あるいは、他の観光スポットと併せて、つながりを持ってこの町を体験して

もらう取り組みが必要なのではないかとの話でありました。 
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トークテーマ② 「若い世代の結婚・出産・子育てへのサポート」 

トークテーマ② 「時代に合った地域・安心なくらし」 
○各班発表のまとめ 

 

 

 

 子育てに関しても、中学校くらいまでは教育環境は非常にいい。 

 あと、出会いの場については、独身者が多いということで、なかなか出会い

の場がないということで、カフェみたいなところがあっても良いのではないか

との意見がありました。そういう部分で、少しでも気軽に話せる場があればよ

いのではないかとの話がありました。 

 スポーツなども野球を含めて盛んなのですが、文化的な面も少し施設を活用

して、高めていければよいのではないかとの話がありました。 

 また、地域・家族のつながりの中で協力して子育てをしていくシステムみた

いなものが一つあれば、みんなで作り上げて行く、中学校、高校を出て外に行

ったとしても、清里を好きになってまた戻ってきてくれるみたいな、いろんな

人づくりが出来たらいいなという感じでした。 

 あと、結婚に関しての支援制度なども、もう少し若くして結婚したらこうい

うメリットがあるよみないなものがあればいいのかなとの話でした。 

 あとは、コミュニケーション能力みたいなものが、若い男性の方に少し足り

ない。先ほども獣になれとの話だったのですが、自己表現して自分をアピール

しなければなかなかなれない。そういうのも小さいときから地域で身につけさ

せていく必要があるかなと思いました。 

 

 

 

 キーワードになったのは自治会という言葉でした。まちづくりの中で、必要

な物は何であろうかというと、とりあえず、住むところ、すぐに入れる住宅が

足りないのではないかとの話でした。農家の話にもなりますし、商店街もそう

ですが、独身男性の自立を促すためにも、一人暮らしをしてもらって、そこか

ら恋愛、結婚に至るといった流れが、プライバシーの面でも必要ではないかと

の意見が出ました。 

 清里にお嫁さんにきていただいた方がこの班には２人いまして、その体験な

どを聞かせていただきました。清里に来て、最初、馴染めない訳ではなく、人

間関係が最初はなかなか築けないけども、自治会活動を通じて町民として安心

して暮らせるようになってきたと言った話がでてきて、自治会というのはやは

１ 班 

２ 班 
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りなかなか大変ではありますが、安心な暮らしを作るためには、必要であると

感じました。 

 

 

 

 まず第一に出た意見が、清里町の男はケダモノになれと、肉食系になれと人

生の先輩からお話がありました。 

 清里町というのは、中学校まで子育てのサポートがすぐれています。全国的

にみても優れています。子供の健康管理も良いです。それがネットで見たら出

ていますし、全国的にも上の方へいっています。 

 なんといっても健康管理とか子育てサポートがいいのは、行政とか関係機関

がサポートしてくれるからかなと思っております。４，４００人の健康管理は

保健センターの保健師３人がすごくいいデータを持っていて、子どもの予防接

種が抜けたら判るようデータ管理をしており、成人病の健康・栄養状態のデー

タも見て確認してくれています。そういう面では清里町すごくいい、他の町で

はあり得ないことです。 

 ただ、妊婦さんと精神状態のサポートが少ないかなと感じております。病院

が遠方で出産が不安な方が多いのですが、そういう不安があり小児科がいない

のなら、助産師さんを呼んではどうかとの話がありました。小児科医であれば

給料も高いし、全国を見ても少ないのですが、助産師さんで若い人は開業した

いという夢を持っている人はたくさんいますし、少子化になっているので溢れ

ています。助産師さんを誘致したら、妊娠・出産のサポートもしてくれるし、

赤ちゃんの情報もくれます。その様な誘致をしてはどうかなと思います。 

 結婚は街コンもいいけれど、よその町に街コンに行って町外から結婚相手を

連れてこれるのではないか。清里町で街コンをするのではなく、よその街コン

に参加をするサポートをすれば良いのではないかとの話もありました。 

 やっぱり清里町だけを見ていると判らないので、私たちは他のところを見る

力を持つ、そして子どもに伝える。それがこれから時代に合った地域に、安全

な暮らしを持っていけるのではないかと考えました。 

 

