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人口の現状分析 アンケート調査 施策・事業調査シート 

まちづくりフォーラム 

（課題および取り組みのアイディア） 
まちづくり懇談会 

雇
用
の
創
出 

○主力産業である第一次産
業の就業人口が減少して
いる。また、全国との比
較では複合サービス事業
に強みがあるが、第三次
産業の人口も減少してい
る。 

○農業は約 5 割以上が 50
歳以上、林業は約 6割以
上が 50 歳以上 

○清里町に住んでいるにも関
わらず、町外で就労している
人が全体の 10%弱存在。主
に斜里町で就労。 

○特に 20～29 歳は町外での
就労者が 20%となってお
り、若年層の労働力が町外に
流出している、また、35～
49歳は15～19%程度の状
況。 

○町内での就労・雇用の充実を
図るために必要な行政サー
ビスは、「資格取得に関する
支援」が最も多いが、「企業
情報の発信」や「就労に関す
る相談窓口」といった雇用・
就労に関する情報提供も上
位回答となっている。 

○家畜伝染病予防のため、事前対
応型の防疫体制の整備が必要。 

○担い手の育成や積極的な経営
推進のため、農業関係団体（農
協青年部及び女性部）の研修や
学習会などの活動活性化に向
けて農業団体活動補助事業を
継続・拡大する必要がある。 

○造林事業者の減少。経費・木を
育てることへの関心の減少、管
理等に長い年月がかかること
などから、伐採後に植林しない
民有林跡地の拡大がある。 

○木材市況の変動によるコスト
支援対策について検討の時期
に来ている。また町内中小企業
の事業運営に係る運転資金に
ついて保証協会の保証が得ら
れない中小企業者への貸付支
援対策について検討が必要。 

○まちにとって必要な雇用は、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 
→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 

○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 

○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 

○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 

○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 

○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 

○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。 

○小麦にしても、地元で粉にしてそれを加工していく。十勝の
方ではかなり粉にしているということで、この辺はまだまだ
遅れているのかなと 

○新規農業者を呼ぶということで、町や農協が相談しながら、
そういう場を作っていくということを研究してはどうか 

○医療福祉に限定して、奨学金の支払いを免除するというよう
な奨学金制度と絡めた雇用があれば、地元で働くという選択
肢が増えるのではないか 

○若い人に仕事を与えるというのも大事かもしれませんが、新
しいものが出来た時に町の人たちがそれを使ってあげる流れ
を今のうちから作ってあげれば、必然的に小さいお店は増え
て行くのかな 

○チャレンジショップのような感じで販売できるような、もの
を売ってどこからか来た人を向かいいれるような施設がいま
清里には無い 

○新たな発想で事業展開をしていった中で、雇用の場を広げる
ということが大事な取り組みになってくるのではないのか 

○誘致しなければいけないとか、新しいものをやらなければい
けないではなく、今あるもので本当にいいものが沢山あるの
で、改めて認知してもらうことがある 

○清里町は安心して住みやすいからと、都会から高齢者が移住
してきてもいいわけでありますし、高齢者の方が来るという
ことは、そういう人たちをサポートする人材が必要になるの
で、今の清里町に当てはめてみて高齢者のことを考えて行く
と、若い人の雇用も出てくる 

○職人技術を身に着ける若い人がいなくなってきた。そこが頭
痛いなというのがあります。そういう施設があればいいなと
思うのですがなかなか簡単に行かないのが現状です 

○雇用の創出というところでは、加工するような業態の物が沢
山あれば、雇用の場は増えて行くと思う 

○問題は、安定的な雇用をどうやって作り出すか。それと、規
模的に新しく起業するとしても、なかなか世の中の要求、衛
生面とか安全面とかが厳しすぎて、それに対応する設備投資
が果たしてついていけるかどうかが一番だと思います 

○安定的な雇用をするためには、企業が儲けて雇用の体系を季
節とかパートとかを超えて安定的な雇用を作らなければなら
ない 

○清里だけの個別でもう、経済の循環が成り立たなくなってい
る。ちょっとみんな我慢をして清里の商店で買い物をしよう
かなという気持ちを、ちょっとずつ持てば大分違うのかな 



 

 

 

 

 

 

