
清里町　まちづくりアンケート　自由記載

No. 性別 年齢 居住地域 居住年数 就業形態 自由記述

1 男性 20～24歳 清里地区 20-29年 自営業
移住情報のサイトが魅力的ではない。紹介動画も古く、再生数も少ない。空き家バンクも外側だけの写真で情報が少ない。移住できても仕事がなければどうしようもない。サイトやブログを見ても移住したいと思わ
ない。人口は若い人を増やさなければいけないのにその環境が整っていない。住宅の家賃を安くするべきではないか。

2 女性 20～24歳 清里地区 3年未満 専業主婦・主夫
この町の特産物は焼酎のみと思われます。穏やかで空気もきれいで、とても環境はいいですが、買い物（食品、衣類、雑貨等）の便は不便です。若者を増やし、町の活性化を望むなら、まずは大型店舗の何でも
揃うスーパー（お店）があるといいと思います。また、「清里町といえば」と老若男女問わずに質問をし、皆口をそろえて応えてもらえる何かがあればいい。焼酎は大人のみの楽しみだから。

No. 性別 年齢 居住地域 居住年数 就業形態 自由記述

3 男性 25～29歳 清里地区 20-29年 正規の社員・職員 住宅をもっと増やしたらいいと思う

4 男性 25～29歳 清里地区 20-29年 派遣・契約社員 街に働ける場所を増やし20～30代の人を町に増やしていくしかないと思います。働くところが少なすぎる。あと、人の集まる施設を作らないと町に人が出歩かない。街に観光で来た人も住みたいと思わないと思う。

5 女性 25～29歳 清里地区 3-5年 家業を手伝っている
町にあるイルミネーションはいらないと思う。この分を花火大会、子どもの遊べるような施設、公園などの公共施設を設立、整備していってもらいたい。清里に移住者を増やす行動を起こす前に、とりあえず今いる
町民がいかに住みやすい町になるかを1番に考えてもらいたい（スーパーを増やすなど）

6 女性 25～29歳 清里地区 3-5年 パート・アルバイト等
観光等で人を誘致することも大切だと思いますが、今、清里町に住んでいる方が住みやすい町づくりをすることが一番大切だと思います。清里町は、自然豊かで花がたくさん植えてあったり、建物も新しくてキレイ
なものが多くて、環境の面ではすごく良いと思うのですが、母子手当てや賃金等は他町村と比べて安めなのではないかと思います。そういったところにもお金をもう少し使っても良いのではないかと思います。賃金
が上がれば、清里で働きたい人も増えると思います。これからの清里町に期待しています。

7 女性 25～29歳 清里地区 20-29年 パート・アルバイト等
清里町は伝統的によそから来たものに対して冷たい印象がある。長年住んでいる（3代目以降である）者でないと町民ではないという感じがある。そういった空気をどうにかしないといけないと思う。が、それは行政
でどうにかできる事ではないと思うので、そういう人達がいても関係ないと思えるよう、新しく住む人々のコミュニティを充実させたり、少数派ではなくなる程、移住者を増やせればよいなと思います。

8 女性 25～29歳 清里地区 6-10年 その他
人口減少とか言う割りに建物とかに税金使いすぎ。何でもキレイにすれば人口増えるわけではない。増やしたいなら、就職できる所を増やすとか、町が潤うようにすればいいと思います。何でも補助するだとか、
無償だとか、これから財源どうやって確保するのですか。貸し付けてるものとか返ってきてるんですか。改修できないものに時間や労力欠けてるところに人が来るとは思えません。ましてや、こんなアンケートに無
駄な時間かけてる時点でもっと他にやることがあると思います。それすらできないなら人が増えるなんて思えません。

No. 性別 年齢 居住地域 居住年数 就業形態 自由記述

9 男性 30～34歳 清里地区 11-19年 自営業
必要なのは、定住してくれる人を増やすこと。その為には観光や農業の充実ではなく、住んでいて便利だと感じてもらう必要がある。例えば複合商業施設を建て、その中で現在の商店街の人間を雇い、雇用の確
保と外部からの買い物を増やすなど、現代にあわせたサービスの見直しが必要。今の住んでいる人達だけへのサービスを考えても、外から人は集まらない。また、特に、職を充実させる事。パパスのような公共
施設のレストランがあのレベルでは、観光客がもう一度来たいと思わせるには至らない。役場の人間の素人レベルのアイデアではなく、その職に就く、玄人レベルの考えを取り入れ、積極的に取り入れること。

10 男性 30～34歳 清里地区 30年以上 その他

移住を推し進めるなら、まず観光に来てもらわなければと思います。ＨＰの閲覧で一目で清里のよさが伝わる、そして、ひきつけるような、足を運んでもらえるような町づくりをしていって欲しい。清里の一番の（市
街）景勝地のレストハウス周辺の整備をしてもらいたい。北海道由仁町の「ハーブガーデン」なんか清里に合うと思う。由仁町は、人口5千弱の町ですが、若者が町を愛し、盛り上げていこうという意識が強い気が
します。清里からもっともっと発信をして、1人でも多くの人が訪れる事を願います。由仁町は清里と似ています。レストハウスは、レストランが良いと思います。焼酎に合う料理を提供する。景色が良い、もしくは、
店がおしゃれ、味が良い、このどちらかがあれば、もう一度、行ってみたくなる。私はそう思います。遠くても行きたくなります。乱文、乱筆失礼しました。

11 女性 30～34歳 清里地区 3年未満 自営業
イベント、名物料理など町外へ向けてのアピールより、町内に住む方々に充実して生活してもらうような施策に力を入れるべきだと思います。大人も子どもも今ある環境の豊かさを大事にすべき。当たり前すぎて
気づかない（気づけない）ことに今一度、目、耳、心、身体を向ける必要があると感じます。留まりたい、一度町外に出たとしても戻りたいという気持ちが芽生えるには、清里町の自然環境の豊かさに、いかに気づ
けるかにかかっています。

12 女性 30～34歳 清里地区 3-5年 正規の社員・職員 医療：病院があまりないので困っている。　子育て：こちらに身内がいないと預けて仕事が出来ない。預け先の充実求めています。　これから出産したいですが、この2つが不安で仕方がありません。

13 女性 30～34歳 清里地区 6-10年 パート・アルバイト等
人口の減少を止めるために、これから移住や定住する人を増やす対策よりも、今、住んでいる町民へのサービスやサポートを充実させてほしい。清里町は何をするにも近隣市町村より1歩や2歩ではなく10歩くら
い遅れていると思う。それではどんどん他の市町村へ移住してしまうと思います。周りから羨ましがられるような町に、町民が自慢できるような町にならなくては人口減少はとまらないと思う。

14 女性 30～34歳 清里地区 20-29年 正規の社員・職員
住みたくても、単身者住宅が少ない。民間でも良いのでアパートを増やす。働ける場所が少なく、給与が低い。これでは、単身で生活するのがやっとである。娯楽施設が少ないため、皆、町外に遊びに行ってしま
う。ドラックストア、ブティック系などが、充実していないため、また、物価が高いため、町外の店に買い物に行ってしまう。冬期間の道路状況が悪すぎて通勤が大変だし、通えない。それらを改善しない事には、若
い人達は町内に住みたいとは思わない。

