
７月１日第１回清里町総合戦略推進委員会 顛末 

 

日 時 平成２７年７月１日 １３：３０～１５：３０ 

場 所 役場３階各種委員会室 

出席者 委員１０名（代理出席１名） 

オブザーバー  オホーツク総合振興局２名、北海道開発局１名 

事務局 町長ほか４名 

 

※委嘱状交付 

 

１．町長あいさつ 

 

２．清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置要綱の設置について 

  荻野委員長、奥山副委員長の選出 

 

３．議題 

 事務局より資料に基づき説明 

  （１）まち・ひと・しごと創生について 

①まち・ひと・しごと創生法の概要及び国の基本方針等 

    ②国の「長期ビジョン」及び「総合戦略」に関する論点 

  （２）清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について 

①清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定方針 

②清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定本部設置要領 

③清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定体制 

④総合計画との相関関係 

⑤清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定スケジュール 

  （３）今後の策定作業について 

①総合戦略推進委員会 

 ・総合戦略における政策・施策への意見・提案 

    ②総合戦略推進本部 

     ・人口ビジョン原案の検討 

     ・総合戦略における政策・施策の検討及び基本目標の設定 等 

    ③ワーキンググループ及び担当課 

     ・全施策の現状・課題の整理・分析 等 

    ④事務局 

      ・町民アンケートの実施  

     ・広報等での情報提供 

     ・策定資料等の整理 等 

（４）次回委員会に向けて 

 ・資料作成のため、８月上旬を予定 



 

４．各種参考資料について 

事務局より資料に基づき説明 

  ・平成 27年度予算政府案におけるまち・ひと・しごと創生関連事業 

  ・北海道における人口減少問題に対する取組指針(H27.3 抜粋) 

  ・清里町総合戦略推進委員名簿 

 

５．その他 

事務局より資料に基づき説明 

①清里町における人口の現状 

 

※議題「（２）清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について」と（３）今後の策

定作業についての間において意見交換あり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



意見交換等（発言順・要約版） 

 