 
人口の現状分析 アンケート調査 施策・事業調査シート 

まちづくりフォーラム 

（課題および取り組みのアイディア） 
まちづくり懇談会 

雇
用
の
創
出 

    ○物を世の中に出していくためには、いろんな企画書や宣材を
作って行かなければならないのだが、そういうことがなかな
か個人個人が出来ない。それをどうやってサポートするかと
いう仕組みを作って行かないと、いくら良いものを作っても、
とてもじゃないけど一流デパートは鼻もひっかけてもらえな
いと。そういうとこも、どうやったら進んで行けるかという
ことを情報として教えられるようなとこまで、役場でやって
もらうしか方法はないのではないか 

○そこに働く人が将来性が無いと働きたくない 
○例えばレストハウス。お店屋さんなども、やめたところはあ
るのだが、そういったところも人を雇っていたのだから。そ
うすると雇用は間違いなく狭まっています 

○本当に人を雇う気があるのなら、これは言っていいのかわか
らないのですが、役場や農協、人を５人や６人は軽く雇える
のではないか。雇用だ雇用だといいながら、片方で押さえて
いる状況があるので、よっぽど町でも覚悟しないとちょっと
雇用の場はできないのかなと思う 

○昔は、普通の企業でも働く人は一生働いて、賃金も上がり家
を建てることもできた。でも、今の状況では、時給８００円
などで使われているうちは、絶対無理。私たちがもっとそこ
の状況に追い込んでいるのではないか 

○町と農協とお互いに協力し合って、加工して販売まで行って
いく。これを一個人でやって行くのはなかなか大変なこと 

○商店がいま困っているのは一つは消費が増えない、ようする
に売れないということもあるけど、仕入れができないという
こともある。物流のある系列に入らないと、物も仕入れられ
ないし、単価的に勝負できない。だから、そういうことを皆
が知って、じゃあどうするかということをやって行かないと 
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○年齢階級でみると、15～
19歳で大きな転出超過。
但し、20～29歳で U タ
ーンと考えられる転入超
過あり。 

○40～50歳代での転出超
過傾向あり。 

○住所地でみると、札幌市、
網走市に対して転出超
過。H24,25 実績では、
オホーツク総合振興局管
内は全体でみると転入超
過（主に斜里町）だが、
大空町は転出超過となっ
ている。 

○町への愛着度は約 75%に対
し、定住意向は約 55%。 

○町外に移り住みたい人は全
体の約 13%で、理由の上位
は「日常の買い物が不便」「医
療・福祉が充実していない」。 

○転居意向のある人（予定なし
も含む）は約 20%。その理
由は、進学・転勤・就業によ
る理由が 40%だが、「生活環
境がよくないため」が約
27%となっている。 

○居住地選定で重視する点と
して、20～24 歳は「商業
施設の充実度」が、30歳以
上は「医療・福祉の充実度」
が最も多い。 

○移住・定住促進で力を入れる
べきサービスは、「商業施設
の誘致」、「子育て世代への助
成」「医療費助成制度」が上
位回答。 

○現有する町の施設を活用し、指
定管理者の集客能力により滞
在型観光の構築を如何に図る
かが課題。 

○全国に清里町を売り込むため、
旅行会社等のノウハウを活用
した委託事業等を推進する必
要がある。 

○施設は計画的に補修等を行っ
ていく必要あり。 

○焼酎事業に関して、 
・営業や清里町に認知度不足 
・出荷量に比例して要員が不足 
・年間分の資材確保ができてい
な 
 い 
・直売所、施設の老朽化、販売
ノ 
ウハウなど課題あり。 

○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 

○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 

○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。 

○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。 

○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。 

○防風林などの抜根がそのまま残ったり、投げるところが無い
から畑の隅に積んだりという形で、果たして景観の中で良い
のか 

○元気な高齢者を増やして、第２の青春を生きていける町だと
そういう意気込みで、住む所も多少条件整備をすることはい
かが 

○都会で施設を建てるよりも土地などの条件を考えてあげれ
ば、これから地方にどんどんこういった施設が出てくるので
はない 

○庭園のまちづくりは、いまはまだ内々のことで外向きのこと
があまり出ていない。なにかそういったもので人を呼び込む
ことを考えられないか 

○女性の方でいくと、買わないけど見て楽しむことも必要 
○いままでは外から入ってきたものに対して、あまりウエルカ
ムな状況ではなく、入ってくるならいいよというような感じ
でありましたが、もう一歩進んで交流してもらったり、どん
どん来てもらうような仕組みが清里には必要になってきてい
る 