 

 

 結婚の考え方が変わってきて、結婚する年齢が上がっているということで、

その辺子ども等の確保なども難しくなって生きているとの話がある中で、清里

は子育てしている人たちの意見で、子どもを育てる上では非常に環境のいいと

ころだと、作物等の体験も出来たり、地域で育ててくれる環境がすごくある。  

３ 班 

４ 班 
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お母さんだけでなくお父さんに手伝ってもらうだけでもなく、地域の方々が

一緒になって子育てをしてくれる環境にあるとの話があり、そのような環境は

子どものコミュニケーションの向上にも繋がるよねとの話もありました。 

 当然結婚していない方もいますので、合コンではないのですが、街コンみた

いなものも必要だよねとの話もありました。独身者が集まる機会と、清里町の

ＰＲを兼ねて清里の環境を体験するのを、そういったもので活用するのもあり

ます。 

清里町もかなり若い人の活動も広がってきておりますので、集まってみんな

で騒ぐのも楽しいというのもあり、結婚までは考えていないという人もいるよ

うです。 

 また、清里町、いろいろな支援があるのですが、人によってサポートの種類

は違うよね、みんながみんな同じではないよねとの意見もありました。 

 これから子育てというのは、家族だけで看るのではなく、保育所とは違うの

ですが、地域で一緒になって一人ではなく何人かで何人かを看るといった環境

も必要なのではないかとの意見も出ておりました。 

 それ以外に時代にあった地域・安心なくらしというところはちょっと難しい

ところがあったのですが、北海道自体がオープン的ですごい受入体制ですよね

と、道外から来た人にとっては温かい、逆にその辺を活かすことが出来ればと

の話と、交通機関等がちょっと少ない、高齢者等の話を考えた時に、ＪＲ・バ

ス等もあるけど、観光地へ行くための実施機関というよりは、病院とか公共施

設を活用するような交通機関が充実すると良いのではないかとの話もありまし

た。 

 

 

 

 若い世代の子育てのサポートの面について、公園の遊具の関係から始まりま

して、子供たちを主体となって変えていったりとか、住民の意見をよりよく反

映したものにするべきではないかと意見が出されました。 

 そのほか出産のサポートとか保育のサポートとか、子供たちのサポートはハ

ード面では充実しているのではないかと、今後はソフト面で出会いの場であっ

たりとか、子供たちでキャンプをして少し上の世代が面倒を見るなど、異世代

交流をしてはとの意見が出ました。 

 また子ども達が議場で意見を出し合えるような子ども議会など、子どもの目

線からの意見の重要性もあると思います。 

 安心・安全の件については、安全が先にありすべての情報をきちんと公開し

て、その情報を共有したりアピールするところがまだ足りないのではないか。

５ 班 
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そういったことがちゃんと発信されてこそ、安心は受け取り側が得るのもので、

きちんと安心できる町になっていくのではないかとの意見でした。 

 町全体として、かなりいろいろやっていることはあるのですが、町民はその

部分を受け取っていない、知らないことが課題としてあると思います。ミニＦ

Ｍの話も出たのですが、きちんと情報を皆さんに伝わらせられることが必要に

なってくると思います。 
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トークテーマ① 「雇用の創出」「新しい人の流れをつくる」 

○各班テーブルメモ まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・まちにとって必要な雇用→医療・農業・商業 

・人材バンクやインターネットを使い、雇用を創出 

・若い人たちに魅力があるような雇用が必要 

・国際的雇用（ＮＺなどの）英語を話せるような人 

１   班 

・雇用の創出が人の流れにつながる 

・空き家や廃校を活用して、農業体験施設をつくる 

・町内の人の清里愛を深められるように清里検定を行い、自分の町

のことをもっと知ってもらう 

・左官業など、職人を養成する学校をつくり、人材育成を行う 

・農業で、パートを雇っているが、通年の雇用はない 

２   班 

・人材バンクをつくる。 

→農家の出面さんや歯医者さんなど、人が足りない業種がいろい

ろある。働き口の仲介が出来るようなところがあると良いので

はないか 

・清里町には素晴らしい素材がたくさんあるが、体験できるような

ものが少ない。インストラクターやガイドなどを育成し、体験型

観光を行えるようにする 

・商店街の元気がない。空き店舗がたくさんあるが、逆にいろいろ

できるのではないか 

・企業等を誘致し、誘致後もサポートできるようなシステムをつく

る 

３   班 
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・空き店舗の活用。大型店舗ではなく、小さいものから誘致してい