北海道開発局   北海道総合開発計画の素案を今年度中にまとめることとなっており、その 

斉藤室長  中でいろいろ情報交換をしていかなければならないことから、たくさんのこ

とをお伺いしていきたい。 

       北海道開発局の事業で各市町村が関わってくることがいくつかある。高速

道路や港湾、農業基盤整備など全般的なもの、予算確保も含めて進めていき

きたい。 

       それに加えて今後全国で活況を呈しているインバウンド観光（訪日外国人

旅行若しくは訪日外国人旅行者）の数はこれからも増えると思われる。この

部分は現在、札幌近郊に集中していると思われるが、これを分散していけな

いか。 

       国でも、広域観光周遊ルートを全国で７箇所認定しており、その中で北海

道から１箇所、この道東がぴったり当てはまっている。これをどうやれば地

域の産業や雇用につなげるのかを早急に、北海道開発計画の中でも揉んでい

かなければならないと思っている。 

       また、交通の問題として、ＪＲ北海道がローカル線をどう考えているかと

いう問題、また速度の問題もあるが、現状、釧網線を含めて、この地域とし

ては鉄道の交通網ということではそれなりの体制を確保されているのかなと

考える。路線としてはあるということと、清里町の中には３つの駅があると

いうことで、比較的公共交通機関、特に地方にあってこの鉄道が占める割合

は意外と重要な感じがしている。 

       あと、空港も清里町内にあるわけではないのだが、直線距離でいけば女満

別空港も中標津空港もそんなに遠い距離ではないとの感じをうけている。 

       我々が整備している高速道路がつながった場合には、清里町を通るわけで

はないのだが、高速道路を使った観光、つまり入り口をどこにして、出口を

どこにするということが、結構自由にできるようになる。例えば帯広に降り

て女満別から出るなど色々な方法が出来上がると、我々は考えている。 

       海外からの観光ツアー客が帰りにお土産を買って帰りたいという需要も近

年ある。網走市内において生協などを覘いてみると、中国や台湾の方がいろ

いろな物をカゴに詰めて、それを段ボールに詰め、手荷物で持っていこうと

している光景がたまに見受けられる。このことからも現在、ＨＯＰ（北海道

国際輸送プラットホーム）の海外お土産宅配便という仕組みを試験している。  

これは一言でいえば国内にある宅急便を海外まで伸ばしてやってみようと

いう試みであり、お望みであれば生鮮食品でも送れるような仕組みが動き始

めている。これまでは、買い物はしたいらしいのだが、それを送るために簡

単な手段が見つからないというのが問題であった。 

人口推計では、あと何十年かすると人口は１，６００人台になってしまう

との推計なのだが、例えば町内の第１次産業が人間の数からして上手くいか

なくなる時がどっかで来てしまうのかな、その時間の猶予がどれくらいある



のかということを考えて行かなければならないと思う。 

せっかく農業の機械化や圃場整備などを進め生産の効率化を高め、人手が

あまりいらなくなる収穫体制が作られているのだから、なんとかこの地に残

していく必要があると思う。 

       また酪農家からのお話によると、今後若い人に働いてもらうには、やはり

労働環境の改善が絶対に必要である。特に酪農家は２４時間３６５日労働と

いう状態が続き、若者が定着する環境にはないとおっしゃる方もいた。 

       この部分をどうしたらやって行けるか、具体的に手当していくことが必要

と考える。法人化であるとか、機械施設の共同化であるとか、飼料配給の共

同センターであるとか、おっしゃっていたので、我々もそのようなことを参

考に打てるべきことを情報として伝えていきたい。 

       橋や港湾、道路、農業基盤などインフラが老朽化してきた場合においては

なるべく早いうちに修繕をかけ、維持していかなければならない。昨年から

メンテナンス会議を全国的に立ち上げ国、道、市町村が協力して確認を行っ

ている。 

       災害に関しては、実はオホーツク管内は非常に少ない地域であり、災害に

対する優位性が非常に高い地域である。オホーツク管内一致して、そのよう

な所をアピールし、データバックアップセンターの誘致などの検討をするの

も良いのでは。 

       １次産業についても、新しい産業の芽を考えている人もいるので、そうい

う人たちを取りまとめてみてはどうか。ソフト的なものになるが、第１次産

業などについても、現在はハイテク化されていて、それ以外の人にはわから

ない部分が多くなっている。その産業に携わっている人には当たり前のこと

であっても、それ以外の方にはなかなか難しい部分があり、何がどこまで出

来るのかということも、自分が関わっていること以外はわからないことがあ

るので、その辺をマネージメントできる組織を国の方も何か考えて行かなけ

ればならないと考えており、第８期の北海道総合開発計画の中で探っていき

たい。 

       外からの定住促進ということで、そこに住まうという動機づけは、自分自

身に置き換えるとそこに職場がある、できれば知人や知り合いがいると非常

にハードルが低くなるのかなと思う。札幌などでいえば、もともと人口が多

いので、知人や他の地域からの知人が札幌にいるとか、職場が多いなど、そ

の様な利点があるからこそ、札幌一極集中に拍車がかかってくるのではない

か。小さなことかもしれないが、そういうことも含めて行政もバックアップ

体制を考えていく、なるべく定住しやすい環境を準備していくことが重要な

のではないかと思う。 

 

奥山     ありがとうございます。これから私ども、この委員会で皆さんが意見を出  

副委員長  すための良いヒントになります。特にインバウンド観光、外国人を迎える観

光をどうするか、また観光庁による道東周遊ルートの指定関係についても注



目をしていきたい。釧網線もどう活用していくのかと。高速道路の関係も、

どう活用していくのか、どこを通るのが清里に来るのに一番近いのか。ＨＯ

Ｐの関係は注目していきたい。農業についても、大規模農業を行っているが、

今後、このままで後継者がいて順調にできるのかという問題と、出来なくな

ったときに法人化の問題が出てくる。酪農に関しては、観光協会でやってい

る移住相談でもでており、酪農に就農して小さくても将来食べていける程度

の酪農をしたいという人は多くいるが、受け入れ態勢はなかなか整っていな

い。このへんも今後、皆さんと協議できたらと思う。 

       また、農業については清里町の基幹産業であることからも、皆さんのお考

えを聞かせていただけたらと思う。 

定住促進については、やはりこの町にどうやったら住んでいただけるか。

我々も移住相談を受けるが、それにはまず雇用である。そして子供の教育、

医療、これをどうやってやるかということ。北海道に来たい人は山ほどいる。

それをどの様に受け入れていけば良いか、我々も勉強している。そういう点

でもいろいろなことを聞いていきたい。 

 

