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第 3回 第 6次豊浦町総合計画策定審議会 議事記録                 

開会 

 

（藤原室長） 

ご案内の時間になりましたので、ただいまより、第3回第６次豊浦町総合計画策定審議会

を開会いたします。 

本日はお忙しい中、ご出席いただき、ありがとうございます。 

 

本日の会議ですが、胆振西部森林組合 豊浦支所長の相川委員が所用のため欠席とな

っております。 

 

事務局説明 

 

（藤原室長） 

＜事務局説明＞（２０分程度） 

 

配布資料のほう、確認させてください。 

 

順番に議事次第、出席名簿、座席表、資料 1～となります。 

●資料１は、前回の振り返りで、A4横のものです。 

●資料２は、基本構想の素案です。 

●資料３は、基本構想における「将来のまちの姿」（キャッチフレーズ）案です。 

●資料４は、A3折れているものが 1枚、基本計画の考え方といったものです。 

●資料５は、基本計画骨子案の整理表です。 

●資料６は、基本計画骨子案です。 

●最後に参考資料として資料一覧表がついています。 

万が一、足りない資料ございましたら、言ってください。 

それでは早速、審議会のほうに入っていきたいと思いますので、審議の進行を小西会

長お願いいたします。 

 

 （小西会長） 

皆さん、お忙しいところ、大変ご苦労様です。 

今日で、大体大まかな内容が決定し、あと 1 回ある審議会は報告という程度になる

と思います。 

皆さんからの貴重なご意見をいただければ有難いです。 

 

それでは、議事次第に則って進行したいと思います。 

議題の一つ目、基本構想の素案について事務局から説明をお願いいたします。 

 

 （清水係長） 

お疲れ様です。 

私のほうから、まず基本構想の素案ということで、前回骨子案を議論させていただ

いた部分の関係があります。 
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説明は説明資料の１～３までとなります。 

 

資料 1 ですが、1ページ目は全体のスケジュール案でございます。 

今回は 3 回目の部分にあたります。次回、次々回含めてあと２回の会議となってお

ります。 

資料１の２ページ目をご覧ください。前回の振り返りの資料となっております。 

順番に振り返りますと、一番上の【議論①（基本構想の考え方（構成））】のところで

すが、資料２の基本構想の全体の構成として問題ないか話した結果、この点について

は事務局の考え方で概ね問題なしということで意見をいただいています。 

続きまして、【議論②（「第４章 将来のまちの姿」のキャッチフレーズ）】は、後ほど

資料３の部分で話し合いますが、委員の皆さんからも案があればということで募集した

のと、事務局の方からも案をお示しします。後ほど審議したいと思います。 

【議論③（基本構想の内容）】の部分は、前回の基本構想骨子案で修正等が必要で

はないかとのことでいただいた意見を示したものとなります。 

No. ３-１の内容ですが、「細かいところが見えないと、一個一個の意見が出しづら

い。」という意見いただいております。この点は本日の後半に意見交換させていただき

たいと思っております基本計画、今回初めて皆さんにお示ししますが基本構想を深堀

した内容となっておりますので、そちらのほうで議論していきたいなと思っております。 

No. ３-２～６に関しましては、資料２を見ながら説明したほうが分かりやすいので、

手元に資料２もご用意ください。 

 

まず、資料２の５ページ目で、真ん中に記載されている表の左側部分「アピールでき

る良いところ」の欄に、赤字で「公立・私立の多様な教育が共存する、特色のある教

育」と書いてあります。この部分が、前回「シュタイナー学園」と書いてあり、資料１の

No. ３-２にあるとおり、固有名詞が入ることに違和感があるといった意見を踏まえ、今

回はこのように修正しました。 

 

同じページの一番上の行に、赤字で「身近な資源の再認識を含め、」という文言を

追加しております。これは、資料１のNo.３-３に該当する部分でございます。「地域にあ

る財産を見直して、活用していけるようなものを書き込んでもらえるといい。」というご

意見を頂いておりましたので、赤字の文言を入れさせていただきました。 

 

続きまして資料２の７ページ目をご覧ください。 

こちらは資料１の No.３-４のご意見に該当するところでございます。７ページ目の下

にある図の部分ですが、当初の案では２文字で「対峙」「共創」「専心」という難しい文

言を使用していたことから、資料１のNo.３-４の「もっと簡単な言葉にできないか。」とい

うご意見をいただきました。そもそも総合計画は役場だけのものでもなく、議会や町民

だけのものでもなく、みんなのものだという観点がございまして、そういった観点からも

難しい言葉は使用するべきではなかったので、ごもっともなご意見だと思います。なの



3 

で、分かりやすい言葉に変えさせていただいております。併せて、７ページの上部分

が、図を説明する文章になります。こちらも難しい言葉を使用していた部分があったの

で、分かりやすく言葉に修正させていただいております。 

 

続きまして資料２の８～９ページ目をご覧ください。 

８～９ページ目については、赤字で「施策範囲」という文言を４ヵ所追記しておりま

す。これは、第５章「２.基本目標ごとの取組方針」というものが（１）～（４）まで記載して

いまして、「施策対象である分野の具体的なイメージがつきにくいので、分かりやすい

ように書き方を工夫してほしい。」という資料１の No.３-５の意見に該当する部分です。

より細かく書けば分かり易くなるかと思いますが、あまり書きすぎても逆にシンプルな

ものが複雑化して、読みづらくなってしまうことも考慮しました。より細かい部分は、基

本計画のほうで記載されているので、ここの部分では、それぞれ（１）～（４）の方針

が、どの分野と関係しているか明示することで分かりやすくさせて、また基本計画のほ

うにも繋がるかと思います。 

 

９ページ目の「（３）誰もが住みやすいまちの実現」の一番右の表「取組方針」のとこ

ろに赤字で「共助のよる」という言葉を追加しております。ここは資料１のNo.３-６の「地

域の方の共生・共助から、住みやすいと思えるような取組も構想の部分にぜひ入れて

ほしい。」というご意見に対応する部分です。。今回、ここには「共助」という言葉のみ

記載しました。「共生」という言葉を否定するつもりはなく、言葉自体もすごく大事だと

思っておりますが、色んな価値観があり、多様な生き方がある中で、総合計画で「共に

生きる」というところまで掲げるのは少し重く感じるのではないかと考えました。なので

「共に助ける」といった「共助」を記載することにしました。 

以上が、前回ご意見頂いた部分の反映箇所となっています。 

 

資料３まで説明させていただきたいと思っておりますので、資料１～２は以上となり

ます。続きまして資料３をご覧ください。 

資料３は、先ほど言いましたがキャッチフレーズの部分です。こちらの案を提示し

て、本日議論するということにしておりました。 

ご覧の通りですが、まずＡ～Ｈまでアルファベットをふっておりが、伊藤委員と高橋

委員から、それぞれご提案いただいてきました。Ａが伊藤委員でＢ，Ｃ，Ｄが高橋委員

からのご提案で掲載させていただいています。併せて、事務局からＥ～Ｈまでの４つを

今回ご提案させていただいております。 

この後、具体的な議論をしていただくので、伊藤委員と高橋委員から頂いた案につ

いて、込めた思いなどをご説明いただきたいと思います。 

まずは、事務局の案を説明させていただきます。 

Ｅ～Ｈまでの４つです。資料 1 の【議論②（「第４章 将来のまちの姿」のキャッチフレ

ーズ）】に記載されている、前回頂いたご意見を踏まえて、当方としましては、「協働」と

いう言葉を意識しつつ、「人」に着目した感じで案を作っています。１０年計画ということ
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もあり、まず１０年を意識したものとしましてＥの「超えて、つながり、生きるまち」です。

かっこ良い感じにしており、少し分かりづらいかもと懸念はしていますが、１０年後の豊

浦の未来に向けて、人と人がつながって、みんなで課題解決しながら、新しい魅力を

生み出していこう、というメッセージを込めています。 

Ｆの「ひとの輪、まちの和、とようら」は豊浦を取り巻く色々な「わ」に着目したもので、

噴火湾の環（わ）に囲まれた豊浦で人の輪（わ）、まちの中にある色々な和（わ）で豊浦

らしい町を創っていこうというメッセージになっています。 

 