15 女性 30～34歳 清里地区 3年未満 正規の社員・職員 日曜日にどこの店も営業していないので、休日の買い物を町外でしなければならないのが不便。休日も商店街がにぎわっているようにしたら良いと思います。

16 女性 30～34歳 清里地区 6-10年 専業主婦・主夫
医療の充実は大切だと思います。クリニックが存続する事になり、本当に良かったです。子供の予防接種をするところもなくなれば、子育てしづらくて町に住む人は増えないと思うからです。今後も医療費の補助
等、子育て支援の充実は続けて欲しいです。転勤のある人でも、清里に住み続けて職場へ通いたいと思うような環境を作ればよいと思います。子育て家庭を手放さないように放課後の居場所作りなど出来ると良
いのではないでしょうか。遊べる場所や習い事の教室、あとは小さくてもパン屋のように商店が増えると良いなと思っています！

17 女性 30～34歳 清里地区 6-10年 専業主婦・主夫 固定資産税無償の企業誘致。使ってない学校の活用。ＩＴ関連の仕事だとどこでも仕事が出来ると聞いたので、その人達の定住。

18 女性 30～34歳 清里地区 6-10年 自営業 この先も、子育て支援への充実を増やすことで子供を産む人も増えて、人口減少（対策）になる。



清里町　まちづくりアンケート　自由記載

No. 性別 年齢 居住地域 居住年数 就業形態 自由記述

19 男性 35～39歳 清里地区 20-29年 会社経営者
雇用場所の確保はすぐに取り組むべきで、結果、子育て世代の増加させれば人口も増加する。行政・農協・商工会で一緒に考えるべきです。今ならまだ行動できる状態であるが、数年後だともう遅いかもしれな
い。とにかく人口増加または、維持策を講じなければ見限られる可能性もある。

20 男性 35～39歳 清里地区 30年以上 自営業
町中心に空き店舗があるのは大きなイメージダウンになっていると思う。飲食店も増えると町外からも足を運ぶのではないか。（特にスイーツ店、すし屋がおいしいとよいと思う）病院も小児科があれば嬉しいで
す。（北大、旭川医大からの出張医が来てくださればありがたい）ガソリンをたいて町外の病院に行き、風邪をもらうなど悪循環です。

21 男性 35～39歳 清里地区 6-10年 その他

アイディア等ではありませんが、疑問に思うことを。動けない「キャラ」だったり、飲食店がやりたがらない「ご当地グルメ」。うどんに関しては、苫小牧市で行われたイベントでも結果が出ていますが、手間、見た目、
本当に清里町の名産？とギモンに思います。良いものを造ろうとしたら、簡単ではありませんが、投げる任せる側にも問題はありますが、受ける側の技術だったり、気持ちの問題もあるのではないかと思います。
町の行事、イベントだから必ず発注だったり、お金が落ちるだろうと思う受ける側の問題。食材等だけではなく、建築に関しても同じことが言えると思う。良かれと思う町側が逆に周りの企業、会社の成長を止め、
魅力のないものが出来上がっているように感じます。能力のない者にまかせっきりではなく、生きたお金の使い方をして頂きたいと思います。

22 男性 35～39歳 清里地区 30年以上 正規の社員・職員
・小中学生等がスポーツ大会で全道大会へ行く等の活躍したときは、表彰されるべきではないか。・若い人達が働けるような企業がないので企業誘致をしたら良いのでは（ショッピングモールのような施設を作る）・
観光名所や特産物をもっとＰＲすべきでは。・商業施設の減少を食い止めなければ、人口減少どころか町が消滅するのでは。・観光客が多く来る様な他市町村と同じようなイベントや観光名所や施設を作ってみて
は。・役場職員一人一人が町の将来に危機感を持って欲しい。

23 男性 35～39歳 清里地区 11-19年 正規の社員・職員
加工品、特産品の開発。次に工場の建設。次に、例えば外国人（タイ＆中国人など）の観光客の呼び込み。清里町だけで行うのは、今の現状では無理があるので、他の町と協力し合うとか。例えば、宿泊（ホテ
ル）は清里町で、観光は、斜里町でおみやげなどを清里町、小清水町でとか。自然体験を清里町でとか、そういう感じ？今、外国人は、北海道ファンがの人が多いみたいなので。

24 男性 35～39歳 札弦地区 3年未満 正規の社員・職員
低額な金額での家屋の売買がおおくみられるため、情報を詳細に収集、公開して全国および世界からの定住者を募る。そのために街の情報や観光的なＰＲを英語版でホームページを作る。同時に地元もしくは近
隣企業と連携して雇用口を確保。外国人目線での清里の魅力をリサーチ、検分を行い、ホームページ作成の際に活かす。（第2のニセコ町のような外国人街を作っても良いです）テレワークを推進する企業の誘致
や協会へ清里をアピールし、新たな雇用の場を創る。

25 女性 35～39歳 清里地区 3-5年 専業主婦・主夫
清里では働く場がない。レストハウスの場所に六花亭のような（柳月とかもりもととか）商業施設が入ってもらえると、若い人の働く場も多く出来るし、知床へ行くお客様も清里へ立ち寄るなど観光の面でも大きいと
思う。農業だけをおして町づくりをしていくのは将来的にはむずかしいのでは。

26 女性 35～39歳 清里地区 6-10年 自営業

近年、全国で増加しているシングルペアレントを清里町に呼び込み、就職先（例：介護、農業等）を斡旋するというもの。都会で孤独感を抱え仕事と子育てに疲れきっているシングルペアレントに、自然豊かで人情
サポートがある田舎暮らしを魅力的に紹介。メディアに取り上げられるよう強く働きかける。空き家紹介では、インパクトがないので、シングルペアレント向けサービス付き住宅（例：オーガニック農園や子供達が一
緒に遊べる憩いの広場など）を新設、もしくは、レストハウスを大改造（景観のよさは魅力的なアピールポイントになるかも）。また、町が転居費用を一部負担するなど移住を現実的に想像し易くしてあげることも大
切かと思います。

27 女性 35～39歳 清里地区 6-10年 - 町内の魅力をもっとアピールすることと、雇用先が充実しないと働き場所がないと生活できないし、人も来ない。

28 女性 35～39歳 清里地区 3-5年 家業を手伝っている
若い人が結婚しない（できない？）人が多い。特に20代後半～30代の男性。結婚をあきらめるのではなく、自分の魅力を知り、住んでいる場所が田舎だからなどの言い訳をせず、努力してもらいたい。自分に自信
のない人が多いように見受けられるので、まずはそこから変えていかなくては、清里町はどんどん少子化が進んでしまうと思われる。