けば。 

・それぞれの人が商品を持ち寄って売れるような仕組み→ガレージ

ショップ 

・通学路・商店街・ウォーキングコースをひとつにすることで、人

のつながりが増え、たくさんの人が集まるようになる 

・景観の強みを活かし、ポプラなどの直売所を継続させる 

・講演会等で話を聞くことも大事だが、今回のようなグループやデ

ィスカッションの場をもっと増やすべき 

・町民向けのアンケートを出すのであれば、質問項目を作る段階か

ら町民自らが関わる方が良い 

４   班 

・生産物の付加価値の高いものをつくり、人手や手間をかけること

により雇用を創出する 

・女性の住みやすいような住環境づくりを行うことにより、移住し

てくる人が増え、結果的にまちで働く人が増えるのではないか 

・農家の閑散期に農産物の加工等を行い、販売できるような店など

が出来ると良い 

・神の子池から道の駅や焼酎工場など他の観光地もまわってもらえ

るようなコースづくりを行い、清里町を素通りさせない流れをつ

くる 

５   班 
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トークテーマ② 「若い世代の結婚・出産・子育てへのサポート」 

トークテーマ② 「時代に合った地域・安心なくらし」 
○各班のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・出会いの場になるようなカフェなどがあるといい 

・スポーツは盛んだが、文化的なことも高めていけるといい 

・地域・家族・学校で「人づくり」が出来るといい 

・結婚に対してサポートできるようなシステムづくりを 

１   班 

・結婚・出産・子育てには、自治会の役割が重要 

・若い人が住むところ（一人暮らしが出来る住宅）が足りない 

・自治会があるおかげで、移住してきてからもすぐになじめて、安

心して暮らすことが出来た 

２   班 

・清里町は、子どもの健康管理や子育てのサポートが充実している 

・妊婦さんと精神状態のサポートをもっと充実させてほしい 

・小児科医を呼んでほしいが、無理なら助産師さんを誘致してほし

い 

・他の町の町コンに出向いて、他の町からお嫁さんを連れて来れば、

人口は増える 

３   班 
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・町コン必要 

・子どもを育てるのは親だけではなく、友達や地域みんなで育てる

という意識が大切 

・交通機関を充実してほしい。→病院や買い物など 

４   班 

・公園の遊具などは、町民の意見をもらうのも大切 

・子ども議会→子ども目線の意見も取り入れてはどうか 

・町の支援サービスはたくさんあるが、町民が分かっていない 

サービスも多い。→ミニＦＭなど広報の強化 

・安心は、受け取り側が感じることであることを念頭において 

５   班 
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◎長澤先生 講評 

 

