
「清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）」及び「清里町人口ビジョン

（素案）」に対する住民意見提出手続き（パブリックコメント）の結果について 

 

１ 意見募集期間 

  平成２７年１０月１３日（火）から１０月２６日（月）まで 

 

２ 意見提出者数及び意見件数 

  ３人の方から１７件のご意見をいただきました。 

 

３ 提出された意見の概要及び意見に対する考え方 

NO. ご意見の内容 清里町の考え方 

１ 住まいについて 

<現状> 

清里に住みたいが、住宅が無い、町営

住宅の制約により入居できない、という

声が、既に多く寄せられています。 

しかし、町営住宅を見る限り、一部を

歩いただけですが空室が多い印象で、需

要と供給のバランスの悪さを感じます。 

<提案> 

町営住宅を民間へ、売却して、条件を

緩和、もしくは撤廃した募集を行う事

で、人口増加が期待できます。その際、

一定期間内に賃貸住宅として提供する

事を条件に、リフォーム費用の補助を行

うと、町営住宅との差別化が可能です。  

どんな人が来るか分からないという

声もありますが、そこまで悲観的に考え

なくても、都市部から引っ越して来た者

にとっては、地域のネットワーク力が、

十分抑止力になるように感じます。 

  

 

本町では民間賃貸住宅が極端に少な

く、賃貸住宅についてはほぼ町営住宅に

より提供されております。 

 ご意見にもありますとおり、町営住宅

は所得等による制限など、移住を希望さ

れる方にとって使い勝手の悪い面がある

ことも事実です。 

 町としては、本戦略において民間賃貸

住宅建設事業の実施（Ｐ２０、Ｐ２８）

を打ち出すとともに、分譲地整備の継続

（Ｐ２０）、移住お試し住宅の継続・拡充

（Ｐ２０）、空き家バンク事業の推進（Ｐ

２０）及び広報による空き家バンク情報

の提供、ケアハウスなど高齢者向け住宅

の整備促進（Ｐ２８）を図り、新たな住

宅整備を含めた移住定住対策の強化を推

進します。 

２ 町外より移住しようとしても住む所が

無いので、賃貸物件があると良いと思

う。「空き家バンク」についてもっと町

民に知ってもらい、登録件数を増やして

いきたい。 



NO. ご意見の内容 清里町の考え方 

３ 雇用について 

<現状> 

 大手企業等の誘致など、理想的な方法

がありますが、現実問題として考えにく

いと思います。また、新規就農も農家の

規模を考えるとハードルが高い状況で

す。 

<提案> 

農家の手伝いなど、細かいパートの仕

事は、潜在していると聞きます。これら

の情報を専用サイト等でまとめ、顕在化

させる事で、イメージがつかみやすくな

り、町内外の方を集めるきっかけになり

ます。 

  

 

雇用の場については大手企業誘致など

のご意見も多いところではございます

が、なかなか厳しいのが現状であります。 

 本町としても、起業者支援の強化充実

（Ｐ１５）やテレワーク事業の検討（Ｐ

１６）、林業従事者への支援（Ｐ１６）を

行うなど、雇用の確保・支援に務めてま

いります。 

 また、就業に関する情報については、

きよさと人材バンク設立の検討（Ｐ１６）

や移住定住情報と雇用情報の集約（Ｐ１

６）、広報での清里町内の求人情報の提供

などを検討するなど、だれもが利用しや

すい情報窓口の確立（Ｐ１６）を推進し

ていきます。 

４ ちょっとした仕事でも紹介できるよ

うな人材紹介所があると良いと思う。 

起業に対し「この職種（店舗）が不足

しています」のような情報を出して募集

する方法はどうでしょうか？移住希望

者にも有効だと思います。 

女性の働き場については、働きたいの

か？どんな職種がいいのか？等、具体的

なヒアリングはいかがでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NO. ご意見の内容 清里町の考え方 

５ 特産品について 

<現状> 

 じゃがいも焼酎は、どこに持って行っ

ても評判が良いのですが、お酒が飲めな

い人や子ども向けのものがありません。 

 また、他の小麦やうどんなど、重くか

さばり、持ち運びが大変なお土産が多い

ように感じます。 

 更に、大きな加工工場がなく、関係性

が広く薄い、人数の多い会社などに持っ

て行ける、安価で 2～30 個入りの、お

土産もありません。 

<提案> 

じゃがいも焼酎を、より広めるために

300ml 程度のボトルがあれば、お土産

として最適です。現在、個人的には、樽

をメインにお土産として持って行って

いますが、容量が少ないと、それ以外の

種類も持って行く事ができます。併せ

て、樽の炭酸割の「清里ボール」も商品

化すれば、より広い層にじゃがいも焼酎

を PR できます。 

また、2～30 個入りのお菓子でお土

産の幅を広げる事ができ、地名の PR に

もなると思います。それに伴って、加工

工場の建設まで進めば、雇用も発生しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼酎については、広告・販売促進・リ