29 女性 35～39歳 清里地区 30年以上 パート・アルバイト等
親子で遊べるレジャー施設的なものがほしい。（今ある公園では10分も遊べないため、町外へ行かざるを得ない）子供連れでゆっくり食事ができるファミレスが欲しい。（キッズスペースがあるとママ友と情報交換
等してストレス発散もできる）保育料、給食費の無償化（他の町でも実施しているので、最低限このくらいのことはやってほしい）子育て世帯への助成（紙おむつやミルク等）

30 女性 35～39歳 清里地区 6-10年 パート・アルバイト等

近隣の町（斜里、小清水）が清里町ほど人口減少に頭を抱えていないのはどうしてか。現状を見て考える必要があると思う。町の活性化ということで商工会振興券を受け取ったが、ある人から「ジュースを券を使
い買おうとしたら賞味期限が半年以上前だった」と聞いた。券を配布する以前に店側ですべきことがあると思う。町の中心フェリスがあのままであることも町を暗く見せてしまっている要因だと思う。どうすれば人が
集まるか、今まで色々な所に住んだ事がある人や秀でた技術がある人、様々な職業の上の人たちなどで集まって交流、考えていく場を設けてはどうでしょうか。（プールもせっかく何億円かけたにもかかわらず、ス
タッフの対応が悪かったと町外の人から聞きました）

31 女性 35～39歳 札弦地区 30年以上 家業を手伝っている
前々から思っていたが、子供達の遊ぶ施設も少ないし、お年寄りなどが気軽に集まって話したりする場所もない。皆が集まって気軽にお茶をしながら話せる場所が清里のどこにあるのかなと思う。子育て中のお
母さんたちが子どもを遊ばせながら、話せる場所、中学、高校生たちも皆が利用できる場所を造ってほしい。中標津町にある、ゆめの森公園のような施設がもしあったら、親子連れはもちろん、色々な人が集まっ
てくると思う。このような施設が清里に出来たらと思う。



清里町　まちづくりアンケート　自由記載

No. 性別 年齢 居住地域 居住年数 就業形態 自由記述

32 男性 40～44歳 清里地区 30年以上 自営業

自分にも大学生の子どもがいますが、清里には働く場がないため卒業してもこちらには帰ってこないでしょう。若者がいない町は滅びます。企業誘致等、雇用の発掘が早急に必要です。今までの清里町の行政は
常に後手後手です。失敗をおそれず、チャレンジ精神でどんどん新しいことに目を向けてやって欲しいです。これは案ですが「ふるさと納税」で他町村（旭川近郊）では納税特典で年間４～５回の無料宿泊券をプレ
ゼントして、まず「わが町」に来てもらって町の魅力を知ってもらい、その結果、定住者が増加した例があります。清里町も納税特典で豪華無料宿泊券（1泊3万円以上）をプレゼントしてみたらどうでしょうか？町の
税収も上がって「一石二鳥・・・一石三鳥」の効果があると思うのですが。

33 男性 40～44歳 清里地区 3年未満 自営業 ナイナイのお見合い大作戦の誘致（娘の意見）大規模公共事業をもってくる（トンネル事業など）町外の方が、清里町内へ訪れたくなるような施設（遊び場や設備の整った病院など）

34 男性 40～44歳 清里地区 30年以上 正規の社員・職員
働く場所もなく、病院の通院も大変。買い物するにも町外でしている。不便を感じる。人口減少は仕方がない。病院に通院するにも遠いので1日休まなくてはならないし、1日の休み（通院の理由）はもらえない。町
内での転職したいがないので、このままだと町外へ出るしかないと思う。町内で買い物すると値段が高い（何でも）

35 男性 40～44歳 清里地区 11-19年 正規の社員・職員

どの程度のペースで人口が減少するかはともかく、減少傾向を増加に逆転させる事は現実的でないように感じます。そうなると、身の丈にあった町政を考えればよいのではないでしょうか。町のイベントの規模や、
施設の統廃合、保育所、学校の統合など、現実的な運営を目指してはどうでしょうか。一番大切なのは、人口を増やすことではなくて、住民が幸福を感じる事ができるための方策なのだと思います。（もしかした
ら、その為に人口の減少を食い止めたいのかもしれませんが）まずは、現に住んでいるものが「清里は良い町だよ」といえる事が大切です。それが結果としては「住みたい町」→「人口を維持」という事に繋がるかと
思います。

36 男性 40～44歳 清里地区 11-19年 正規の社員・職員
町長の抽象的なプランは、本人の想いなのか？あるいは、職員からあげられたものなのか？不安でならない・・・「雇用」「子育て」「支援」「移住」の４つがキーワードになると思う。自治体任せではなく、町民も一緒
に取り組まなければ町はなくなる。

37 男性 40～44歳 清里地区 3年未満 正規の社員・職員
清里町の将来を考えると、人口の自然減はやむをえない部分があり、一方で社会減を食い止め、いかに増加に転じさせるかがポイントです。基幹産業である農業を軸として、食品分野の周辺産業を起業させ、女
性にターゲットを置いた新規就業者（就農者）を増加させる取り組みを行うべきです。女性が住みたい、住みやすいと思える町づくりを進めていくにあたり、女性の意見を前面に出していく、言い換えれば男社会を
見直す町にすることが、当町の将来に繋がるのではないでしょうか。

38 男性 40～44歳 清里地区 30年以上 自営業 途中にも書いたが、遠くの街から来ても清里には合わない人が多いと思うので、出来る限り近場の人との交流が良いと思う。他の市町村でも同じだと思うので街コン等を企画してはどうか。

39 男性 40～44歳 清里地区 30年以上 正規の社員・職員
清里町の特産品て何？って聞かれても「これだよ！」って言えるものないよねー。一般企業や個人ではアイデアが出てるのもあるけど、結果、清里町を売り出すには弱い商品なんだよね。町でアイデア募って町が
金面バックアップとかできないのかな？

40 男性 40～44歳 清里地区 3-5年 正規の社員・職員
まずは働く事のできる場所がなければ、子供や老人を地元には置いておけないので、農家は新規参入を受け入れる体制と気持ちを持ってもらうこと。町の中では働くところがないので、町にあった企業を誘致（観
光資源や農業等を生かしていける企業）をした上で住みたい町、子育てをしたい町を目指すべきだと思います。この町に残りたい、働きたいと思っても働くところがない。働くところがあれば町に人も増えるし、住む
人も増える。そうなると店も増え、活気も出ると思います。

41 男性 40～44歳 札弦地区 3年未満 正規の社員・職員
・3人っこ政策。・富裕層の方々を招き定住してもらう（大リゾート計画。大自然と娯楽の町）・働ける場をつくる（学歴、学んだ事や免許などを行かせる職場）・ほしのリゾートを誘致する（現在の実績を見て）お疲れ様
です。いつも感謝しております。よりよい方向に進みますように。

42 女性 40～44歳 清里地区 6-10年 専業主婦・主夫
働く企業がたくさんあると良いです。特に子どもがいても働きやすい企業があったらよいです。子どもの通学費無償をまたやってもらいたいです（町外高校通学費）これからも中学生までの医療費負担無償だとい
いです。今ある商店の継続がないとなかなか人口が増えるどころか減るような気がします。