最初のテーマ（「雇用の創出」・「新しい人の流れをつくる」）に関しては、５

つのテーブル、かなり共通項があった。 

清里に現存する資源、農業や観光、自然、景観など様々なかたちをどう生か

していくか、農業という産業基盤であればそれを雇用があれば、また、人の流

れがあれば、農業や観光が様々な創意工夫をこらしてどうしていくのか、そう

いうことが大分出たと思われます。 

中には教育施設、左官業の専門学校を作るなども出ていました。これは、誘

致すればたぶん可能なのではないか、ここにしかない学校を作る。 

例えば網走市の日体大特別支援学校など、すこし余所の力を借りながら、こ

こならではの教育施設と、文化に関することを含めて整備するには、やはり住

環境を整備しなければならない。いろんな方が、例えば農業に関係する、ある

いは観光に関係する、あるいは子供たちの体験などさまざまなものに対応でき

る多目的な、町営住宅を建てるのではなく、空き家を立て直すとか、スペース

や色、景観に即した住宅とか、さまざまなことがここでは可能なのではないか、

少し地方創生の事業の中であちこち拠点づくり、人が安心して住めるところを

作るのが今後の課題になると思う。 

また、町並みで、地元住民がここの良さを、地元に住んでいる人間がここの

良さをきちんと実感できる場を小さいうちから作っていく、あるいは、そうい

う場所におじいちゃん、おばあちゃんと子どもが一緒に行って、ちがう目線で

新しいものを発見していくなど、いろいろな取り組みがまだまだ清里町４，４

００人、この人口、ヒューマンサイズの中ではまだまだお互い目が届く範囲で

ある。 

ちなみに東京農大のオホーツクキャンパス、１，６００人しかいない。１，

６００人とも言えるかな。網走市はいま、人口３７，０００人になってしまい

ましたが、３７，０００人の人口の中で、１，６００人の若者は非常にインパ

クトがある。例えば僕のような高齢者が１，６００人いるよりかは、二十歳前

後の１，６００人いる方が、この２０年で街がごろっと雰囲気を変えてしまっ

た。それだけインパクトがあるわけで、それはおそらく居酒屋に行っても、ガ

ソリンスタンドに行っても、コンビニに行ってもどこにでも学生はいる。街に

行けばすぐアパートがある、そういう意味でも学生と地域が日常的につきあっ

ているから、ここでしかできない、このオホーツクでしかできない教育、人間

教育が可能になるメリットがある。それはおそらく１，６００人というヒュー

マンサイズ、１，６００だから出来る。これが、２万、３万となるとできませ



25 
 

んよね。それが、おそらく４，４００人というヒューマンサイズでいろんなこ

とが可能となってくると思いますが、それにしてもお互いのことが、まだまだ

理解しあえてないところがいっぱいあるという話が出ていたと思います。 

それから子育ての問題は、おそらく当事者しかわからない、老いも若きも男

も女もみんなその問題に向き合うということがないから、その当事者しか悩み

苦しみがそこで止まってしまう。だから、清里町の子育てサポートは評価が高

いと言っていたが、妊娠期のサポートがないとか、メンタルケア、メンタルに

関しての問題は当事者や家族だけが悩んでしまい、どうしても周りが、これは

サポートも難しいのだが、みんなが向き合えるような、それはどこでやるのか、

医療福祉なのか、あるいは行政サイドなのか、NPO なのか自治会なのか、様々

組織団体があると思うが、今 JA だって、本州へ行けばほとんど葬式をやって

いる。そのようなことで、当事者だけしかわからないことをみんなの課題にし

ていく、情報を共有していくことが大事である。 

また、安心安全ということで、清里町は車にも家にも鍵を掛けない、非常に

安心感のある町だと、安心感という言葉は今と昔では意味が違って、清里らし

い安心感というのは何なのかなと改めて今の段階で問い直すことと、思いやり

というのかな、町民全体でお互いを思いやる、よそから来ても多少違和感があ

るとしても、結局は思いやるという優しい感じ。 

ひいては男性が優しすぎて結婚できない、だからケダモノになれという話だ

ったのですが、アンケートを見ますと、「独身の理由で相手がいない」、「出会う

機会がない」というのも５割いるのだが、３番目に「精神的に自由でいられる」

と、こういう話が出てきている。おまけに今後結婚するつもりはないという方

が１２％もいる。これ、非常にどうしましょうかね。 

思いやりとか、この先、血の通った生身の人間それが大事だ、それをベース

にコミュニティと言いましたが、清里人気質みたいなものが、歴史的にこの地

域に培われてきた訳であるし、それを手掛かり足がかりに様々な領域、分野で

行政と住民が一体となって取り組んでいくということが、この議論の中で一番

出たと思います。具体的には、今後事務局がまとめていくと思います。 

農業新聞によると、全国の市町村レベルで推進組織を作っているのは６月末

現在で１％ほどしかないと書いている、ほとんど無いよね、北海道はだいぶや

っていますけれど。補助金分捕り合戦ですけどね。でも、良いものはきちんと

補助金をうまく活用すれば良いと思うので、今言った、住環境とか思いやりと

か子育てとか、そういう問題をみんなで力を合わせてやっていこうという意味

では、私は１０年くらいは持つと思うのです。食べ物と燃料さえあれば、１０

年くらい頑張ってみようと、どっこい生きていくぞと、そういう気構えが必要

であるということが、今回の地方創生で強く感じております。そのようなこと



26 
 

で、皆さんとまた議論できる場があればありがたいと思っております。 

ありがとうございました。 

 