サーチなどマーケティングの推進（Ｐ１

４）などを行い、販路維持・拡大に努め

てまいります。 

また、焼酎以外の特産物につきまして

も、６次産業化への取組に対する支援（Ｐ

１５）や清里産の小麦等を活かした特産

品の推進・開発・支援（Ｐ１５）等を推

進してまいります。 

 

  



NO. ご意見の内容 清里町の考え方 

６ 買物環境について 

<現状> 

家族経営の店舗に負担を増やす事は

困難ですが、日曜日にやっている店がほ

ぼ無く、必然的に町外に人が流れている

ように感じます。また、若い人に魅力的

な店舗が少なく、観光客も通過しがちの

印象です。 

<提案> 

 町内のコンビニの、ほぼいつも人がい

るという盛況ぶりと、斜里の町の大規模

チェーン店の出店状況から、まだまだ誘

致の余地があるように感じます。ファミ

リーレストラン、ファーストフード、フ

ァストファッション、書店、弁当屋など、

道道沿いに 3 店舗程度集まれば、人の流

れが変わるように感じます。 

 

  

 

町内の個店経営スタイルは、日曜日休

店のところが多く、品揃えも大型店から

見ると引けを取るように感じます。 

 今後は、町民ニーズを的確に捉え、今

までの販売スタイル・経営スタイルの転

換も視野に入れる必要があると思いま

す。現在ある店舗数については、できる

限り減少しないことが望ましいわけです

が、将来を見据えて、最低でも 1 業種１

店舗が存続できるよう、公共的財産とし

て捉えていく必要も出てくるかもしれま

せん。 

 まずは、店舗出店等補助制度の改善・

見直し（Ｐ１５）や起業者支援の強化充

実（Ｐ１５）等を活かしながら商店街な

どの活性化を図っていく必要があると考

えます。 ７ 店舗数も増えると良いのですが、まず

は商品の充実を図ってもらえると良い

です。日用品等でも町内で買えないと町

外に買いに行ってしまいます。 

その時に町内で買える物まで買って

きてしまい、町内での購買がより減って

しまうと思います。特殊なものについて

は仕方がないと思っています。町の景観

は最高に良いです。町を花で飾る、手入

れをする事は継続して欲しいです。観光

客の方も、「町がきれい」と言ってくれ

ています。 

 

 

 

 

  



NO. ご意見の内容 清里町の考え方 

８ 観光について 

<現状> 

 碁盤の目の町に、観光客が通過する道

道が斜めに走り、全体的に分かりにくい

道路事情ですが、看板が小さかったり、

少ないように感じます。また、通り過ぎ

る際にも、じゃがいも焼酎の町であると

いう印象付けが、ほぼ出来ていません。 

<提案> 

 道道から、脇道に気軽に入りやすい看

板や、道道に戻りやすい案内を行い、何

気ない道を観光地化して、人の流れを作

る事で、些細な写真から、青い池のよう

に、何らのブームが起きるかもしれませ

ん。併せて、パークゴルフ場・オートキ

ャンプ場・宇宙展望台の個別の名称を、

ひとつの総合公園のような名称にして、

その中でパークゴルフやキャンプが出

来て、展望台もあるという、シンプルか

つ大きく見せる事も、必要だと感じま

す。また、じゃがいも焼酎の町である事

を、道道沿いの防雪柵にイラストを描い

たり、JR の駅に看板を設置する事で、

通過した人にも印象に残す事ができま

す。最大かつ、今風の宣伝としては、五

差路をラウンドアバウト化して、中央に

焼酎の瓶のモニュメントを置ければ最

高です。 

 

 

 

 

 

 

  

 

観光地を示す看板の整備等について

は、既存の事業や「日本で最も美しい村」

連合加入に向けた取組（Ｐ１７）の中で

整備を図っていくとともに、「じゃがいも

焼酎の町」をＰＲ出来る手法を検討して

いきます。 

 また、総体的な観光の方向性について

も、個々の観光地をエリア化するなど、

観光計画の策定（Ｐ１６）を図り、その

中で検討を行っていきます。 

  