○若い人であろうが、世帯であろうが新しく入ってきた風を一
回清里で泊めてあげるというか、受けてあげるという作業を
皆でしていく 

○５人家族が１０件入ってくれば５０人なので、案外それは難
しいことではないのかもしれない 

○移住体験を始めて７～８年になりますが、いま清里町に住み
たいと、家を買って住みたいという人がやっと出てきた 

○住宅問題については、やるのであればスピードを持って早く
やるべきだと思うある程度余裕のあるうちに住宅はやってい
ただきたい。 

○新たな分譲地を造成するなど、移住定住の分譲ではなく、普
通に町が分譲しましたよと、移住という分譲をしなくても、
人を増やす分譲であれば議員の皆さんは反対はしないと思い
ます 

○地方創生となると、どうしても若い人を町に連れて来なけれ
ばならないとなる。だが、日本全体で若い人の数が減ってき
ている。なので、若い人の取り合いになってしまう。なので、
新しいこと、新しいこと、新しいことと考えて、二の足を踏
んでしまい、若い人は来ない状況になっているような気がし
ている 

○若い人の確保も必要だが、住みよい町づくりをやっていくこ
とによって、年配の方もすんでいけるようになり、定住につ
ながって行くのではないか 
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    ○若いお母さんが集えるような場所、若いお母さん以外でも何
人か集まってお話をするスペース、ちょっと出かけたり息抜
きしたりするような場所が町内に無い 

○何十年も前から焼酎を作っていますが、焼酎というのは全員
の方が飲めるわけではない。万人の人が飲食できるようなも
のも考えて、そういう方向にしていってはどうかと、何十年
も前から思っている 

○地元の商店を利用、全部利用すれとは言わない。せめて３割
でもいいから買ってあげる 

○清里で何かをやる強みは何のか、弱みはなんなのかと、人口
を増やすこともそうですし、子どもの教育もそうでしょうし、
若い人が来てくれるにはどうしたらいいか、有利な点はなん
だと、家賃が安いとか、空気がきれいとか、水が安いとかい
ろいろある。それと、不利な点を比較して、有利な方が沢山
あるようにならなければすべてが進まない。だから、それを
詰めて行く必要があるのではないか 
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まちづくりフォーラム 