43 女性 40～44歳 清里地区 6-10年 正規の社員・職員

清里町は、住む人の人柄が大変穏やかで他から来たものにも優しく、子どもを育てるにも老人が住むにも非常に居心地がよいと思います。街並みや公共施設にもそれが現れているように思います。住んでみない
とそのよさが分からないのが残念ですが、他から人を呼ぶにはまず来てみる、住んでみる的な体験が気軽に出来ると良いかなと思います。（私の知り合いにも短期で住んでみたいというひとは少なからずおりま
す）また、住むにあたって子育てがやりやすい事と働く場所が大事です。移住して住んでいる方もいらっしゃるので、その方々の協力のもと、清里町ならではのよさ（近隣町村にはないところ）をもっと外部へＰＲして
はどうでしょうか。清里町の人が清里の魅力をよく理解している事も重要かと。

44 女性 40～44歳 清里地区 11-19年 パート・アルバイト等 高卒でも働ける場。清里の魅力をどんどん配信しないといけないと思う。ジジババの店ばかりなので、若い子の働けるところがない

45 女性 40～44歳 清里地区 30年以上 パート・アルバイト等

・退職後、医療機関の充実した街へ引っ越す方が大勢います。交通の便が悪い田舎にこそ、総合病院が必要だと感じています。清里にいても安心して生活できるように、せめて総合医の常勤を願います。・運転
に不安を感じ始めた人が、安心して免許を返納できるように返納者にはハイヤー回数券等の特典を。・店が減ってきて町内だけでは用が足りない事も増えてきました「スーパーをもう１軒」との声を良く聞きます。
空き店舗を個人で買い上げ、借り上げが難しいのであれば、ひとつの空き店舗を複数店舗でシェアできるような仕組みができないものかと考えています。飲食店が欲しいという声もあります。→ここより人口減少と
は関係ありません→・花と緑のまちづくりもそろそろ転換期のように思います。プランターや植樹帯の花は手の掛かるものもあり「里親」からはため息が聞こえます。花の植え込み、花から摘み、花の撤去作業等を
軽減するため宿根草や１年草に切り替えてはどうかと思います。・花と緑の「緑」はどこを指しているのか分かりませんが、緑ヶ丘公園と仮定して・・・大きくて立派な木もありますが、どちらかというと元気がなかった
り、立ち枯れたような木も目立ち残念です。いろんな種類の草花が咲くので、自然観察会等、充分に楽しめる公園です。（野鳥やエゾリス、たまに蛇も出ます）草を刈りすぎることなく、景観を保って欲しいと思いま
す（役場の前庭然り）・ＳＬ公園のＳＬは、今はあまり手入れ（塗りなおしや冬囲い）をしていないようですが、遠方から見学に来る方もいるようです。・駅前交差点の案内標識に「清里駅」とありますが、正しくは「清里
町駅」駅名に「市町村」の文字が入るのはかなり珍しいことです。・学生の利用が多い駅ですが、駅前には街灯がなく真っ暗です。そのほかの場所も、街灯があってもぼんやりしたものが多く、もう少し何とかならな
いものでしょうか。・今現在、自治会単位でやっている敬老会を以前のように町で行うことはできないものでしょうか。年に１回敬老会の場で再開できる事を楽しみにしていた方も多いと聞きます。なにより、この清
里町を作り上げてきた人達をないがしろにしているように思えてなりません。普段、なかなか意見を述べる機会がないのでこの場をお借りしました。



清里町　まちづくりアンケート　自由記載

No. 性別 年齢 居住地域 居住年数 就業形態 自由記述

46 男性 45～49歳 清里地区 3年未満 派遣・契約社員
商業施設が充実していないので不便である。地域振興券の配布などはもっと期間を長くして欲しいが、何より利用できる商店がない。農家なども利用して、ふるさと小包などでりようできるように改善してはどうだろ
うか。大きな改善で人口減も食い止められるのでは。

47 男性 45～49歳 清里地区 30年以上 自営業 働くところがあれば人口は増える。

48 女性 45～49歳 清里地区 11-19年 派遣・契約社員 若者がボーナスをもらえるしっかりとした職場で働けるように。若い人をパートで使うのはやめたらよい。

49 女性 45～49歳 清里地区 20-29年 パート・アルバイト等
イベントに手伝う人がだいたい同じ人なので、イベントを何件かまとめてやればよい。（手伝いの人がかわいそう）とにかく30代に頑張ってほしい。花の街をやめてほしい。花壇作りはみんな飽きている。辞めたほう
が良い。やりたい人がやればよい。1つのイベントに町中の人たちが協力してやる事をすれば町外の人達もたくさんくると思う（盛大な何か）中途半端なことはお金のムダ。お金がかかってもみんなが興味あること
をすれば良いと思う。

50 女性 45～49歳 清里地区 6-10年 正規の社員・職員 医療、福祉の充実が図れないと、移住、定住にはつながらないと思う。

51 女性 45～49歳 清里地区 11-19年 パート・アルバイト等

農業以外にも若い人達が魅力を感じるような企業を誘致し、雇用を確保する。買い物で他町に行かなくてもよいようにして欲しい。いろんな世代の人が集えるような娯楽施設があると良い（新たに建てる必要はな
いが）母親が安心して働き続けられるよう、保育園入園年齢を下げる。病児保育の施設がある。進学に伴う経済的負担を軽減してくれる制度がある。車がなくても生活しやすい環境（高齢者にタクシーチケットを渡
すなど）もしくは町内循環バスなどがある。移送サービスもあってほしいです）病気があっても安心して住めるよう安心して診てもらえる医療機関がしっかりしている。町として医療従事者を育てる制度がある。若い
世代が進学で外に出てしまっても、また戻りたいと思える町であって欲しいと思います。自分の子が望みが叶い、希望の職に就いたとしても、この町に就職先がなければ戻ってこられません。若い人が増えると、
町に活気が増えるでしょうし、子育てしやすい環境や制度が整っていれば、若い人達もよそから移り住む事につながるのではないでしょうか？また、年をとっても安心して暮らせなければ、よその町へと転出せざる
を得ません。医療の充実を望みます。

52 女性 45～49歳 清里地区 20-29年 自営業
レストハウスの活用について今一度斜里岳と焼酎工場と三角屋根の花と緑の町にマッチした活用を総合的に考えて欲しい。最近はバンドで町を活性化したり、ガーデニングも盛んです。そんな流れを取り込むの
にはぴったりの清里町、レストハウスも結婚式場の場所をバンドが出来たり、各種研修会の会場になったり、結婚披露宴は出来なくても、焼酎工場のアプローチを利用して、ガーデンパーティや、その周りにガー
デニングを造り、販売店でもグッズを販売、清里のイメージを大切に、清里のアイスはなくても清里の水でカキ氷を作り、清流のイメージを大切に！！