総合振興局   これから町が原案をつくり、それに対し皆さんが提案をしていくことにな  

野村部長  ると思うが、推進委員会の進め方としては、ご自身の立場、ご自身の団体の

立場でどういうことが出来るのかという視点でご提案いただければ、この町

の総合戦略がより良いものになるのではないかと考えている。 

       また、この戦略を作っても、作りっぱなしではなく、検証をしてローリン

グをしていくこととなる。委員の任期も２年ということで、委員会の中にも

策定・検証とあるので、そのような考えでご提案されると良い計画になるの

かなと思う。 

       もう１つ視点としてご留意願いたいのが、いま広域観光の意見が出ており

ましたが、各町での人口減少は今始まったことではなく、様々な取り組み、

産業、子育て、居住環境、交流拡大などに取り組んでこられたと思うのです

が、地域間の連携・自治体間の連携を念頭に置いていただきたいと思う。 

       いま、国の声掛けで一斉に北海道も含めた各自治体戦略を作っているので、

連携に向けた非常に良いチャンスであると考えており、特に判りやすいのが

広域観光であると考えている。観光については、１つの町でやるよりも広域

でやる方が非常に有効であるので、地域と地域を連携するということを念頭

においてご議論いただきたい。振興局においても広域観光は観光庁の広域観

光ルートに選定されたということもあり、オホーツク管内における観光ルー

トについても庁内で検討させていただくので、その分については情報があれ

ば提供させていただきたい。このようなことを念頭においてご議論いただき

たい。 

       また、北海道も１０月に向けて、北海道の戦略を策定する。現在、骨子が

出来ているので、それも参考にしながら考えていただきたい。 

       



 

奥山     観光協会として広域を考えても、なかなか自治体の壁を破れない。わが町 

副委員長  ということで、最後まで自分の町のこととなってしまう、その辺だと思う。

その辺はぜひ、北海道も助言指導いただければと思う。 

 

総合振興局   もう新聞にも出ているのでお話するのだが、１市４町で首長が集まり話す 

野村部長  機会があり、その中で連携をしていこうとの話があり、具体的な論議は事務

レベルで話したうえで、斜網の連携を図っていくこととしている。 

       振興局も連携がキーワードですので、あらゆる場面で振興局もバックアッ

プなりサポートなりをさせて頂きたい。 

 

奥山     委員の皆さんからなにかありますか。 

副委員長  

 

杉本委員   観光が難しい。受け入れ態勢など、課題を挙げてそれを何とか中長期的に

解決する方向に向けていけたらと思う。農業は大規模農業でＧＰＳの活用な

どを活用する時代なので、そこに頼っていくことになるのかなと。 

       移住定住については、あまり詳しくないところなので。ＪＲについては、

釧網線は端末路線ではないので、その活用をうまくできれば良いと思う。 

 

奥山     今紺委員、金融の関係でなにかありますか。 

副委員長  

 

今紺委員   金融分野外の話になるのだが、日経新聞の北海道経済欄に道東に観光に明

るい陽射しが出て来たとの記事があった。 

       先ほどのインバウンドの話題もそうなのだが、阿寒・川湯・十勝川の宿泊

入れ込みが前年比３９％増加していると、６ヶ月連続増加しているとのデー

タが乗っていた。清里町においても周遊ルートの通過点かもしれないが、阿

寒からウトロを結ぶ地点でもあるので、これは私の私見となるがサイクリン

グや登山など体験型の観光も可能性はあると思うので、阿寒に泊りサイクリ

ングでウトロまで行ってもらうという中間地点の役割が出来るのかと思う。 

      また、先ほど話にあった１市４町の連携の話がありましたが、網走信用金庫

においても、網走が地元であり各町にも支店があるので、そういった意味で

も地域の情報をつなげて情報提供していきたい。 

 

津川委員   第１次産業が主産業でそこを特化させるのが大前提なのだろうと考える。 

今現在で、農業がどういうシステムを構築して生産性を高めていくのか、

もっと言うならば、今現在就農人口がどれだけいて、どのくらいの耕作面積

があるのか、今後どのくらいの営農人口があれば今の耕作面積を守れて、生

産性を高めていけるのか、それをもって、今後、清里産の農産物を国内はも



とより海外まで販売していけるのではないかと考える。 

酪農については、若者の就農環境のためなのか、経営環境のためなのか判

らなかったところではあるのだが、酪農家戸数が減ってきているように感じ

ている。 

観光庁の話もいま、お伺いさせていただいたのだが、本町の国有林の中で

観光資源として活用されているのが、男鹿の滝と斜里岳であり、私の方で管

理している。その取扱いも含めて清里町や観光協会の方々と意思疎通を図り

ながら、どのようにＰＲしていけば観光を呼び寄せることが出来るかを考え

ていきたいと思う。 

 

奥山     私も気になったのですが、今の経営面積を維持するには、就農人口が何人 

副委員長  いなければならないのか。 

  