ＧとＨは、人を前面に出したキャッチフレーズとなっておりまして、Ｇが「人とつづく 

人のまち とようら」、Ｈが「「人の中」にあるまち とようら」、Ｇ案につきましてはサブタ

イトルにもございますが、「～一人ひとりの営みの先に豊浦がある～」ということで、町

民一人ひとりが頑張るその結果として豊浦という町が形づけられる、というメッセージ

が込められています。「一人ひとりが頑張る」という文言の中に「みんなで協力しなが

ら」という意味も含めているのですが、文言的には少し意味が見えてこないかなと弱い

部分だと感じています。 

Ｈ案につきましては、Ｇ案とコンセプトとメッセージは同じなのですが、「人の中」とい

うところには、町民の他にも豊浦に愛着がある方や、思いがある方にも、心に残る町

であってほしい、といったメッセージも込めてあります。サブタイトルの「～みんなで考

え、みんなで創る～」は、基本的には町民を意識しつつも、先ほど言った豊浦に関わ

る方たちも対象に出来うるような、サブタイトルにしています。 

 

簡単ですが、事務局の案は以上となります。 

質疑応答、意見交換 

 

（小西会長） 

それでは、事務局からの説明を踏まえて、意見交換を行っていきたいと思います。 

まず、前回からの修正されている部分について、ご意見がありましたらお願いいた

します。 

資料３については、この後に事務局のほうで補足して、また説明をお願いいたしま

すので、資料３以外で皆さんのほうからご意見があればお願いします。 

 （一同） 

 異議なし。 

 （小西会長） 

では、異議なしということで、確認させていただきます。 

 

議論①基本構想における「将来のまちの姿」（キャッチフレーズ）案 

それでは、資料３につきまして、前回の宿題となっていました、将来の町の姿、いわゆ

るキャッチフレーズのことなのですが、高橋委員と伊藤委員からのご提案を含め、また

事務局の案を踏まえて８つの案が諮られております。まずは伊藤委員、高橋委員から

のご提案に含めた思いを込めてお話できれば良いかなと思いますので、伊藤委員か

ら簡単にお願いいたします。 



5 

 (伊藤委員)  

多分、今日たくさんの案を持ってきている方もいるかと思うので、事前に渡したほう

が良いかと思い出したのですが、たたき台としてみていただければと思います。 

思いとしては、色々な移住される方や、定住して豊浦にいらっしゃる方とか、夏場に

観光の方がたくさん訪れる町なので、そういうことをイメージしながら、自然豊かな美し

い町というのを将来 10年後も継承していければという思いです。 

 （小西会長） 

ありがとうございました。続きまして、高橋委員さん３分程度、思いをお願いいたしま

す。 

 （高橋委員） 

特に深い意味はないのですが、文言の作り方としては、結論までを言わず、なるべ

くこの文章を見て、皆さんが意味を忖度してくれるような、文言にしたいと思いました。

やはり、この計画自体が皆さん色々な思いを持っていらっしゃるから、ただ１つ思った

のは、自助、公助、共助、の中で、公助の公共が担う責任があるという、それは当然

のことなのですが、共助の部分を、これから大切にしていかなければと、支える人も、

支えられる人もこれから高齢者になってきているという中で、お互い高齢者も若い人も

みんなが共助の心で、取り組んでいかなければ地域が保っていけないという、思いが

ひとつあったので出した３案全てに取り入れたつもりであります。 

１番目は主タイトルしかありませんが、２番目と３番目は前段が主タイトルで、「・・・」

のあと、後半がサブタイトルという感じ見ていただければと思います。３つとも大体、似

たような内容ということです。 

以上です。 

 （小西会長） 

ありがとうございました。 

では、皆さんのほうから案があればお願いします。 

 （清水係長） 

一応事務局的にいただいたのは、お二方からでしたが、もし今日お持ちになってい

る方がいらっしゃれば。 

 （小西会長） 

実際はこの伊藤委員と高橋委員の他に皆様からご意見があれば、これらを組み合

わせるのでよろしいのではという意見でもありましたら。 

そうしましたら、お二人から良い案がでましたので、組み合わせればよい構想になる

のではと思います。 

 (米永委員) 

前もお伝えしたと思いますが、私は豊浦町にずっといたのではく、途中から移住して

きた者ですが、あとは学校という形で活動させていただいたので、第一に魅力という事

でいうと、皆様よく聞く言葉かもしれませんが、私たち、外から来た人が特に感じるの

は、自然の豊かさです。私個人もそうですし、学校活動していく中で子どもが学ぶ環境

としては本当に最高です。やはり、その自然の豊かさというのは豊浦の魅力の一つで
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あると思います。 

つい先月、皆様にいろいろご迷惑をおかけした点もあったと思いますが、海外から

のウェイフェアラーズという歌の合唱団、オーストラリア、台湾、中国、ヨーロッパ、韓国

からこの豊浦に来て、皆さん「美しいまち」、「自然がすごく豊か」、「すごく平和的」、「の

んびり出来る」、「心が癒される」と、ほとんどの方が言われていました。それもやはり

ここの魅力なのかと思いますし、これらは外から来る人達にとっては、「自然の豊かさ」

など、結構ありふれた言葉ですが、すごくキーワードになっていると思います。 

 （小西会長） 

ありがとうございました。他に、田中委員、ご意見ございますか？ 

 (田中委員) 

申し訳ありませんが、まだ移住してきてやっと 3 年です。日々、新富と国道のセイコ

ーマートへの買い物をする生活しかしていない者にとっては、なかなかどうしていいの

か。 

一言言わせていただきますと、ピンポイントと言いますか、キャッチフレーズってエッジ

の効いたものにすると反響は出やすいですが、逆にエッジが効きすぎると、エッジから

外れた人にとっては、全然、的に刺さらないという難しい仕事だと思います。その辺り

がなかなか、どの言葉を繋げていけばいいのか、前の資料を頂いて、よく熟読はした

のですが、どこを推していくかということが、すごく難しいと思います。 

 （小西会長） 

ありがとうございました。長谷川委員も何かご意見ございますか？ 

 (長谷川委員) 

今、田中委員がおっしゃったように、私もガツンと言いたいところがあるのですが、

今まで何十年もこういう計画を立てているのですが、相変わらず、ずらっときているよう

な、私から言えば、「協働で、皆で変えれるのか豊浦！！」と、ガツンと言いたいところ

なのですが、これはそうやって言うと、今までずっと来ている人、作ってきている人が、

何なんだっていうふうに思うだろうから、あまりきつい言葉では出せませんが、この中

にある中でやった方がいいような気がするのですが。私としては今まで色々なことを言

っていますが、これからは、町民も町の職員も一緒にやろうなんて言っているが、「本

当に変えられるのか！！豊浦」という事を出したいところです。しかし、それを言うとや

はり、今までの事がある方の思いが、となるので、やはり強くは言えないので、このふ

んわりした中から選んだ方が良いのではと思います。 

 （小西会長） 

ありがとうございました。それでは、皆様のご意見を踏まえて、先程言ったようにお

二人の組み合わせも含めて素案を調整することでよろしいでしょうか。他に意見ありま

すでしょうか？ 

 (長谷川委員) 

今、先生もいるけれど、教育のこと一つ取るにしても、学校の先生が東京には多い

ですとか、国の方では先生が足りないと言っている、生徒は少ないのに先生が足りな

いと言って、今クラスに 10人～20人しかいないはずなのに、担任、副担任、補助教員
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に何だとか、それは豊浦町で頼みなさいということになる、これからは部活動の先生も