53 女性 45～49歳 清里地区 11-19年 自営業 道外から人を呼ぶしかないと思います。

54 女性 45～49歳 清里地区 30年以上 パート・アルバイト等
子供達が、学校（大学等）に行くと、自営の人以外は、なかなか清里に戻って来れないので、外に出て行ってしまいます。若い人達が清里に来て、家庭を持てるようにしなければ、人口は増えていかないと思いま
す。清里町をもっとアピールして、こんなに自然豊かで子供をのびのび育てられる所はないと私は思います。もっと町を知ってもらいたいです。例えば、子供のいじめ等で悩んでいる家庭があれば、町内を生活の
場としてもらい、仕事は近くの市町村でもいいのでは？仕事場がなければ、そのような考え方を持つ事も１つだと思います。

55 女性 45～49歳 清里地区 6-10年 家業を手伝っている
新規就農者の取込み。あるいは農業での人手不足に対しての人材派遣。助産師さん誘致（三町では産院がない、遠方の病院）。減少を止めるのではなく、今、移住している町民たちが暮らしやすいように考える
必要性もあると思います。農家にだって、産・育休がほしい！！（町だけの個性ある法令があってもいいのでは？例えば、牛乳でカンパイの町があります）高齢者の人は病院に行くのに家族の車や人に頼んだりし
て行きたいけど行けない時があります。近隣の病院（厚生病院くらい）までは巡回バス（マイクロバスでもいいと思います）などがあれば助かると思います。

56 女性 45～49歳 札弦地区 20-29年 自営業
清里町には働く場所が少ないというのが、若者が定住しない一因なのではないでしょうか？成人式に多くの子供達が「地元に帰ってきたい」と言っていましたが仕事がないところには戻ってきません。人口が増え
てくることによって、医療なども充実したりしていくのではないでしょうか？



清里町　まちづくりアンケート　自由記載
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57 男性 50～54歳 清里地区 30年以上 自営業
とりあえず産業を活かした仕事を創る事が大切ではないか。例えば、農業でいえば、ポットの土が不足しているが、町営牧場の廻りに赤土があるので今、森産業の土（鹿追町）会社に土を提供し、土代の売り上げ
を町費に繰り入れたりすれば税金の免除とかになるのではないのか？とりあえず何かをやってください。

58 男性 50～54歳 清里地区 30年以上 派遣・契約社員 異文化のコミュニティーを充実させて発展させたい

59 男性 50～54歳 清里地区 11-19年 自営業 別紙参照

60 男性 50～54歳 清里地区 30年以上 正規の社員・職員 働く場所が少ない

61 男性 50～54歳 清里地区 3年未満 働いていない
・シングルマザーを対象とした移住の促進と支援。・近隣市町村からの移住の促進と支援。・（土地の無償提供等）・（通勤交通費、ガソリン代の補助）・廃校（小学校跡）を改修（活用）し、若手企業家を誘致する。・
清里町の知名度の向上。町役場の起業（進特産物の製造・販売）（福祉施設の運営）

62 男性 50～54歳 清里地区 11-19年 正規の社員・職員
清里町にはお店は多くありませんが、日常品や食品関係は毎日の事なので、品揃えの充実はとても大事だと思います。ファミリーカードを持っていてもスーパーはなくてはならないと思います。清里町の商店街の
雇用がこれ以上なくならないことを願っています。

63 男性 50～54歳 札弦地区 30年以上 自営業
まずは今の人口を減らさない！安心して子供を産んで育てられる環境。保育所の無料化。第２子以降の充実した支援策。不妊治療への助成。高校を含めた教育支援。働く場所の確保。企業誘致。現存の産業の
活性化による受け皿の確保。例えば建設業者とＪＡ。町によるコントラ事業の展開。介護施設職員の待遇を良くして定住化を図る。

64 女性 50～54歳 清里地区 20-29年 派遣・契約社員
公営住宅入居条件で希望しても入れない方がいると聞いたことがあります。細かな事は分かりませんが、条件の緩和をしたり、収入等の関係で住居費が上がり、引越しを考える方がいるとか、空き室を作るより、
長期入居される方（子ども等いる方）など、優先したり、他町村で仕事をしていても清里から通勤したり出来るよう検討してみてください。

65 女性 50～54歳 清里地区 30年以上 パート・アルバイト等
今、地元にいてもアイデア次第で物が売れたりしているのをＴＶで見ると自分もやりたいなあと思う事があります。そういうものを何人かで作って売れればやる気も出るし、皆でやると楽しいし、あいてる時間で出来
るのでいいと思います。ハンドメイドグッズです。今、人気あるのはminneミンネだそうです。自分の得意な事が商品になって世の中に広がっていくということは、すばらしいと思います。

66 女性 50～54歳 清里地区 20-29年 パート・アルバイト等
働く場所を増やす。大手工業、特産品（小清水のほがじゃのように）企業誘致。町のイメージ。買い物する場所が少ない。フェリスの空き地を何とかする。町の真ん中に活動していないスーパーの空き家がある。町
のイメージに悪い。さびれた印象＝住みたくない。

67 女性 50～54歳 清里地区 30年以上 パート・アルバイト等 羊の飼育→ラム肉販売（清里ブランド）とか。医療用栄養点滴の工場誘致とか。雇用を増やして若者の人口を増やす

68 女性 50～54歳 清里地区 20-29年 専業主婦・主夫
人口減少と関係ありませんが、毎年思う事、花と緑と交流の町清里ですが、商店街、自治会で花植えをしてますが、見てる分には確かにキレイだと思いますが、多忙で花植えに出られない人もいて、出ないとク
レームの電話がかかってきたりして責めたてられます。そこまでしないといけないのか。冬のイルミネーションも意味があるのかと思います。イルミネーションより高校・中学の通りをもう少し明るくしては？暗くて危
険だと思います。

69 女性 50～54歳 清里地区 30年以上 パート・アルバイト等

心配だった清里病院を存続させてくれて感謝してます。高齢化で車の運転が出来ないと、生活困難をますます感じる事でしょう。私は、高くても清里のために地元で買い物をするよう心がけていますが、一週間分
まとめて他町村に買い物に行く家庭が多数いるのが現状です。その上、どこを見渡しても後継者のいない商店街を見て、落胆してます。若い夫婦が理容院と美容院を開店したのに、古い体質のせいで閉店させた
ことも、問題だと思います。両コンビニが大盛況なので、何かヒントがあるはずですよね。フェリス跡地に5店舗くらい、協同で店を出す事はできないでしょうか。個人経営だけでは求められてても現状打開できない
のだと思ってます。福井県では、出生率が高く、その若い母親が高い率で仕事についてるとＴＶで見ました。見習う点があるのではないでしょうか。清里町も3人、4人と生む人が増えてると聞きました。何とか活性
化して欲しいと思っています！

70 女性 50～54歳 清里地区 11-19年 正規の社員・職員 職場がない、住居がない、清里に住みたいのにと聞きます。

71 女性 50～54歳 札弦地区 6-10年 パート・アルバイト等
より温暖な地域からわざわざ清里町に移住してこようという動機は、趣味の分野での引力以外に考えられないと思います。たとえば、宮崎や種子島などにはサーフィンを生涯の趣味とした人達が多く住んでいます
し、長野には登山好きの人達が多く住んでいます。金儲けや割のいい仕事を求める人達は決して清里町には来ないと思いますので、精神的な豊かさを求めている人達に向けたプランを提示できれば、ひょっとし
たら道が開けていくのかもしれません。でも日本という国全体の人口がこれからどんどん激減していくのですから、それもしょうがないことなのかもしれませんが。