NO. ご意見の内容 清里町の考え方 

９ 観光について 

斜里岳+田園風景が最高によいと思い

ます。清里町はオホーツク管内、釧路管

内の真ん中あたりにあり、何処へでも日

帰りで行くことが出来ます。清里を拠点

にしてのロングステイ型を提案したい

です。その為に長期宿泊滞在できる場所

も必要になると思います。町内で出来る

体験ツアーも提案して行きたいです。

（サイクリング、スノーシュー、農業体

験） 

長期滞在等については、滞在型施設・

環境の整備（Ｐ１７）や移住お試し住宅

の継続・拡充（Ｐ２０）により検討を図

ります。 

また、体験型観光拠点の整備（Ｐ１７）

を行うことにより、斜里岳を活かした観

光メニューの展開（Ｐ１７）、ウォーキン

グ・トレッキング・サイクリングを活用

した観光メニューの展開（Ｐ１７）、グリ

ーンツーリズムの推進など体験型メニュ

ーの開発（Ｐ１７）、斜里岳登山ガイド・

きよさと観光ガイド養成への支援を図り

ます。 

１０ 花と緑の応援隊を作ってはいかが。  どういった形で行えるか、今後の花緑

の見直しの中で町民そろって、みんなで

考えていきたいと思います。 

１１ 交流施設東側（学校隣なり）でのハウ

ス栽培や、農園構想（町民への野菜供

給・観光農園・交流センターでの活用）

を検討しては。 

一般の方の農地であり、使用に当たっ

ては売買や賃借といった対応が必要とな

ります。 

 交流活動施設（体験型観光拠点の整備

Ｐ１７）の周辺整備と併せて検討を行っ

てまいります。 

１２ グリンツーリズムでの冬でも体験で

きるメニューを。 

交流活動施設（体験型観光拠点の整備

Ｐ１７）を拠点に、冬でも楽しめる体験

メニュー（冬の体験メニュー強化Ｐ１７）

の創出を図ります。 

１３ 江南キャンプ場一体の連携一体開発 

キャンプ場隣なり「釣り堀」・・・ 

調理できる工夫 

遊歩道の拡大・アスレチック・回遊コ

ースを牧場の一部まで延長（グリーン 

スキーが出来る） 

 パークゴルフ側への誘導と遊歩道（将

来桜の木間を通る） 

・・家族で過ごせるプログラムを作る・・ 

観光計画の策定（Ｐ１６）の中での検

討や、今後のキャンプ場のあり方や周辺

整備の必要性の中で検討いたします 



 

NO. ご意見の内容 清里町の考え方 

１４ 観光について 

交流施設の情報発信ブース 

写真展・動画映像の提供・・・・ 

町民が直接関わり合う事(自前で作成) 

 斜里岳・雄鹿の滝・桜の滝・神の湖 

池・・・・・四季折々の情報提供 

 再発見情報・・・・冒険の森の小川で 

サケの産卵が直接見える！ 

 交流活動施設については、清里の観光

情報を集約する施設となります。 

 Ｐ２０でも記載いたしましたとおり、

きよさとを満喫できる環境の整備とし

て、ご意見を参考に情報発信の充実を図

ります。 

１５ きよさとクッキング 

 この施設のみの提供の商品開発 

（数量限定提供） 

 三町で一番美味しいデンプンだんご

（町民が認める工夫） 

 澱粉を使った昔のアメ他 

 ハンバーガー 

（ハウスの出来立て野菜を使用他） 

ご意見を参考にして清里町らしいメニ

ューに取り組んでいきます。 

１６ イベントの継続が何より大切で町民

が関心を持ってもらう工夫が必要（町民

カレンダーに工夫を？？ラベルを添付） 

Ｐ１８に記載いたしましたとおり、今

後とも観光イベントを推進してまいりま

す。 

また、頂いたご意見を参考として、情

報発信の強化に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NO. ご意見の内容 清里町の考え方 

１７ 交通について 

<現状> 

 神の子池がメジャーになってきてい

ますが、その他町内のほぼ全ての観光地

も、公共交通機関で行けないという現状

があります。 

 また、焼酎の町でありながら、試飲が

出来る焼酎工場には、公共交通機関があ

りません。 

<提案> 

釧網線に、速達タイプの特急列車では

なく、JR 九州が行っているような、乗

る事が旅の目的になる観光特急列車を

走らせれば、状況は大きく変わると思わ

れるが、現在の JR 北海道の、廃止を示

唆する方向性を見ると期待は難しいよ

うに感じます。 

通院や観光、焼酎工場へ人の流れを作

る手段、町外への買い物の足として、ま

ずは土日祝日の１～２往復だけでも構

わないので、「斜里駅～清里市街～焼酎

工場～パパス～さくらの滝～神の子池」

の路線バスがあれば、これまで諦めてい

た層の観光客を呼ぶ事が出来るかもし

れません。また、試飲がしやすくなり、

焼酎の売上増も期待できます。 

将来的には、網走や女満別空港へ延伸

して毎日運行させる事で、道外から観光

客増や、移住促進、車が運転出来なくな

った人の流出防止に、つながるはずで

す。 

 

 

 本町における公共交通機関は、現在Ｊ

Ｒ釧網本線がメインの交通となっている

ところであります。 

 観光地への交通手段の確保について

は、生活交通の確保（Ｐ２８）の延長線

上にて検討を行っていきます。 

 