（課題および取り組みのアイディア） 
まちづくり懇談会 

結
婚
・
子
育
て 

○生涯未婚率は男女ともに
上昇傾向にあり。特に男
性の生涯未婚率の上昇が
顕著。（H22 は生涯未婚
率 17.9%） 

○初婚年齢も男女ともに上
昇傾向がみられる。 

○子育て世代の就業率がや
や低い傾向。特に 25～
29 歳の就業率は他年齢
と比べて低い。 

○女性の各年齢階級別の婚姻
率は全国・北海道よりも高い
が、男性の婚姻率は全国・北
海道と同等水準。 

○独身の理由として「結婚した
い相手がいない」「出会う機
会、きっかけがない」が上位
回答。 

○独身理由として「精神的に自
由でいられる」（約 33%）、
「結婚に魅力を感じない」
（約 16%）といった結婚願
望が薄い人も相応の数みら
れる。 

○結婚支援事業として求めら
れているのは、「安定した雇
用の支援」が最も多い。 

○子どもの人数の平均は、予定
人数が 1.77人、理想人数が
2.45 人で出生率 1.58 を上
回っている。 

○理想的な子どもの数を実現
できない理由として、「子育
てや教育にお金がかかりす
ぎる」が最上位回答。 

○育児に関するサービスで力
を入れるべきなのは「妊産婦
医療や小児医療体制の充実」
が最上位回答。 

○子育てしにくいと感じてい
る人は「子育てに関する情報
提供などの充実」を求めてい
る。 

○地域子育て支援センター事業
において、対応業務が多く要員
不足。臨時職員半日を常勤と
し、子育て研修などを行う必要
あり。 

○一時預かり事業、延長保育事
業、病児、病後児保育事業など
の取り組みが今後の課題。 

○施設整備のほか、高い教育・保
育が提供できるよう、幼稚園教
諭、保育士の合同研修などが必
要。 

○幼児教育の振興を図るため、保
護者の所得状況に応じた経済
的負担軽減の継続が必要。 

○子ども子育て新制度に伴う、幼
保一元化となった場合は、幼稚
園就園奨励費補助事業に関し
て抜本的な見直しが必要。 

○学習用端末・校務用端末・タブ
レット端末及び関連情報機器
の整備需要は日々高まってお
り、セキュリティや機器更新を
含め整備費用を確保する必要
あり。 

○H28 募集停止となる小清水高
校の受け皿として清里高校の
認知度を上げるとともに、小清
水地区からの通学支援体制を
強化が必要。 

○遠距離通学バス業務委託事業
に関して、児童生徒の安全な登
下校を維持するためには、路線
数の確保および運行時間の見
直しが急務。 

○給食センター設備の更新・改修
事業に対する補助金・交付金等
の財源がない。建設から 20年
が経過し、施設の経年劣化によ
る修繕が増加している。 

○給食センター調理員の人員不
足。町内労働者の確保が必要。
また、学校給食費負担軽減のた
め、献立作成技術の向上や消費
税率 UP 時の対応が必要。 

○出会いの場になるようなカフェな
どがあるといい 

○結婚に対してサポートできるよう
なシステムづくりを 

○結婚・出産・子育てには、自治会の
役割が重要 

○妊婦さんの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 

○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 

○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 

○おむつとか町の中で買うことが出来ればいいな 
○親にとってはいい高校であったとしても、子どもにとっては
あまり魅力的ではないのかな 

○給食費あと、修学旅行のお金とか、そういう部分で町として
支援していくべきではないか 

○札弦に住んでいるが、清里小学校に行かせてもらえないかと
教育委員会に相談したのですが、いま校区で割られているの
で特別な理由が無い限り無理だという話になっている。これ
から就学予定の親たちはあまりわかっていないので、一度聞
き取りなりをしていただければ 

○校区について、町民全体なのか、地域なのかは判りませんが、
アンケートをとるなりして、３年、５年先と言わないで早急
に手続きを行なっていただきたいと 

○学区をはずして父兄が自由に学校を選べるようにできるよう
に考えていかなければならないと思う 

○町有林を利用した中で、子育てに使えないものか。保育所を
作ることで自由気ままに子どもの遊び場に提供した中で、子
育てをする環境を作る 

○清里は子育てのサポートは充実している。でも、清里で子育
てサポートをしているよということを、どれだけの人が知っ
ているのか、子育てのサポートだけでなくても今やっている
制度をどれだけの皆さんが知っているのかな 
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○過去の実績および将来人
口推計結果では、毎年
10%前後の人口が減少
している。 

○今後、年少人口および生
産年齢人口は減少してい
くこととが予測されるた
め、町の担い手の減少や
賑わいの消失などが課
題。 

○人口減少に関して不安を感
じている人は約 84%。不安
の内容は、「地域を支える担
い手の不足」「商店街などの
にぎわいの喪失」「地域を支
える産業の衰退」が上位回
答。 

○人口減少対策として力を入
れるべきは「医療・福祉の充
実」が最上位回答、次いで「子
育て支援の充実」「企業誘致」
が続く。 

○安心した地域医療の確保には、
身近な一次医療機関の確保と
症状に応じた近隣地域の二次
医療・三次医療機関との連携体
制が不可欠。現体制を確保して
いかなければならない。委託料
の増額も必要となる。 

○救急医療情報キット事業で積
極的な PR活動が課題。 

○まちづくり地域活動推進事業
交付金に関連して、高齢者等世
帯除雪支援事業等に対する課
題あり。さらなる見直しが必
要。 

○HP 運営事業について、常に最
新の情報を掲載するために、職
員の協力が必要。時代のニーズ
にあったホームページに更新
していく。 

○障害者自立支援事業について、
対象者の増加に伴いヘルパー
利用者が増加している。 

○今後、お試し住宅を整備し拡充
していくか検討が必要 

○空き家バンク事業に関連して、
持ち主との交渉がうまくいか
ないなど今後対策が必要。 

○H24 年度より新町定住団地を
分譲し、残り１区画。今後町で
分譲地整備するのか検討が必
要。 

○花緑事業のマンネリ化と住民
のやらされているという感じ
の強さが徐々に表れている。継
続するのか、しないのか、継続
するとすれば、現在と同じ形で
は難しいので何を残していく
のか、その手法など、検討して
いかなければならない。 