72 女性 50～54歳 緑地区 11-19年 家業を手伝っている
幅広い年代に住みやすい町であってほしいです。町の中心部以外に住んでいると体に自由がきかなくなるような歳になった時に、今の場所に住み続けられるかどうか不安だったり、子育ても子供の年齢に合うそ
れぞれの環境が私個人としては足りなく思います。いろいろな支援等ありがたいこともありますが、別な角度から感じて欲しいこともあります。



清里町　まちづくりアンケート　自由記載

No. 性別 年齢 居住地域 居住年数 就業形態 自由記述

73 男性 55～59歳 清里地区 11-19年 自営業

第一次産業が主体であるため、町の財源にはあまり心配は要らないと思われますが、やはり人口の減少、他市町村への流出の歯止めがない。現在、やはり長いスパンでの政策が必要と思われます。町への移
住者を募っても、例えば定年退職者が、老後に暮らす町として、当町を選んだとしても、残念ながらそこには“生産力”は期待出来ません。同じ移住・定住に力を入れるのであれば、やはり農業以外の産業は必要
不可欠と思われます。そこから必要とされるであろう商業、サービス業の充実も生まれるのではないでしょうか？変わらぬ環境のまま、店舗を増やしたところで、利用する人間の数は変わってないのですから（空き
店舗支援の件にて）

74 男性 55～59歳 清里地区 30年以上 正規の社員・職員
温泉廃熱利用のハウスの設置と新規農家の採用補助。町村合併でない近隣町村とのコラボによる新規商品づくり（都合の人の意見もほしいところですが）お金掛かりますけど、水素ステーションの道東1番店をつ
くる。河は町内管轄ではないでしょうか。水力による発電による雇用の創設と町内の電力の確保による住環境の整備。焼酎工場の設備一新と新しい酒、商品（子どもが食せる）開発。民間による賃貸住宅建設へ
の補助

75 男性 55～59歳 清里地区 30年以上 自営業 町民皆、人口減対する問題意識の共有。各自が出来る事、協力できる事をする。人が住みたくなる町を作る（心が豊かな町）

76 男性 55～59歳 清里地区 3-5年 パート・アルバイト等
温度を下げたり、マザーコンピューターの必要な通販、インターネット等の企業誘致、法人税を少なくし、従業員の社宅等で居住させ、通常の税金をまかない、町民を増やす。ある程度の企業誘致で清里町のネー
ミングバリューを高め、相乗効果により既存の企業の活性化を計り、さらにＪＴＢ等のエージェントに働きかけ、観光コースのトイレ使用からスタートし、知床にかかわるすべての導線が清里町を通るよう、観光、企
業誘致へのダブル効果を狙う。先ずは、理解して頂くよう清里町営業プロジェクトチームを！

77 女性 55～59歳 清里地区 30年以上 専業主婦・主夫 カジノの誘致。レストハウス内屋台村10件以上の出店

78 女性 55～59歳 清里地区 30年以上 専業主婦・主夫
少ない財源で多方面を充実するのではなく、わが町だけに特色ある方策を打ち出していく事も一つの方法かと思います。子育て支援の充実（転入してきたくなるようなメリットを増やす）「虹色うどん」を町内どこでも
ＰＲして食べられるなど

79 女性 55～59歳 清里地区 30年以上 自営業 積極的に企業誘致に取り組んで欲しい。（閉校舎跡地）近隣町村または網走、釧路管内くらいの規模で1年に1回くらい未婚者同士が出会える交流の場を設けて欲しい。

80 女性 55～59歳 清里地区 30年以上 家業を手伝っている
30年前から町を良くしていく人口減少を食い止めるなどの色々なアイディアを出して提出した事を思い出しました。（リーダー研）何年もやっていたのに？！目に見えたものは、みどり町スキー場だけのように思え
ます。若い人達が、色々な意見を出ていると思うので前向きに検討してください。失敗したらどうするのではなく、小さなことからでもいいので、前に進めてみてください。（じゃがいも焼酎の宣伝がたりないと思いま
す。）

81 女性 55～59歳 清里地区 20-29年 その他
何か工場なり、農作物の加工場なり、ある程度の人数（人員）を雇えるところが必要なんじゃあないでしょうか？人口を増やすために、いくら商店街を増やしても買ってくれる人がいなければ、商店街はにぎあわな
いだろうし、買ってお金を使ってくれる人を街にどう取り込むか、何かこれがあるから、清里に行きたいなーという強力なもの。温泉でも、花の街でもいいけど、他の土地にはないもの、この街ではあって当然のよう
なもの、でも何か人をひきつける力になる○○をみつけること！は大事かな。

No. 性別 年齢 居住地域 居住年数 就業形態 自由記述

82 男性 60～64歳 清里地区 3年未満 正規の社員・職員 人口減少は止まりません。減少の中で街の体裁をいつまで保てるかを検討する

83 男性 60～64歳 清里地区 3年未満 -
若い人の雇用の確保、医療機関の充実、商店の確保。公共交通機関の見直しなど、全体的に見直しが必要と思う。また、今後の清里のあり方を町民全体で考える必要があると思う。（町民全体会議なども必要と
思う）

84 男性 60～64歳 清里地区 30年以上 自営業
人口を増やす原動力は未婚者を減少させ、婚活をサポートする事だと思います。愛媛県の婚活センター（テレビでみた）や新得町の婚活センター（ラジオで聞いた）などを参考にして、是非わが町にも設置し、内外
に発信してネットワークをつくり、誰でも気軽に利用できるようにして欲しいと思います。人が人を呼ぶすばらしい町になると思います。

85 男性 60～64歳 札弦地区 30年以上 自営業 町、農協、他企業が中心となり、農業法人などを立ち上げ（コントラクター、堆肥を作り、人材派遣等を）雇用の場を作る

86 男性 60～64歳 札弦地区 30年以上 働いていない
①旧レストハウス施設と焼酎工場の間を牧場にして、子牛、羊等を放牧する。数が多いと近所に臭い等の苦情が来ると思われるので数頭か？②パパスランド外のトイレから施設入り口まで、または道々側南側出
口から北側出口の間に岡崎朋美さんの競技の時のスタートからゴールまでの姿勢の形をコマ送りのようにできないか？③町営牧場道々側を花畑に、自然に咲くマーガレット等。以上

87 女性 60～64歳 清里地区 30年以上 専業主婦・主夫
自然に恵まれ、公共施設も整って暮らしやすいと思います。ただ産業については若い人が減少しています。清里町は豊かな町なので観光や移住、定住で人口減少をなくしたいです。温泉も多いので老後の定住、
ホーム等、田舎暮らし等も今は人気だと思います。

