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平成２７年度 第２回今金町まち・ひと・しごと創生有識者会議 

 議事要旨 

日  時：平成２７年７月３０日(木) 午後６時３０分～８時１５分 

場  所：役場２階 議員控室 

出席委員：別紙名簿のとおり １０名 

町 ・ 事 務 局：まちづくり総合戦略室 山田室長、早坂主幹、廣嶋係長 

オブザーバー 北海道檜山振興局地域政策部 生田戦略策定支援担当部長 

          同部地域政策課    渡辺主査 

株式会社 ぎょうせい 矢野主任研究員 

 

 

 

１．小川委員長あいさつ 

 事前資料が配布されているので、総合戦略室の概要や人口ビジョン検討案について、説明を簡略

的にしていただき、意見交換の部分に時間をかけていきたい。 

総合戦略として町の独自性が出されるようなものをベースに皆さんからの意見をいただきたい。 

 

２．報告事項 

  今金町まちづくり総合戦略室の概要  資料① 早坂主幹説明 

  7 月 1 日から新しく役場では、総合戦略室設置した。 

  本有識者会議委員の皆様に関係する部分としては、囲みの 4 つ目を確認していただきたい。 

  この後意見交換でのポイントとしている 4 本の柱（国の総合戦略方針） 

  ①地方における安定した雇用を創出する 

  ②地方への新しいひとの流れをつくる 

  ③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

  ④地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに地域と地域を連携する 

  これら 4 本の柱をかなえるための今金町の施策事業となり得る皆様のアイディアを今回出して

いただきたい。 

 

３。協議事項 

  今金町地方人口ビジョン検討案について 資料２ 矢野主任研究員説明 

  Ｐ１４ 合計特殊出生率の推移 

      以前は１．５７あったが、平成 20 年から 24 年では、夫婦２人で１．３９は少ない

ことがわかります。2.07 人産まないと人口が維持されないということから相当下回っ

ている状況が解る。 

  Ｐ１６ 性別・年齢階級別の人口移動の状況の長期的動向 

      男女ともにすべての年代において 15～19 歳⇒20～24 歳が減少している 

      このことは、進学や就職に伴う転出であり、Ｕターンとして帰ってこない状況として

読み取れる。ここに一つ問題がある。 

    ※ひとつは、若者の転出、ひとつは、産まれる子どもの少なさが人口減の大きな要因とな

っている。 
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  Ｐ２２・Ｐ２３ 人口の減少段階の現状と分析 

       

      第 1 段階 老年人口（65 歳以上）増加 年少人口（０～１４）と生産人口（15～64

歳）減少 

      第 2 段階 老年人口 維持・微減 年少人口・生産人口減少 

      第 3 段階 老年人口減少 年少・生産人口減少 高齢化率はずっと高まっていかない 

           それさえも減少する状況 

  

  Ｐ２３ 全国の動向から比べる相当早く、第 3 段階となっていく。 

      2020 年 第 2 段階突入 2030 年以降 第 3 段階に突入する予定 

 

  Ｐ２４ 総人口推移とシミュレーション分析 

      社人研推計  2040 年⇒4,065 人 2060 年⇒2,876 人 となる推計 

      シミュレーション１ 合計特殊出生率 2.1 まで上げた場合の仮定 

             2040 年⇒4,433 人 2060 年⇒3,626 人  

      シミュレーション２ 合計特殊出生率 2.1 まで上げ＋人口移動が均衡（転出超過でな

い）と仮定した場合 2040 年⇒4,592 人 2060 年⇒3,882 人 

 

  Ｐ２７ 長期人口推計の変化 

      様々な政策を講じて、特殊合計出生率増や転出超過の歯止めをした場合の長期推計の

変化で改善。努力をすると老年人口率も低下し、早く若返ることがわかる。 

 

  Ｐ３０ 将来人口推計の分析などを踏まえ、2040 年 4600 人 2060 年 3900 人の維持を

目指す。（人口目標の設定） 

 

      そのためには、合計特殊出生率の上昇を図り、社会増を図る（転出超過の是正）試み

が必要！！ 

      とくに、１５歳から 29 歳の層が町外に出たとしても、また戻ることができる条件を

整備する。大学等や高等学校の連携を図って、地元から進学し地元から通えるような

展開も考える。 

  Ｐ３１ これらのデータや推計を是正するため、具体的に戦略で何を進めていくのかここから

固めていく必要があると思います。 

     以上 

 

４．意見交換 小川委員 進行 

 

 今金町商工会が人口減少問題への取り組みを 1 年前から行っており別紙資料のとおり説明 

  人口減少による影響 ⇒ 地域経済の低迷、地域コミュニティの弱体 

  人口減少の歯止めとなる可能性の今金町強み⇒ 別紙１２項目 27 事業の意見集約 

   

 ３事業に絞って重点的に調査研究を進めることとなった 

  ①今金高等養護学校卒業生雇用事業 ② 空き店舗活用 ③水耕栽培による新型農業 
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 ・今金高等養護学校卒業生や親御さんにもアンケートを実施 半数以上が雇用の場があれば 