○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 

○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 

○交通機関を充実してほしい。→病院
や買い物など 

○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 

○清里町を見てみると、いろんなものがあって、最低限のもの
はそろっているし、いいものもあるんですが、これはという
ものがない 

○プールを作ったときも、この地域全員を呼び込めるような物
をやっても良かったのでは 

○釧網線の廃止論が出てきているので、網走や釧路と反対期成
会を作って今からやっていっては 

○パパスランドについては２年くらい前から地元の有志が集ま
って冬のイベントをやっている。そろそろ町の道の駅として
定着もしておりますし、人もたくさん来ておりますので、町
のお祭りとして格上げしていただいて、町のほうでこれから
取り組みをしていただけないか 

○買い物に行くのが不便 
○高齢者が増えてきたら将来的には家族以外の方にサポートし
ていただかないと、生活できない環境にきていると町民がま
ず理解したところからスタートして、いままで自分たちで賄
っていたものをみんなでやっていかなければならない 

○情報の伝達の仕方がなかなかうまくいかなくて、清里のまち
のことを皆にＰＲで来ていない。若い人たちはペーパーより
もネットとか facebook から情報を得たりしているので、町
としてＨＰの他にもう少しお金のかからない仕組みで、ＰＲ
してあげる場面と、頑張っている人のＰＲを出来る場面を 

○観光協会でもどこでも良いので、纏まったところでどこかに
行けば全部の情報がわかる仕組みが出来ると、農商工連携し
た窓口や移住定住の窓口などワンストップで行うことが出来
ると少し便利になるのでは 

○お年寄りに関して、移動手段がないのでコミュニティどっか
に集合させるなどできないか。デイサービスのバスなども使
っていない時間があることから、そういうのを使ってもらっ
ても良い 

○今までの仕事の仕方から改革をしていった中で、切るものは
切るとやって行かなければ、今回の５次の総合計画の見直し
という中でも、同じような考え方で物事を進めて行ったら、
進歩は無いと私は思います 

○雇用を創出するとか、町に活気を出すとかありますが、今あ
る清里町を守っていくのであれば、高齢者向けの何かを創設
することも大事なのではないか 

○清里の農産物の質の高さをどう出していくか。それがなかな
か出来ていなかった 

○何か始めることによって効果が生まれる。交流人口が増えな
いと清里というものが伝わって行かない 
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    ○製品として焼酎もあるし、柱になるものはあるので、外向け
のＰＲは今までやっていなかったのですが、少し増やしてい
ってもらえば、きちんと物語性のあるものを清里は作ってい
ると思う 

○総合的に町としてどういうふうに対応していくか、個々に困
っていることに対して町としてどういう手助けをしてくれる
のか、こういう対策はどうだとか、こういう補助金があるぞ
とか、いろんな情報を町の方も提供していかないと 

○マイナスの捉え方で入り口で戸をしめてしまってはダメなの
かなと思う 

○不定期でいいですから、町が音頭をとって町民自由参加型の
コーヒー飲みながら横の繋がりを作って行く集まりを 

○いろんなこういう状況、清里に限ったことではない。いわゆ
る先行きの不透明、不安感、そうしたことというのは、もう
ほとんど東京でもこうなっている状態。これからどうしよう
という雰囲気は変わらないと思うし、悩みをたくさん抱えて
いる。清里町は清里町としての、意識みたいなもの、全町民
が同意をするような雰囲気作り。さあ、清里をどうしようと
いうよな、本気で取り掛からなければならない段階なのかな
という気がする 

○情報をみんなが知っているというような状況ではない。町民
もそんないいことがあったのかと、情報を共有できる流れに
なってくるということが大事 

○温泉があるのに、ただ投げているのはもったいないなと。あ
のエネルギーを利用できないのか 

○手順を踏んで、固くするから今までの意見のようになってし
まうのだが。なんか役所の人間は固く感じすぎてしまって。 

○四角四面の発想の中で、そこでぶつかってしまってどうのこ
うのとやっているような気がする 

○難しいことは判らないが、止まっていたら社会は変化してい
くし、入り口で言うばかりでも駄目だと思う 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