町の方に頼みなさい、何するにしても町の方でお金出して頼みなさいと。 

実際、子どもは何人いるのか？というときに、4,000 人の内 5％程度しか幼稚園から

高校生までいないと思うが、それにお金をたくさん出しているが、その中に、高校卒業

して、豊浦に残る人は何人いるのかということです。教育と言ってすごくお金をかけて

もいいが、それがたった 5％程度の少ない人口にかけているのだから。私はかけては

いけないと言っているのではなく、お金をかけた高校生が卒業すると大学へ行っても、

豊浦町に戻る仕組みで、卒業した人を豊浦町の職員にするとか、企業に補助する事と

同じように、給料の一部は豊浦町で払うから雇ってください。あるいは、企業でも漁協

でも農協でも職員をやって、一応豊浦町の職員として出して戻して補助するとか、今、

介護人もいないのであれば、一応豊浦町の職員にして病院に行かせて資格取らせ

て、どこか移すだとかまた戻すのであれば、最初の話である基本姿勢、町民と一緒に

やろうというところが、少しでも納まるという気もします。 

お金はすごくかけてもいいが、更にもう少しかけて、豊浦町の移住してくる人を募る

より、親を見て子が豊浦町に留まる方がずっといいと思う。そうすれば、子どもも増え

ると思います。だから連携した、お金をかけてもいいけど、学生だけではなく新卒から

の就業者にも少しお金をかけて残すとか、そういう先の方まで考えていってもらった方

が、豊浦町の為になるのではないかと思う。 

だから今言ったとおリ、変われるのかと。ちょっと、今すぐには出来ないと思うが、少

しずつ豊浦町でも考えていって、なるべく、余所の町にせっかくお金かけて子どもたち

を出さないように、大学行っても戻してきて、豊浦町の為になるようにするとか。そうし

たら、企業にもお金出してもいい、産業の方にも豊浦町からお金を出していくという形

になったほうが、そういうように考えて行った方が、豊浦のためになるのではないかと

思います。 

 （小西会長） 

ありがとうございました。 

町を上げて、移住等に取り掛かっているのですが、なかなか難しいです。 

ある程度少ない所で教育させたいという事で、豊浦町に移住しに来ておりますが、

長谷川委員がおっしゃったように、補助教員等も含めて政策を考えている、豊浦町は

今年から給食の方も、半分ほど助成しております。 

女性の方でなにかご意見ございますか？金丸委員さん、感想でもよろしいですが、

何かありましたらお願いいたします。 

 (金丸委員) 

あまり、「これ」という前面に押し出すような魅力を見出せないので、なかなかことば

にしづらいです。 

 （小西会長） 

では、高岡委員とか。 

 (高岡委員) 

キャッチフレーズについては、今日この場に皆もってくるっていうから作って持ってき
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ました。私は考えたら、ここに住んで 70年くらいになります。それで、70年いるから、そ

ろそろ色々なことが分かってきた。 

10年スパンですよね。10年後に私はもういませんが、10年後にそこにいた方々が、

いかに張り切ってさぁやるぞ、駄目だ、こんな町、どこかいくかと、極端になるのではな

いかと思う。私たちが作っているのは基本的には 10年後の人たちも、次の代にいける

ためのことかなと考えたのですが。 

いきなり言いますが、一つ目、「輝く未来へ歩む豊浦町」。新規就農などもいいです

けど、他の観光の事とか、漁師でもホタテも大分いるという話も聞きますが、そういっ

たことも補助した方がいいのではないかと。そして 10年後、その時いた子ども達にも、

未来に向かって進んでくれ、頼むぞ！というような感じで、やってみました。 

2つ目は「豊かな心と思いやりの豊浦町」。かなり色々なものがギスギスしている。こ

れはやはり解決しなければ、次の世代の人たちにも、綺麗にして渡してあげた方が良

いのではないかと。私は責めているつもりはありませんが、例えば、いちご豚祭りやっ

ていますよね、あれの会議、一回です。紹介も兼ねてやっているのに、全然意見の言

えるところではないです。お祭りもそうです。この前やりましたが、人がいないのです。

沿道見ても同じおじいちゃん、おばあちゃんがいます。そういうことも大事な要素、だと

思ってこれを考えました。 

次は「お互いに気配りのある豊浦町」。気配りが無さすぎる。俺の所だけ成功すれ

ばいい。俺の所に幼稚園を建てればいい。他の事は関係ない。幼稚園も今より良いも

の作ってくれ。そういうようなことが今年はあるから、来年はこうがいい。そういう業者

の兼ね合いもあるだろうが、住民の人たちも、何を住民の方に、何が欲しくないなど、

10 年後に誰も悪くなく、批評や批判するよりもお互いに話し合ってそういう事を言って

ほしいということ。 

最後は、「一人の点が二人で線に成り、やがて面になる・・豊浦町」一人では何もで

きないというのはおかしいが、二人でやった方が三人分、四人分と、出来る可能性が

広がると思うのです。二人でやっているより、町民みんなが、繋がりもって、そんな豊

浦町を作ってくださいと自信を持って言えるようにしていきたいという事です。 

 （小西会長） 

せっかくですから、高岡委員さん今いろいろ鼓舞していただいたのですが、委員の

皆さんこれについて何かご意見いただければありがたいなと。 

 （清水係長） 

そのまえにちょっとよろしいですか？ 

事務局としては、今日の議論の着地点をちゃんとお話しなければいけないかと思い

まして。私としては、もちろん案の中で決まっていただけると非常に有難いのですけ

ど、恐らくそういうものではないのかと感じていますので、せめて方向性だけでも出し

てほしい。取捨選択をできればしてほしい。というのは、次回、提案するにあたって、方

向性が見えないと、全くレベルの変わらないものをまた提案してしまうので。せめて建

設的にこういった方向が良いのではないか、など。 

例えば、先ほどのお話でありましたが、あまりエッジが効きすぎたものにするのはリ
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スクがあるのではないかとか。私も個人としては、同じ思いがありますので、そういっ

た形で誰にとっても当てはまるような、無難なものが良いのではないかというのであれ

ば、今の出ている案の中で選びようがあるのではないかなと思います。出てきている

案の中から、タイトル、サブタイトルのものを色々繋ぎ合わせて、そういう作業もできる

ので、大きな方向性を出していただけますと、非常に有難いと思っていますので、その

点を踏まえて何かあればお願いいたします。 

 （小西会長） 

 皆さんからご意見などあればお願いいたします。 

特に、高岡委員さんのほうから養育費からの教育補助ということで、以前にもお話し

たが、新聞社がたくさんある中で、特に北海道新聞は図書室に新聞を置いてください。

という要望があります。これは国を挙げて交付税の中に入っているのですが、それに

しても全国、全道的にも新聞を置いていないです。行政のほうでは子どもたちに分か

るように夕刊とかは朝刊の一部でふりがなを振って、子どもたちに読めるように載せて

いただいておりますけど、そういう面を含めて他の委員さんご意見ありましたらお願い

いたします。 

 （高岡委員） 

今、図書室のことを言われたのですが、図書室の広さのことを言ったのです。結局、

借りて調べるとなるそれでも良いのですが、でもそこで調べたいものがあるとなったと

きに、そのスペースが全くない。事務所だけして、あくまで例ですが、そういうようなこと

を見直さなきゃいけないところが多々ある。単に大岸に幼稚園ができて良かったでは

なく、全体をみて考えて１０年間で。毎年、本の貸し出しも増えてきているので、実態を

見て、そういったものがいっぱいあるのです、色々な地区、地域で。そういうのを総合

的に考えていかないといけないと思います。 

 （高橋委員） 

キャッチフレーズのフレームとしてのお話でしたけども、先ほどから何人かから言わ

れていますし、伊藤さんと私のとりあえず出した案も、インパクトを狙ったものではない

です。文言の使い方やそのものも、これは考え方だと思います。批判を覚悟で、インパ

クトのある言葉を使って注目を集めるかと、誰かが言っていましたが、それこそどっか

の大統領が「チェンジ」だとか「なんとかファースト」とか、あれはインパクトもあるが、一

方で批判もあるわけですね。そういう意味で基本構想、総合計画の中で変えましょうと

いったあからさまな言葉を使ってしまうと、じゃあ何を変えるのか、今までの豊浦での

取組が駄目だから変えるのか、再生するのか、ということにも成りかねないので、あま

り奇天烈な言葉を狙わないで、この未来に向かって、高岡委員が言っていたように１０

年２０年後も、私たちの次の世代が安心して住めるような印象が持てる文言で、キャッ

チフレーズが良いかと思います。 

 （長谷川委員） 

これ見ても、高橋委員の ACDの案と、高岡委員の案の１つ目「輝く未来へ歩む豊浦

町」は似たような文言があって、似通っているので集約して絞っていったほうが良いと

思います。 
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 （高橋委員） 

ただ、ここで選べと言われても、困るので、この後内部での決定事項になるのでは

ないか。 

 （藤原室長） 

キーワードで、これは外せない、取り入れたいといった意見はないですか？先ほど

米永先生が言っていたのですが自然の話で言うならば、今回、中学生との意見交換

を行ったときに、町長は中学生の意見としてインパクトが残っているのが「何もないけ

ど自然は良いよね」という意見が多かったです。その「自然」というのはキーワードに残

すべきだと米永先生が言っていたので、元々住んでいる人には感じづらいことかもし

れませんが、他から来た人からすると「自然」というのはキーワードとして、何か言葉に

入れるのではなくて、その解説の中にでもあったほうが良いと思う。あと事務局からの

提案でいうと「人」というキーワードがあるのですけど、高橋委員からも言われている

「共生」や「共助」といった部分「人」というキーワードを何か入れたほうが良いかと、キ

ーワード同士の組み合わせかと思います。方向性として、特化させるのか曖昧化させ

るのかも定めたい。 

 （小西会長） 

 皆さんから、ご意見いただいたものだから、色々言い合っても時間的なこともあるの

で、委員の皆さんからの意見をも踏まえて、事務局のほうで再検討するようなことでよ

ろしいでしょうか？ 

 (高橋委員) 