農協     私も今、はっきりとした数字は言えないのですが、町内に約８，４００ha 

田島課長  の耕地面積があり、遊休耕作地はないところである。経営戸数は約２２０戸

の農業者で耕作を行っている。 

農協としても、いま振興計画を作っているところであり、５年後には１６

０戸程度になるのではと推計している。それが現実的な数値かどうかは別と

して、自然減もしくは経営継承が出来ないがために離農していくということ

で、減少傾向にある。また、複数戸の法人を作ったとしても、雇用する労働

力をどのように集めてくるかが問題。無人化といっても人がいなければ農業

はできない。短期間の作業だけでも人はほしい。雇用の確保がネックとなっ

ている。実際、短期のような層の中に、働いて糧を得たいとか、生活の足し

にしたい人がどのくらいいるか。移住定住の方には雇用だけでなく、医療や

教育を含めて、環境をつくってあげられるかどうかが大切。 

酪農関係でいくと現在１１戸、酪農を始めるとしても先行投資が必要で、

実際には何億というお金が必要なことから、大規模な投資をしながら酪農を

やっていけるか、課題が多い。 

景観を守るために農家も頑張っている。そこもどう手を差し伸べるかが課

題。 

 

奥山     実際、委員の方は今ある現状を聞いただけでも、新たな気づきになり、参 

副委員長  考になると思う。 

   

藤原委員   まず１点、農業関係でどうかという点で、道の立場で見てきた関係でいう

と、道東の清里町の農業はトップクラスで、酪農は１戸１億近くの売上があ

り、所得率も非常に高い。農協に関しても内部留保の金額は十勝の農協と比

べても高い。 

道庁が調べた十勝の人口動態と経済成長を分析しているが、農業人口が減

ったからといって、経済が疲弊するわけでもない。総合的に考えていけば、



肉牛も酪農も生産額は高く、一戸当たりの畑作の生産額も高い。清里町には

いいものがある。いいものをどう伸ばしていくかと考えると、比較議論では

ないが、非常にいいものがここにある。観光、釧網線を含めて。 

だから、皆さんのご協力でやっていくのが１点と女性の力を発揮していき

たい。農業者人口が減る中で、ＩＴ化が進む中、女性農業者を含めて力量を

高めていくことによって、意見を高めていくことによって、町の形も変わっ

てくるということも含めてやっていけたらと考える。 

 

奥山     ここまできたら、皆さん一言ずつ。 

副委員長   

 

澤田委員     清里移住者ネットということで、移住定住のことからお話しさせて頂きた

い。清里移住者ネットというのは、移住を推進するために作ったものではな

く、移住された方のサポートをするために作った組織であり、地域としては

珍しいかたちである。私たちは３年目に入ったところだが、細く長く無理を

しないということで、活動を続けさせていただいている。ここは素晴らしい

ところだと会員の方は言い、憧れてくるのだが、来てみると暮らしの情報が

まずないと言う。お嫁さんで交流会に出席した人は、こんなはずじゃ無かっ

たというのが現状である。 

農業の現状に関しては、いま、段々と後継者の方がいないところも多くな

り、嫁対策など色々考えられているところである。また、出面さんがすごく

減ってきている。今、畑は草取りの時期なのだが、草取りに来てくれる出面

さん、労働者がいない。それをどうにか定住、移住に繋がらないかと、いま

思っている。このような機会を与えてくださった事務局の皆さんに感謝して

いる。すごく情報が、私が知らない情報がたくさんある。 

 

中委員    私は自治会女性部連絡協議会の代表を務めているのだが、私が嫁いできた

のは九州の方からである。 

私は清里町には農業学校などが合うのではないかと思う。すごく良い土地

もあるし、観光面でもすごく良い場所にあるので、町ぐるみで農業学校を作

って、農家へのヘルパーに行ったり、働いたり、学んだり、交流したり、学

生たちが結婚したり、移住定住してもらう場所を作ったら良いのではないか。 

 

畠山委員    皆さんのお話を聞いていると、私も清里町に生まれ住んでいるのだが、そ

れでも知らないことが沢山あった。 

その点は、これから勉強して、少しでも意見が出せるようになったらと思

っている。 

私は今回ＰＴＡの会長として来ているのだが、この春に就任したばかりで、

そちらの話はまだ分からないところである。そちらの方も、これから携わっ

てくるので、その中で知ったこと、気づいたことなどがあれば、提案してい



きたい。 

また、今回ＰＴＡの立場で来ているが、普段は商工の関係で仕事もするし、  

普段から付き合いのある方もたくさんいるので、そこから吸い上げた情報な

ども意見できればと思う。 

 

奥山     ＰＴＡ、女性の皆さんにも関連があることだが、子育てというのはこれか 

副委員長  ら大事なことである。ぜひ提案していただきたい。 

   

 