88 女性 60～64歳 清里地区 30年以上 働いていない

清里町の観光に力を入れるよりも、移住、定住に力を入れたほうが良いと思う。今一番問題なのは、人口減少に歯止めをかけること。観光客がきても一時的なこと。レストハウスを改造して観光センター（？）にす
ると話を聞きましたが、そこにお金をかけるのはちょっと違うと思う。移住してもらうためには安心して住める街、医療の充実、今は良い先生がおられますが、一時はどうなる事かと思いました。清里焼酎もいいけ
れど、浜小清水のせんべい工場のように、特産物を生かした商品、うどんもあるけれど町外にも提供できるものの開発。今回のアンケートのように町民の声を聞いてくれるのは大変嬉しいと思います。外の面でも
皆、考えてる事はあるはず。パソコンを使える人はインターネットで参加できるけれど、町への要望など、どんどん聞いてほしいです。

89 女性 60～64歳 清里地区 30年以上 自営業
私は60代中ですが、孫たちが今、中学高校へと通っていますが、聞くところによると中学校の先生が、他町の高校を進めるらしく、清里はダメだみたいな話をする先生がいるようですが、私は地元をどんどん進め
て、大学は大いに羽ばたいて進んで欲しいと思います。中学生はまだ右も左も良く分かっていない、どうしたらよいかも決められない気がしますので、清里高校と斜里高校、網走など遠ければ遠い方、大変だと思
い、バス、自転車、歩きで通える清里高校をぜひ進めてください。

90 女性 60～64歳 清里地区 30年以上 自営業 若い人が働く場所があればいいな

91 女性 60～64歳 札弦地区 20-29年 自営業

人口減少について各方面の方々の努力に水をさすようですが、特効薬はないと考えています。今までの努力ﾌﾟﾗｽ人口減を見越した行政サービスへの転換も同時に行う必要があるのではないでしょうか。当然、
町民も理解しなければならないので充分な説明が必要です。全て我慢するのではなく、これはガマンこちらは充分みたいにして、何でも中途半端。程ほど（いい様に思うけど）は良くないと思う。私は清里町が好き
で住み続けたいけれど、年齢や健康状態を考えると住み続ける事が困難という今の考えです。企業誘致というか、老健や高住を充実させていけば、そこで働く人口も増えるのではと素人は考えます。思い切って
老人の町、老人が住みやすい町にしてはどうでしょう。移住者、転入者について一言。いつまで、誰を対象に移住者転入者と言うのでしょう。結婚し、この地に住む事になった人も移住者（転入者はいいかも）と呼
ばれるのでしょうか？結婚後20年経った人に（私ではありません）案内が来て驚いていましたが、いつまでたってもよそ者なのかな？

92 女性 60～64歳 札弦地区 30年以上 専業主婦・主夫 イベントなどのとき、札弦、緑からワゴン車のようなものがでると老人、クルマのない人が参加できるのでは。町の人だけでやっているように見えます。振興券は買い物が出来る場所が少なく、別に考えては。

93 女性 60～64歳 札弦地区 20-29年 パート・アルバイト等 安定した雇用先が少なく、清里町から離れてします。生活環境の良い魅力を感じる清里町にしてほしい。



清里町　まちづくりアンケート　自由記載

No. 性別 年齢 居住地域 居住年数 就業形態 自由記述

94 男性 65～69歳 清里地区 30年以上 自営業 清里町人口を3,000人を前提に総合戦略を策定する

95 男性 65～69歳 清里地区 30年以上 その他 良いアイディアが思い浮かばない？

96 男性 65～69歳 清里地区 30年以上 自営業
住みやすい町の創造は、人口が減少することが問題ではなく、幸福の価値観の大幅な転換しかないと思っている。現状の中では国の行政のミニチュアが都道府県、そのミニチュアが町村、現状は「コケ」てしまっ
ている親亀に乗っている子亀、孫亀がどんなに知恵を出しても理想とする町村はありえない。価値観を金から人、物に変える以外に心の幸せはない。へそ曲がりの一町民より！！

97 男性 65～69歳 清里地区 3年未満 働いていない
議会今年度二回傍聴させて頂きましたが、まったく覇気が感じられなく議案に対し結論を（対策）出ず、出来レースの感。40数年選挙なし、その結果が馴れ合い体質。今回の選挙の「マニフェスト」は、掲げただけ
（お二人とも）2040年は人口2,167人になりますよ。若い方、女性の登用を！！

98 男性 65～69歳 清里地区 30年以上 自営業
清里町は山あり、海も近い、こんな環境は最高だと思います。もう少し知恵を絞り、この自然環境の良さをアピールしていくべきだと思います。もう少し、清里住民みんなが同じ目線になれるように、リーダーシップ
をとる環境にかけていると思う。皆！清里が大好きになれるよう引っ張ってくれる人が1人でも多くなって欲しい。

99 男性 65～69歳 清里地区 11-19年 自営業
「ふる里リターン」幼少期過ごした方々を再び返りたい過ごしたい。その様に思っている人に対して何らかの支援をするのは如何でしょうか？公共施設を利用して物作り（アート関係）する人を優遇し、始めの数年
間、住まいを提供、アートの町清里町とする。公共施設→例：廃校になった学校etc

100 男性 65～69歳 清里地区 30年以上 派遣・契約社員 母子家庭支援への強化が必要。母子家庭が住みやすい環境の充実。母子家庭の貧困化を防ぐ政策

101 男性 65～69歳 清里地区 30年以上 働いていない
・移住者が何に魅力を感じて定住する気になるのか分かって支援するサービスが必要。・空き家は今後どんどん増えていくと思われるので、移住者に情報提供する事業を充実させることが必要。・新卒者を受け
入れる企業が少なすぎるので、新たな雇用が可能となる事業は介護施設の開設しかない。働く人を安定的に確保できるよう就学支援してはどうか。地元に回帰できない人作りに支援することに片寄らないよう
に。・農業は唯一の地場産業なので高い生産力で所得を伸ばしたい。農業の購買力に応える地元の供給力を維持する対策がいる。

102 男性 65～69歳 緑地区 30年以上 自営業
花と緑のまちづくりで自治会や個人の庭に花を植えても観光客は来ない。広い土地に花を植えて、観光客を呼べるようにして、そこで働く場も出来ると思う。また、今年も公住の建設をするようですが、毎月広報に
空き部屋の入居募集がある。公住の予算を観光の方に当てられないのか、また、新栄、江南の教員住宅を一般に貸し出せないのか。移住定住対策にもなると思うし、農業後継者の住宅にもなると思う。

103 女性 65～69歳 清里地区 30年以上 専業主婦・主夫 活性化事業費、見直し、検討すべきと思います。

104 女性 65～69歳 清里地区 30年以上 働いていない 働く場所がない。交通の便が悪い。店がない。税金が高い。

105 女性 65～69歳 清里地区 30年以上 働いていない 清里町は住みやすいところなのでずっと住みたいですが、高齢者の一人暮らしのための住宅等があればよいと思います。