コンサルさんの知恵も借りながら、キラキラネームにならないように検討していただ

ければと思います。 

 （小西会長） 

後から付け加えてもよろしいので、今回は時間的な流れもありますので、次のほう

に進めたいと思います。 

皆さん、貴重なご意見を本当にありがとうございました。 

 では次に、議題の二つ目に進ませていただきます。事務局のほうから説明をお願い

いたします。 

 議論②基本計画の骨子案について 

(清水係長) 

今回、基本計画の骨子案ということで、本体のほうは資料６となりますが、私のほう

でこれから資料４～６の説明をさせていただきます。 

まず資料４は、基本計画の構成について示しているものです。資料５は、基本計画

の中身を一覧表で整理したものとなります。資料６が本体となります。 

まず資料４から説明させていただきます。左側が基本構想から基本計画の流れを

記載しています。基本構想のほうで豊浦町の現状の把握をして、将来の町の姿、４つ

の町づくりの基本目標を構成しており、これを踏まえて基本計画のほうでは、その下に

ぶら下がる形で政策と施策を記載することになっています。 

右半分側が基本計画の構成を表したものとなっています。右半分のさらに左側の



11 

部分ですが、資料６の実際の基本計画を転記し、レイアウトイメージを示しているもの

となります。ご覧の通り、①～⑨まで赤い枠で囲まれています。その各構成について

の詳細を右側で解説しています。一部を抜粋し、説明させていただきますと、「⑥成果

目標」これについては第１回審議会でも確認しましたが、全ての施策には指標は掲げ

ず、ポイントとなるような施策に指標を掲げましょう、ということを記載しています。 参

考資料Ａ４用紙を１枚つけていますが、 これが今回の総合計画の基本計画の中で、

指標を付したもの付してないものを表しています。今回これを指標に設定をして、現状

と目標値まで表しています。参考までお知らせします。 

あと、「⑨みんなで意識すること」ということを設けています。これは、それぞれ取組

を進めていく上で、町民、議会、役場のみんなが意識するようなポイントとなるようなこ

とを記載しています。構成全体は資料４でイメージつかんでいただけると思います。 

資料５と６に関しましては、基本的に同じ内容となっております。 

資料６の本体のほうで、今日は説明させていただきたいと思います。まず、資料６の

基本計画のほうですが、見ていただけると分かると思いますが、箇条書きを採用して

おります。文章は最後のページに出てくるところ以外は出していません。何故かと言い

ますと、読んでいただける計画を作っていきたいなという思いがありました。他の町も

総合計画を作っているのですが、基本的には文章が多めに書いてありまして、読むに

は相当の労力が必要になると感じているところがあったので、箇条書きを採用させて

いただきました。 

文章が不必要だといったことではないです。今回の豊浦町の計画は、実施計画を

作らないことで確認しており、実効性の部分は各課の計画等に委ねることにしており

ます。実際、各課の計画を見てみると、そこに文章が説明書きと共に書いてあります。

なので、今回の基本計画のほうでは、基本的には文章で書くことは避けています。 

中身の説明は箇条書きなので、後ほど簡単に説明させていただきますが、その前

に１点、ご説明があります。 

基本構想も基本計画も当てはまるのですが、読んでいくと分かりづらい文言が出て

くるところがあります。 そこに関しましては、最後の出来上がりの際には、用語解説を

いたしますので、あらかじめお知らせした上で中身のほうを簡単に説明させていただ

きます。 

まず、１ページ目ですが、政策１の関係は、住宅と移住関係になっています。現状に

関しては、ライフスタイルの多様化、地方への人の流れの創出というのが、国も行って

いて豊浦町も目指しているところです。その中で、目指す方向というのは、ライフスタイ

ルが多様化することに対応するように、個々が望む住生活のサポートや、豊浦町が好

きな方には豊浦町民になっていただきたいという思いで、目指す方向を記載していま

す。 

２ページ目は、施策部分となります。施策１－①の、住んでもらうためにも住宅を確

保する、という視点に立って、施策の方向としては、住宅整備の支援などを記載してい

ます。施策１－②は、豊浦町に移住した方が移住だけではなく、しっかり定住できるよ

うにする、という視点に立って、方向としては、事前に豊浦町での生活を体験していた
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だく、暮らしや魅力を体感していただく移住体験の充実が重要になってくると考え、記

載しています。みんなで意識することとしては、現在、空き家が町内に存在するので、

空き家の利活用という面で色々な情報収集や、町内への移住者との出会い、受け入

れを地域みんなで行うような意識が必要なのではないかと思っています。 

政策２は、 産業振興の関係を記載しています。現状、ＥＰＡ/ＦＴＡによる貿易の自

由化が進んでいることや、国も今、農林水産業の付加価値を加えて成長産業化させよ

うといった動きが見られること。また、商工業に関しては、後継者不足が見られます。

訪日外国人観光客は増加傾向にあります。目指す方向としては、豊浦町の自慢の特

産品を売り込むことや、新しい価値を生み出していくことや、新しくチャレンジする人を

応援していこうといったことを深めています。 

４ページ目は、各施策になります。施策２－①、２－②、２－③につきましては、それ

ぞれ農業、漁業、林業の振興の部分となっています。その視点に立って、担い手不足

への対応や付加価値向上、生活基盤の強化などを記載しています。 

５ページ目の施策２－④は、商工業の振興という視点で、商店街の活性化、買い物

できる環境づくり、起業による雇用の創出、といった観点で記載しています。施策２－

⑤は、観光振興ということで、現在、豊浦町で進めているＤＭＯがありますが、豊浦町

らしさを出した観光地づくりや、観光を担っていく人材の確保が必要だということで記

載しています。そしてみんなで意識する点というのは、担い手や観光客の受け入れ体

制の整備や、地域内で買えるものは地域で買いましょうといった地域内消費などを、

掲げています。 

政策３は「安心安全な暮らし」の部分です。現状としましては、大規模自然災害が全

国的にある中で、リスクが高まっている。地域の公共交通の利用者が少ないことや、

地域のコミュニティが低下している状況があります。目指す方向としては、災害につい

てはみんなが自分のこととして、一人ひとりに向き合っていくことが重要であると思い

ます。また、豊浦町に適している公共交通はどういったものか考えていく必要があると

いったことを掲げています。 

７ページに移りまして、施策３－①につきましては「防災対策の構築」ということで、

自然災害を完全に防ぐというのは困難なことなので、減災の視点にたった安全対策や

自助、共助、公助の対策などを記載しています。施策３－②、３－③につきましては、

防犯と交通安全の対策の推進という観点で、町民、事業者、関係団体みんなで防犯

交通安全に取り組むことを記載しています。施策３－④に関しましては、公共交通の

維持ということで、町民のニーズを踏まえて豊浦町に適した公共交通をしっかり考えて

維持していくことが大事になるだろうということで記載しています。 

８ページ目の施策３－⑤は、社会参加の推進、コミュニティの形成という視点になり

ます。誰もが学ぶことが出来る生涯学習というものを活用して、社会参加の場や、コミ

ュニティの基盤である自治会活動の支援、男女共同参画というものが大事になってく

るのではないかと思い、記載しています。みんなで意識することにつきましては、防災

や防犯、交通安全につきましては地域で取り組むこと、公共交通につきましては、積

極的に利用しましょうということ。また、地域を牽引するリーダーを養成していきましょ
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う、ということを記載しています。 

９ページ目の政策４ですが、環境関係の部分になります。現状としては、太陽光な

ど再生可能エネルギーの導入が拡大されています。地球温暖化対策として脱炭素社

会の実現を目指す、パリ協定の発効も踏まえ、掲げています。目指す方向としまして

は、現在、豊浦町でもバイオガスプラントを整備していることを踏まえつつ、再生可能

なエネルギーを活用していく、また、地球温暖化防止についても対策を進めていきまし

ょうといった観点で記載しております。 

１０ページ目の施策４－①、バイオガスプラントに限った話ではなく、再生可能エネ

ルギーを使って豊浦町を活性化していこうという視点に立ちました。例えば再生可能

エネルギーで生まれる電気や熱を有効活用していきましょうという観点で記載しており

ます。施策４－②は、ゴミの適正処理という観点に立ちました。現状、日本はかなり減

量や分別が進んでいる国であり、ゴミの量も年々減少傾向にあります。豊浦町におい

ても、引き続きゴミの減量と分別などの活動を取り組んで、環境への負荷を軽減する

取組みを進めていきましょうという観点で記載しています。施策４－③は自然との共生

です。公園の整備や公害の防止、温室効果ガス排出の抑制といった観点で記載して

います。みんなで意識することは、ゴミの減量、分別を引き続き実践していく。再生可

能エネルギーを活用した取組みを考えていくことを記載しています。 

１１ページ目の政策５は、子育ての関係です。「健全な子どもたちを育成するための

子育てサービスの充実」と書いておりまして、慣れない育児や、子どもの進学への不

安、経済的な負担が増大している、結婚や子どもをもつことの意識の多様化してい

る、晩婚化が進行している、など社会の流れがあると思い記載しています。目指す方

向としては、安心して子育てできる環境があることや、子どもたちが生き生きと学べる

場があることが大事だと思い、記載しています。 

１２ページ目の施策５－①は、子育て支援の視点に立ち、保育のサービスの充実、

仕事や家庭の両立の推進など、子育て支援として必要な事項を記載しています。施策

５－②につきましては、全ての教育での出発点である家庭教育の視点に立ちまして、

異世代との交流によって学習機会の充実、豊浦町の自然など地域の特性を活かした

体験活動が大事と思い、記載しています。 

施策５－③は、学校教育の部分になり、子どもたちがしっかりと学べる学校教育の

推進をしていくという視点に立ち、学力や豊かな心の育成。近年、ＩＣＴなど進展してい

て社会変化が激しい中でも子どもたちがしっかりと対応できることが大事という観点

で、記載しています。みんなで意識することとしては、地域を挙げて子育ての理解や協

力、もしくは子どもたちが積極的に学べるような環境づくりが大事なのではないかと考

えています。 

１４ページの政策６は、医療と保険と福祉関係です。現状としては、豊浦町の病院も

そうですが、経営環境、医療提供体制の維持が厳しい状況にある公立病院。増加す

る社会保障関係費があります。医療、保険、福祉関係は担い手不足という問題もあり

ます。目指す方向として、安心して通える信頼できる病院があることや、健康をみんな

で考え、予防に取り組む。担い手が使命感、充実感をもって働ける職場環境が必要な
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のではないかと思い記載しています。 

１５ページの施策６－①で、医療提供体制の確保という視点に立ち、診療体制の維

持、または在宅医療の充実などを記載しています。施策６－②に関しては、健康のた

めの予防という視点に立ち、生活習慣病の予防、介護の予防、健康づくりに向けたス

ポーツ・レクリエーション活動の推進などを記載しています。施策６－③に関しては、高

齢化社会に対応した介護・福祉サービスということで、介護サービスの充実や、介護

従事者の確保などを記載しています。施策６－④は、地域包括ケアシステムの構築、

地域包括ケアシステムについてはまず用語を説明させていただきます。厚生省のホー

ムページに書かれている定義によると、地域包括ケアシステムとは、高齢者の尊厳の

保持、充実生活の支援の目的のもと、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らし

を人生の最後まで続けることができるような仕組みづくり、そういった仕組みのことで

す。この構築に向けて、全国的にも取り組まれています。この視点に立ち、生活支援、

見守り支援の充実、もしくは医療や介護の連携の推進を記載しています。施策６－⑤

については、障がい福祉サービスの確保という視点で、サービス提供基盤の整備や、

障がい者の就労促進などを記載しています。みんなで意識することとしては、各種健

康診査の受診による健康予防、地域を挙げた見守り支援・支えあいへの理解・協力と

しています。 

政策は最後となりますが、１７ページの公共施設関係となります。現状としては、一

昔前に大量に造られている公共施設やインフラ施設が更新時期を向かえています。し

かしながら、地方公共団体の財政状況というのは依然として厳しい状況という現状が

ある中で、目指す方向としては、規模・ニーズに適した公共施設を配置、ということを

掲げています。 

１８，１９ページのほうでは、施策７－①に関しては、適切な公共施設の配置として

います。施策７－②に関しては、公共施設・インフラを長持ちさせる視点に立った、予

防や計画的な長寿命化を進めていこうということを記載しています。みんなで意識する

こととしては、何がどこまで必要なのかという公共施設のあり方をしっかり考えることが

大事だということで記載しています。 

最後の１９ページ目ですが、総合計画の継続的な実行に向けてということで、１番の

部分は計画を着実に進めていくためには、しっかりとした行政運営が必要であり、また

しっかりと財源を確保し、着実に計画を進めていくことが大事である、ということがあり

ますので、それに向けて役場も行財政運営を取り組んでいくということを記載していま

す。 

２番の計画の推進に関しては、実効性の部分は個別の計画に委ねていますので、

個別の計画を推進していくことで総合計画も進んでいくという理屈になるのですが、そ

れだけでは進捗が分かりづらいということがありますので、政策評価を取り入れること

によって、推進状況を把握し個別評価することが重要である、ということを記載してい

ます。 

以上が基本計画の骨子案の説明となります。 
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 （小西会長） 

それでは、事務局のほうから説明はありましたので、まずは資料４の基本計画の考

え方についてご意見ございましたら、お願いいたします。 

いかがでしょうか？ 

 (清水係長) 

基本的には一般的なかたちにしています。 

 （小西会長） 

後から、個別の計画の項目もありますので、資料４は異議なしでよろしいでしょう

か？ 

 （一同） 

異議なし 

 （小西会長） 

では、次に資料６の基本計画についてです。基本目標わかりやすくなっております

けど、基本目標１魅力あるまちの実現について１～５ページまでで皆さんのご意見あり

ましたらお願いしたします。私も色々な資料を見ているのですが、これは分かりやすく

なっていると思います。 

 (清水係長) 

補足説明をさせていただきます。 

一応、多岐にわたる計画なので皆さん発言しづらい部分あると思いますが、今回こ

れらを作成するにあたり、箇条書きにしたのですが、記載については網羅的にすると

いう観点がございました。私が行った作業では、豊浦町が持っている計画と施策の方

向性がしっかりリンクしていることを重視しました。豊浦町で各課がもっている各種計

画を見ながら、施策の方向性との文言が繋がるようにしています。また、現状につきま

しては、国の計画や白書を見ながら整合性をとれている形にしています。あとは、漏れ

がないか作っている中で不安があります。各課の計画を全部見ているので漏れはな

いはずなのですが、北海道が作っている総合計画や他市町村で作っている総合計画

などを何点かピックアップして読み、ジャンルで漏れはないかも確認しています。 

あとは、何かその中でも抜けている観点があれば、それをいただきたいと思いま

す。ただ基本的には大きい観点で書いています。基本計画は１０年間あるので、細か

いことを書いてしまうと社会状況の変化に対応できないので、なるべく広く書いていま

す。なので、個別なことになると書いてないのではと思われることもあるかもしれませ

んが、恐らくどこかに紐付かれているような構成になっています。その中でも、何か抜

けている観点がございましたら是非、ご意見お願いいたします。 

 （高岡委員） 

１０年間で社会情勢は変わりますよね、どう対応しますか？５年くらいで見直してみ

ては？ 

 (清水係長) 