106 女性 65～69歳 清里地区 30年以上 専業主婦・主夫
病院もスーパーも自分が運転できるうちは良いですが、将来とても不安です。町の施設は整っているほうだと思います。斜里岳ロードレースには、全国からの参加がありますが、イベントも小さいのをチョコチョコす
るのではなく、もっと人を呼べるようなものにしたらどうでしょうか。どうすればよいかと聞かれても困りますが。移住、定住には、まず仕事がないと無理ですね。その辺考えてあげたらと思います。

107 女性 65～69歳 清里地区 30年以上 自営業 子供の出来ない夫婦に不妊治療の助成

108 女性 65～69歳 清里地区 30年以上 専業主婦・主夫

斜里三町の中でも企業誘致が遅れ、若者の仕事がないこと。このままでは、現在の幼稚園、小中高生はほとんどが流出してしまうと思います（町外の学校へ出てそのまま町に戻ってくる可能性はない）また、病院
の利便性が考えられず、娘、息子の住む町に定年を機に流出していく。この二つが人口減少の大きなネックと考えられる。その為にも、将来の働き場所を誘致する事。もう一つは、定年後の流出した後の空き家
対策として、清里のよさをアピールして、古民家に定住してくれる人に助成金を出し住んでもらう。多少やっているとは聞くが、アピールがまだまだ足りない。自分自身も夫に先立たれたら、広い家庭菜園の畑、広
い家は管理は無理と思うので、古民家として利用してもらえたら公住にでも入居したいと考えている。老人施設の充実で安心して清里に骨を埋める事が出来るよう、この自然に恵まれた土地を離れる事は断腸の
思いと思います。年金で支払可能な施設をぜひ実現して欲しいです。ならば人口減少はおさえられると思う。

109 女性 65～69歳 清里地区 30年以上 働いていない
高齢に伴い、運転も出来なくなり、また、足腰が痛くなっても子供に頼らず生活をしたいと思っている1人です。清里、斜里、網走の駅などで、お見かけしますが、駅のホームから桟橋を苦労して乗り降りしている人
を見かけるたび、自分も通る姿を思いますといずれ清里には住めなくなるのではと、心配しています。現在、網走バスが、小清水、斜里線しか通っていませんが、清里の街にも通って頂けたら病院などの行き帰り
に便利になり、足腰痛くてもバスになら乗れるので、清里に住み続けたいと思います。また、外に交通手段がありましたら（網走、小清水、斜里間）ありがたいと思います。

110 女性 65～69歳 清里地区 30年以上 働いていない 新栄、江南等旧校舎の利用？

111 女性 65～69歳 清里地区 30年以上 家業を手伝っている ネット時代なので清里町の自然の良いところを常にインターネットで発信し、清里町をアピールすることで清里町に住んでくれるのではと思います。それには、交通、医療、商店街が大事だと思います。

112 女性 65～69歳 札弦地区 11-19年 専業主婦・主夫
転入して来る方たちが定住できる住宅の確保。（結婚しても住む家がないなどの声も聞かれます）札弦、緑地域の公営住宅の建設、コンビニの誘致など。就労できる職場があるかどうか（生活の基礎となるものな
ので）

113 女性 65～69歳 - 30年以上 自営業 町民が力を合わせて人口減少に歯止めが掛かるように頑張るのが大事。今はなんとなく人任せになってる。移住者を大切にして仲間を紹介してもらおう。



清里町　まちづくりアンケート　自由記載

No. 性別 年齢 居住地域 居住年数 就業形態 自由記述

114 男性 70歳以上 清里地区 30年以上 パート・アルバイト等 税金が高い特に介護。交通に不便。商店がない。物がない。大変不便を感じる。

115 男性 70歳以上 清里地区 11-19年 正規の社員・職員
民間が賃貸住宅建築、運営する際に助成し（公住での不足分をカバー）住環境の整備により人口増を図る。人口減少の要因を研究し、子育て、医療、住環境、雇用等を含め総合的な対応が必要であり、当町独
自の施策を早急に実現してください。地域おこし協力隊を活用し、新たな分野でのエキスパート募集などを行うことが必要と考えます。（スポーツ、英会話等、学童保育、森林等）農業後継ぎ者育成のため、ＪＡと協
力し、都会から研修生の受け入れ、将来の農地賃貸による農業経営等を制度化、及び農業法人での雇用等、他の地域では実施しており、ぜひ検討いただきたいと思います。

116 男性 70歳以上 清里地区 30年以上 家業を手伝っている 産業の振興をより進めるべきと思う。清里町のアピールをよりいっそう進めるべきと思う。焼酎、観光etc。町民の町創に対する意識を変える努力が大切と思う。

117 男性 70歳以上 札弦地区 30年以上 働いていない 現在、札弦地区も人口減少にともない小学生が少なくなりました。今、緑地域で行っている山村入学生を札弦においても行うべきである。

118 女性 70歳以上 清里地区 30年以上 自営業
高齢者が安心して清里町に住めるよう、医療の充実が大切だと思います。近隣の市町村に少ない「小児科」の医師のいる病院が必要。商店街の中心部の空き店舗問題を行政と住民で協力し、話し合い町民の集
う施設として、早急に取り組んでいただきたい。町民として積極的にかかわりたいと思っています。人口減少と地方消滅が叫ばれていますが、人口が少なくても農業が元気な町や村は生き残れると思っています。
農業青年が元気で前向きな清里町はきっと大丈夫と思います。

119 女性 70歳以上 清里地区 30年以上 専業主婦・主夫 清里町で働くところを造る事。女性でも働くところが欲しいです。

120 女性 70歳以上 札弦地区 30年以上 専業主婦・主夫 若い人達が地元に残って働く場所がない限り、人口は減少すると思う。やはり働く場所が必要だと思う。

121 女性 70歳以上 緑地区 11-19年 専業主婦・主夫
高齢化と少子化で人口減少は仕方ないと思いますが、現在、育っている若者たちが町外に出ないような条件の良い働く場所を興す。無理かもしれませんが、大企業が出来れば町外から働く方が定住すると思う。
子育て支援として、子供をたくさん産み育ててもらう。魅力ある町にして移住者を増やす。

122 - 70歳以上 清里地区 30年以上 専業主婦・主夫 もう少し地元で働けるところがほしい。よくコネがなければ入れない職場があるときく。そういうのは良くないと思う。個人情報を流す人がいる。辞めてほしい。

No. 性別 年齢 居住地域 居住年数 就業形態 自由記述

123 - - - - - もとフェリス後に、から揚げ、コロッケ、ジュース、ソフトクリーム等の販売店を出したらいいと思う。駐車場が広いので通り客が自由に入れると思う

124 - - - - - 若い人が働ける職場をつくる。（例）コストコ、串鳥、アウトレットモール、アンパンマンパーク、ディズニーランド、ＵＳＪ、イオン（ジャスコの方）、夢の森公園、ニコット、サツドラ、ツルハ、ローソン

125 - - - - - 若者が働く企業誘致を積極的に行い、定住促進を進めるべき。清里町出身の若者が、戻ってきたくなるような町づくりが大切だと思う。