すみません、言い忘れていました。 

基本構想に関しては１０年でみているのですが、基本計画に関しては５年に１度見
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直しというルールを設けようと思っております。 

 （小西会長） 

後は、他にありませんか？ 

 (徳田委員) 

先ほどから、説明を聞いていると内容はシンプルで分かりやすく、補足説明を聞い

て、私は非常に良く出来ているなと思います。 

せっかくなので意見として、私が委員に選ばれたこと、商工業の振興で言えば、「就

労環境の整備」「働く場の整備」があると良いかと思う。 

例えば、就労環境の整備。非常に曖昧なテーマだけど、１つ具体的に言うと、私の

会社は従業員が１３０人ほどいるのだが、７割は町外に住んでいる。その方たちは、伊

達や室蘭から通っている。人口増やすのに１番早いのは、町々の企業に町営住宅な

どを建設してもらい、町が支援するなりして住んでいただくことが手っ取り早いと思う。 

住宅だけではなく就労環境の整備というテーマが１つあっても、人口の割合で担い

手が高齢化していくのであれば、まだ働いている方々の環境を整備するのが良い。基

本計画が全てに通じているのというならば、そこの部分に通じているのかどうかなと思

う。これは国交省の政策でこういった補助事業の取組みがあるのですが、町でそうい

った取組み、住環境を含めたものがあってもいいのではないかと思う。 

それから、各農業、林業、観光業、全て担い手の確保と育成と記載されています

が、商工業にはないのは何故か。２ページ目では、後継者難に直面する職業と書いて

あるのだけど、何か意図があってなのか？揃えるのであれば全て記載すべきではな

いかと思う。 

あと、資料６の５ページ施策２－④、項目４番目の「起業・新規参入による新たな産

業と雇用の創出」これである程度、網羅するのでしょうけれど、事業継承なんかも、手

間だと思います。事業継承は親子だけではなく、個人だと従業員に継承するというの

も出てきている。そんなところもどこかに入れてもらえると良いと思います。 

 もうひとつ、資料６の５ページ施策２－⑤部分の観光の振興の関係ですが、既存施

設は廃校も含まれるのですか？網羅しているのなら、それは観光じゃないかもしれな

い。日高の平取町は廃校が７校あり、全て民間に使われている。あれは、町の産業課

で一般公募をして、全国で買っていただき老人ホームや美術館になっている。観光だ

けにしてしまうと使い勝手がないので、もう少し広く取り扱ってほしい。 

 （清水係長） 

でも、学校だけではなくてというのもある。広い意味でとらえてあります。 

徳田さんの意見、概ね仰るとおりだと思います。住宅、住むところの関係は私も今

回、庁内の各課のヒアリングした中でも、病院の方にも町外に住んでいられる方がい

て、それは住むところがないといった内容も聞こえてきています。そこに関しては、資

料５の２ページ目のところに住宅の確保という項目を置いています。ここで、町外から

きたから移住者というには定義が難しいところですが、町全体として住宅政策をどうや

っていくかということは施策１－①の住宅の確保で思いを込めております。ただ、私が

記載したのは住宅整備支援しか書いていないので、そこは書き方を変えて検討したい
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と思います。 

担い手の後継者の対策部分ですが、私としては入れたと思っていたのですが、確

かに読めるところはないかと思います。ここも追加で検討したいと思います。 

 （小西会長） 

あと、１～５の中で漁業の振興というのがありますので、高田委員ご意見ありました

らお願いいたします。 

 （高田委員） 

去年、ホタテのへい死があった中で、資料６の４ページ、施策２－②漁業の振興で

いうと、「安定的な漁業支援の確保」が解決されると良いと思う。担い手の育成も項目

内に入っているし、中身はすごく良いかと思う。 

 （藤原室長） 

安定的な漁業支援の確保まで、魚種が変わってきていることとかは特段手立てが

あるわけではないのだから、なにか記載するものは思いつきませんか？ 

 （高田委員） 

特に今はないですね。 

 （小西会長） 

また後から意見がありましたら、お願いいたします。 

ひとつ、農業の件で栗栖委員。農協も店を閉店して、町を含めて農協も色々アイデ

ィアを考えて買い物方法などあると思います。ご意見ありましたらお願いいたします。 

 （栗栖委員） 

 資料６の４ページ目、農業と漁業の部分なのですが、「安全・安心な農畜産物の確

保」の「確保」は誰が確保をして、確保した後は何を行う意図はなんでしょうか？確保と

は、生産者を確保することなのでしょうか？ 

 （清水係長） 

 生産者もあり得るのかと思う、例えばですが農業の関係でいえばグローバル GAPな

どがあります。なぜこれを記載したかというと、まず意図としては豊浦町で取れるホタ

テなどの海産物や農畜産物は今とても美味しいものが多いというのがあり、それを役

場だけではなく色々な人が関わっていく中で、付加価値をつけて新たに高く売ろうとい

った試みを進めている中で、その前提であるのは安心安全でなければいけなく、そこ

が崩れると全て終わってしまうので必須条件になると思います。 

例えば、現在、洞爺のほうでグローバルＧＡＰであったり、衛生管理工程をやってい

こうなど、みんなで意識して行っていくことが重要だと思い、記載しました。 

 （栗栖委員） 

誰が確保して、その確保したものをどうするものなのか、確保するのは農業者なの

か、町として確保をしたいのかっていう意図がわかりづらい。 

 （高橋委員） 

 確保というのは、生産物ではなくて、安心安全の生産工程だとか、そういう気持ちを

もって、そういうものを確保するといったイメージということだと思います。 
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 (小西会長) 

 漁業にしても農業にしても、後継者が帰ってきてくれるということが重要になる。農協

の国の政策もあるけれど、蕎麦屋を運営するのも補助金が出るということで、新しい

農業、漁業を考えてみています。 

 （栗栖委員） 

 そば麦作っては、なかなか生産も追いつかないですね。補助金も多少は出ているの

でしょうけども、やはり、そういうものよりも高収入なものを作って、支援していかなけ

ればいけないと思います。 

 （小西会長） 

 今まで一軒の家に住んでいたのが、若い層の奥さんは子育てに専念して、旦那さん

は仕事を通う形になっている。昔からのイメージより農業のかたちが変わってきてい

る。 

 （栗栖委員） 

 今は法人化なども増えてきて、それで雇用が増えている地域もあるので雇用拡大に

向けた取組みも大事になると思います。 

 （小西会長） 

 色々ご意見がありましたので、次の議論に移ってもよろしいでしょうか。 

 

議論③（Ⅱ豊かな生活環境の実現） 

続いて②の、「Ⅱ豊かな生活環境の実現」についてです。 

６～10ページです。 

皆さん、ご意見など、いかがでしょうか。 

ここでは、自治会のこともありますので、なかなか自治会活動も大変苦労されてい

るのではないかと思います。やはり子育てしていても、子どもの数が少ないのでなか

なかうまくできないということで、なんとか 1 町内から 6 町内まで自治会活動は別です

が、子ども会活動は合同で、こういうこと等を組めないのかなという感じもします。ご意

見皆様からいかがですか。 

 （長谷川委員） 

途中から豊浦にきた、田中委員とか、米永委員とか、お伺いしたいのですが、自治

会に入っていますか？ 

 （米永委員） 

引っ越しもしていて、前の船見町では総会とか積極的に参加していて、今のところ

にきて、前よりその辺は前よりも積極的に関わってはいません。 

 (田中委員) 

それは奥澤さんが自治会長ですからね、入る、入らないではなく、新富は強制という

か自治会参加も、別に誰もいることもなく皆集まりますし。 

 （長谷川委員） 

私は今、自治会長していますが、各自治会長さんに聞くと、他所から来ている人は

なかなか入ってくれないらしいです。その辺どうなのかなと、どういう気持ちなのかなと
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思いまして。 

子どもがいる人として、私としては豊浦町のアンケート見ても、お祭りのようなことが

ないですとか、いろいろ書かれていましたよね。ですから、自治会活動で子どもの事を

やってあげたりしたいのですが、入ってこないのなら、それも出来ないです。子どもとい

うのは夢を持って生きているから、小さい時からお祭りがあったなど、そういうものがた

くさんあるところで育った方が、頭の方も裕福になるのではないかと思いますし、小さ

い時にしてあげようと思うのですが、なかなか入ってくれない方がいるものですから。

どういう考えなのかなというのを聞いてみました。 

 (田中委員) 

では私から。内地に住んでいた者で、不動産をやっていて、自治会子ども会という

のは常に、造成地域ですとか、100 件くらい家を建てれば当然自治会というものを作ら

ないといけないわけで、それでも入らないというのは、生活に対して、その自治会に入

らなくても困らないというのが本音になります。 

豊浦の中でも、雪が少ないとか、人と関わらなくても自力で生きていけるというエリ

アは、何かしら自治会に加入することによるメリットがあるというものを提示していかな

いと、入ってくれない。 

逆に新富のように、入らなければ自分が生きていけない。ママダンプで除雪出来な

いのでトラクターで助けてもらうとか、自分が生きていくためにはまちの中に溶け込ん

でいかなければ、生きていくことが一人ではどうにもならないという環境、同じ豊浦の

中でも、すごくはっきり分かれるのではないかと思います。 

船見町とか個別の意思で、言ったら問題になるかもしれませんが、あくまで自分の

子どもを学校にいれるために豊浦にきているわけで、自分がこのまちに住むメリットっ

て、学校以外のものでなければ自治会に入る定義付けはなかなかないので、どういう

ところを、もう少し、内地の不動産業者を経験した自分から言わせていただくと、お金と

かではなく、子ども会の祭りで祭りがないから加入する意味がない等あるのでしたら、

行政の方で、しおさいとかである催しものとか、各エリアを統合した何区画かによっ

て、お土産券を付けてあげるとか、そういった形で自治会長等を常駐して、メリットを享

受させるという方法が一つあると思います。 

 （長谷川委員） 

受入側にも問題があると思います。生活するということになったら、ゴミも出る、何も出

る等あると思いますが、他所から来たら、そういうのは無視して、私一人で生きていき

ますからと、はね付けられてしまうことがありまして、説明してもそこまでですし、説明

できる人もなかなかいません。 

 (田中委員) 

加入率を上げるポイントとしては、自治会長がその方にいきなり言ってしまうと、新し

く入ってきた方は、何かやらせられるのではないかとか、押し付けられるのではないか

といった不安があります。ただ自治会加入率の高いエリアは、入ってきた人が次に入

ってきた人に、ここの町内会に入っておくと、こういうメリットがあるからあなたも入った

方が良いわよ、という人のポジションを作るというのが、組織化していく上では重要に
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なるかと。 

いきなり自治会長が来て入って下さいと言われて、よほど強面か、ホタテや苺を両

手に持って、お願いしますなら別ですけど、やはり名主という方々から直接言われてし

まうと、いきなり移住してきて、ピンポンされて出てきた方が自治会長や関係者の方だ

と、やはりひきますから、コミュニティを作る上でも、一年先に移住された方が、入った

方がいいよ、メリットがあるよという、掛け合いが必要かと思います。人間の心情的な

面で、そう感じます。 

 （小西会長） 

豊浦は特に山間部は雪が多いので、自治会と仲良くしないと、除雪対策が大変な

のです。ですので、山間部の人は移住者が来ても、大体入っています。 

一つ隣の洞爺湖町の高台が別荘地でもあって、自治会の中で高台は農業なので、

町内会の事務局長が全部やってあげるなど、高齢者クラブの旅行計画をして上げたり

などしています。玄関の先まで雪を投げてくれるので、特に山間部は豊浦町にもそう

いう一つの事例がありますので。なかなか難しい意見もありますが。 

あと、お子さんがいらっしゃる方は、僕の住んでいるところは子どもの数が多いの

で、ほとんど子ども会の関係で 100％近く自治会に入っています。その他の方につい

て何かご意見ありますか？ 

 （清水係長） 

事務局の方からで申し訳ありませんが、今の自治会の関係は、長谷川委員にお伺

いしたいことがありました。 

自治会について政策の 3 番のところ、8 ページの所にあるのですが、実は役場内で

議論になった部分でもありまして、自治会というのは基盤になるところなので外せない

というふうに私から主張させていただいています。 

役場全体でも皆同じような反応なのですが、今の議論の中で聞きたいのは、実は 6

ページを見ていただくと分かるのですが、指標として、自治会の世帯加入率の維持と

いうように書かれております。計算が色々あるようですが、90％程度入られているとい

うことで、比較的高い方の数字と所管からは聞いておりますが、私が思っているのは、

確かに加入者が入ってくれないという問題はあると思います。加入した方が、自治会

のイベントに参加するという観点ではどうか。参加してくれないものなのですか？現状

としては。 

 （長谷川委員） 

自治会にもよりますが、若い人中心の行事をやると若い人が出席してくれます。極

端な話をすると、スポーツ系のものでしたら、若い人は主席してくれますが、75 歳以上

の人は出席してくれません。動かないでお話しするような会でしたら出席してくれま

す。あとは曜日も関係しています。働いている方は、土曜日、日曜日であれば参加し

てくれます。やはり町内に住んでいる人によって、参加率は大きく変わっていきます。 

 （清水係長） 

もしかしたら、その自治会によってはイベントやっても参加してくれる人が少ないとい

うところもあるのでしょうか。 
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 （長谷川委員） 

そういう行事を行っていない地域もあると思います。40 数地区ありますから。でも私

たちのところでしたら、若い人や働いている人もいて、お年寄りもいるという状態です

ので、併せて土曜日や日曜日にする等にすると、色んな事で参加できるように考えて

います。 

 （清水係長） 

自治会へ加入も大事だと思いますが、その先のそういったところで人と人との繋が

りが生まれてくるのだろうと私も思っておりまして。 

 （長谷川委員） 

今来た人に聞いても同じですが、よくテレビとかで言っていますけど、新しく来た人

は、役員にさせられるというような感じがあるので、なかなか入ってこられないという人

も中にはいます。結局まだ仕事しているのに、役員にされたら出ないといけないという

人もいますし、様々な条件がたくさんあると思います。 

 (田中委員) 

あと 1点確認させていただきたいのですが、東日本大震災が起きた時、防災の方か

ら言われたのですが、豊浦町にあるもので非常備蓄倉庫、お水とかお菓子など、あれ

は自治会名簿に記載のある方しかもらえないというルールですか？ 

 （藤原地方創生推進室長） 

いえ、町は全町民に出しています。自治会に入っているから出すとかではないで

す。基本的には国民の保護法で決まっていますので、基本的には国民全部同一のよ

うに出さなければいけないので、自治会に入っていないから、あなたには水はあたりま

せんとかはありません。 

 (田中委員) 

実は内地の方では、自治会名簿があって、仕切るときに自治会名簿でチェックをい

れていて。 

 （藤原地方創生推進室長） 

自治会で独自に備蓄しているものがあると、自治会に入っていないと、頭数に入っ

ていないので、それは当たらないと思います。 

 （長谷川委員） 

町の方から、自治会に「何戸ですから」と来た場合に、今言われたとおリ、自治会に

入っていない場合は個数が足りないので、臨機応変に入っていない人がいるからと言

ってもらえれば配れますが、豊浦町に登録している個数のみで来てしまった場合は入

っていない人のところにはいかないです。 

 (田中委員) 

私の認識が少し違っていたようで、私の住んでいたところは、国と自治会で両方備

蓄倉庫を持っていて、国の方は必要最低限の水と乾パンで、自治会の方は、美味しい

お赤飯とか、満たされた食料を 3 日分はもらえるのですが、水と乾パンが嫌でしたら、

自治会に入っていただいて、万が一の時は美味しいお赤飯がもらえると。 
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 （藤原地方創生推進室長） 

自治会の方は、市町村なりから支援をいただいて、自治会の数分を備蓄しているの

だと思います。 

 (田中委員) 

豊浦町の場合は、あくまでも。 

 （藤原地方創生推進室長） 

基本的には全町民分を確保していますが、ただ自主防災組織というのを今自治会

毎に作っていただくようにしていますが、そこで今、把握できている人数分しか用意し

ていないと思います。そこの部分での差は出るかもしれませんが、基本的には町民全

員に当たるようになっています。 

 (田中委員) 

そうだったのですね。 

 （小西会長） 

結構豊浦町では、自治会会長さんの方に高齢者の名簿を渡して、自治会の茶話会

とか旅行に参加したら、助成をしてくれるなど、高齢者のお祝いがあったら赤飯とか、

町内によってお金があるところは豪勢なものをお祝いとしてあげています。ある程度の

名簿は自治会長さんのほうにはいっています。そのようなこともありますので。先ほど

からも言っているように、段々自治会に入らないというのも、なんとなく考えてみるとそ

うですが、そうするのかなという。 

この間もたまたま、移住者の二人の方からお電話いただきましたが、礼文地区でし

ばらく停電になったらしく、隣の若い奥さんが、移住してきた年配さんに「大丈夫です

か？」と、「電池とか、ロウソクとかありますか？」と親切にしてくれたことで、電話いた

だきまして、特に礼文町はそういう親切な方がいます。 

たまたま僕ら、研究会をやっていて聞いたのですが、豊浦本町もそうですが、隣近

所から、ホタテ等頂きまして、「豊浦町は良いところですね」と、町内のコミュニティとい

うものは皆様から、お褒めの言葉を聞いています。それでは、次の③の方に移りま

す。 

 

議論③（Ⅲ誰もが住みやすいまちの実現） 

続いて、「Ⅲ誰もが住みやすいまちの実現」についてです。11～16ページです。 

皆さん、ご意見など、いかがでしょうか。 

 (長谷川委員) 

5年 10年のうちに子どもがたくさん増える見込みはあるのですか？ 

教育もたくさんしてあげたいのですが、広報見ても生まれないときもあるので、この5

年 10年の計画の中に子どもについてたくさん計画しても。 

 （藤原地方創生推進室長） 

現状見てもらえれば、特殊出生率、1.12 というのが現状です。 

 (長谷川委員) 

1.12を 1.80にするのを目標とするといってもなかなかこれは。 
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 （藤原地方創生推進室長） 

今現状としては年間に 20前後ですね。 

 (長谷川委員) 

今学校行っても 1年生 20人、2年生 20人、大体 20人前後。 

 （藤原地方創生推進室長） 

1.8になると 35人、35人生まれればいいです。 

 (長谷川委員) 

そういうような状況で学校行っても、小学校から中学校見ても、ほとんどが 20 人前

後、19 人のところもあれば、一番多いところで中学校のどこかのクラスで 23 人だった

と思います。だから、子どもについてたくさん書いていていいなと思うのですが。 

 （清水係長） 

考え方としては、1.80というのは実は 2012年の時は 1.80で 35人くらいいまして、そ

れがマックスです。例えば 12 ページに書いてありますが、考え方としては、子どもを産

んでいただくというのは、我々にとってはどうにも出来ない事ですよね。 

なので、私たちが出来る、行政もそうですが、周りに住んでいる住民の方もそうです

し、もしかしたら企業の方もそうかもしれませんが、私たちが出来るというのは周辺整

備、それはなにかと言いますと、生み、育てる環境を整えてあげたい、そこを思いとし

てあります。 

なので、実は指標は合計特殊出生率と、保育上の待機児童数がありますが、生み

の部分というのは生む環境が整えば、合計特殊出生率に反映されていくだろうと、育

てる環境については色々ありますが、一番話題性が高いのは、待機児童。こうした生

み、育てる環境を整備していかなければ、やはり豊浦では生んでいただけなく、町外

にでてしまう可能性もあります。我々ができる事とすれば、生み、育てる環境をしっか

り整えていきたいということで、施策の方向性をいろいろ書かせていただきました。 

 (長谷川委員) 

それで先に言ったのもありますし、農業も漁業も商工も全部同じですが、住宅を作っ

てあげます、豊浦町に住ませるというのと、そこの職場に若い人をたくさん入れるとい

う事等の前段の方にも、教育のところより先に力をいれて、こっちの方に力をいれてい

くと良いと思う。 

細かいところはこれには載らないけれど、細かいところを作るときには、役場内で、

もう少し住宅ですとか。極端な話、漁業でも、インドネシア等から来ている人に住宅を

用意するとか、農業も同じですし、商工業も同じですし、病院も、看護婦さんのほとん

どが他所から来ていますし、そういう人達もいて、町内で結婚させるとか、やはり住宅

とかがないと、いつまでもただ通っているということがあるから、細かい所作るときはそ

っちの方に力を入れるように行っていただければと思います。 

 （清水係長） 

いろいろなところに関連がされるのは承知しておりますので、それを踏まえて。 

 （小西会長） 

前回も言いましたが、子ども、子育ての関係で、管内で一番先に結婚してもなかな
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かお子さんに恵まれない等で、2 回目以降町の方で全額助成をして子どもが欲しい方

に是非作って欲しいというような事をやっていますし、いろいろな面で政策をやっており

ますので。あと皆様からご意見ありますか？時間的にもう少々頑張って欲しいと思い

ます。では次に移ってよろしいでしょうか。 

 

議論④（Ⅳ健全な行政経営の実現） 

最後に、「Ⅳ健全な行政経営の実現」についてです。 

17～18ページです。 

皆さん、ご意見など、いかがでしょうか。 

 （一同） 

異議なし 

 （小西会長） 

最後に１９ページです。 

 

議論⑤（総合計画の継続的な実行に向けて） 

「総合計画の継続的な実行に向けて」についてです。 

皆さん、ご意見など、いかがでしょうか。 

 （一同） 

異議なし 

議事（その他） 

 

（小西会長） 

これも異議なしということで、資料 6の意見交換は終了しました。 

事務局の皆様の意見を踏まえて作成作業を進めて頂きたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。私の方からも特にございませんので、最後の「その他」につきま

いて事務局の方からよろしくお願いいたします。 

 （清水係長） 

事務局の方からも特に話すことはありませんが、最後にもう一度確認させてくださ

い。 

キャッチフレーズの関係ですが、ご意見何件か出ているのは承知していますし、そ

れを踏まえて作ろうと思っていますが、1 点に絞った方がよろしいですか？もしくは 2、

3 点出した方がよろしいですか？複数出ると皆さま、選べないという結論が出てしまう

のではないかなと思う部分がありまして、恐らく方向性としては長期化しないような、み

んなが受け入れるようなものという形なのかなと思っております。 

キーワードとして自然とかどう取り込むかということを考えなければいけませんが、

あまり長くせず、すっきりとわかりやすいものを目指したいと思っております。 

次回、4 回目の時にご提案させていただきますが、また 3 つ等出てきたら選べない

可能性があるのかという事を懸念しております。もしよろしければ、我々事務局から 1

点に絞ったものをご提案させていただく形でよろしいでしょうか。 

 （一同） 

異議なし 
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 （徳田委員） 

1点いいですか？先ほどキャッチフレーズの点で、想定では、人口があと 10年経て

ば 3,000人程度になるのですよね。そうすると、10年後に第 7次総合計画が町で作ら

ない可能性があったら困るので、「未来」という言葉を使うと漠然とした言葉ではなく

「次世代に繋いでいく」といった言葉を入れていただくと、なんとなく第 7 次に向かって

明るいのかな？と思います。 

 （小西会長） 

この場所では意見できなかったのですが、私はこう思っていますというご意見があ

れば、事務局の方にお願いできればなと思います。 

 （藤原室長） 

最後に次回の日程は、具体の日付はでていませんが、4 回目になりまして、来月の

下旬から 11 月上旬ということで考えてございまして、日程調整の方はまた再度させて

いただきます。 

 （高橋委員） 

10月 23日ではないの？ 

 （清水係長） 

23日ですが、ちょっと都合が悪くなってしまいまして。 

事務局説明 

 

（藤原室長） 

また日程調整をさせてください。次回を行いまして、素案でパブリックコメント前の基

本構想というか、基本計画の最終確認という形になります。 

次回は 1時間程度で会議は終了する形で考えております。議論によっては変わって

いきますが、一応 1 時間程度で終わらせたいと考えておりますので、また日程調整の

方をよろしくお願いいたします。以上です。 

進行の交代 

 

（小西会長） 

本日予定していた議題は以上であります、よろしくお願いいたします。 

閉会 

 

（藤原地方創生推進室長） 

審議会は終了しましたので、以上をもちまして第 3 回総合計画策定審議会を終了さ

せていただきます。本日は誠にありがとうございました。 

 