  今金に残りたいとの希望もある。 

   

 ・そこに視点をもっていくことが人口減少の歯止めにつながると進めてきた。 

 

 ・新聞でも取り上げられました植物誘致の件。北海道のブランドで植物工場を建設したい 

との企業（畳の大手会社）が、ここ今金町で障がい者を雇用し、植物工場をするための調査を 

実施する。このことに対し、今金町商工会、今金町、ＴＴＮコーポレーションと調印を行った。 

  

 ・1 年間かけて実現するための調査に入った。課題はたくさんありますが、人口減少の歯止めの 

ため、一つの展開として商工会が中心に進めていく。 

 ・この有識者会議とも連動する部分があると思いますので情報提供させていただいた。 

 

今後の会議の進め方 

 会議もあと 3 回でまとめなければならないため、本日はフリートークで発言してほしい。 

出た意見については、次回までに箇条書きで整理し、今後洗い出したものを整理する。 

 

意見交換 

 佐藤委員：困っていることがニーズ。 

・仕事について 

銀行から見て、ここ近年、起業（新しく仕事）は少ない。 

マーケットが少ないとか、採算がとれないなど難しい要因がある。 

 ・例えば、カラオケボックスがないから誰かが起業するのではなくて、無い業種を含め、 

住民ニーズがあるので情報発信するなどが必要！黙っているより少し雇用の場が進むのでは？ 

 

 ・住環境について 

  住宅事情は本当に悪い。住宅が不足している、今金もせたなも同じ状況。 

  若い人が結婚して、住む場所がないと、いきなり住宅を建てる傾向がある。 

  住環境の整備が必要！たくさん声を聞いている。 

  首都圏だと過密化しておりアパートが古くなったら入居率が低くなる。 

  不動産賃貸に対する支援は必要！ 

  ただ、借金して家を建てるのはリスクが大きいのでその資金をどのようにするかは問題。 

  町全体の事業として捉え、町がやるのではなく、例えば出資者を募ってそこで不動産を行い、 

上りを分配する仕組みをつくるなど。 

 ・ひとについて 

  女性がいない地域には、男性も寄り付かないと考える。女性が働きやすい環境をつくる必要が 

ある。女性のこんな仕事があったらいいと思う意見をいろいろ収集していくのがいいのでは？ 

事務系、接客の仕事、ニーズ調査をしてはどうか？ 

 

小川委員長：自社にも女性職員がおり、若い女性がどんな仕事を求めているか？聞取りをした結果 

      ①子育てで空いている時間を活用して、独居高齢者へのサービス（買い物代行や生活

支援家事等）など、母親たち（サービス提供者）が自由にできる仕事を希望している。 

      母さん起業。 
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垣本委員：若い母親と普段会話をしている中で、今金に何が必要か？ 

・高齢の方が増えていく中で、母親たちがちょっとした時間を利用して、独居老人への生活支 

援（ヘルパー）をすることで、高齢者も安心して暮らせて、母親の雇用の場も生まれる。 

・子育て支援センターの利用者からの声 

   転勤族の方が、主に利用されている。そのような母親は、親元から離れて子育てに悩みを抱 

えている。子育てしやすい町だと聞きます。 

・留辺蘂町に水族館がある。今金町でもカブトムシやクワガタなど、虫博物館など利用した展 

開もあったら面白いと思います。 

・子育てがしやすい町をもっと充実させてはどうか？ 

 

橘委員：  

・今金町は、子どもたちにとっては自然の中で楽しんで遊べる街だと思います。 

   クワガタや川魚など地域資源を活用して探すと楽しめる町、興味ある人しか知らない。 

      

小川委員長：観光の観点から交流人口増につながる。 

橘委員： 美利河ダムの観察窓などはあまり知られていないたくさんの魅力をもっと活用しては？ 

 

川崎委員： 

・農業の視点で話します。自動化・機械化が今後、急速に進む。そのことによって単純作業が 

すべて機械によって行われる可能性がある。 

・農業の新しい分野として、漢方でよく使われる生薬の生産地なったら面白いのでは？ 

   現在は生薬のそのほとんどが中国からの輸入で賄われていますが、近年はその需要が拡大し、 

日本の生薬メーカーも輸入による材料確保が難しく、国内の産地から調達しようとの考えが 

あるとのこと。 

この生薬は、どこでも作れるとは限らないの、特に気候や風土が合わないと栽培できない。 

もし、今金町が生薬の生産が可能な地域ならば、夏に栽培し、乾燥させ冬も作業ができ通年 

を通して稼働できることも可能だし、医療費の削減や、新たな雇用にもつながる。 

 

大谷委員： 

・民生委員の立場から、人口減少と言っても戸数は昔から２５００戸とあまり変化がない。 

ただ、戸数は変わらないけど家庭の中の人数が減少しているのが原因だと思います。 

・今金町の生活の基盤を支えているのは、今金町役場をはじめとした公務員の人たち、 

農協職員、農業に携わっている方々、商業に関わっている人たち、建設業に関わっている人

たちなどだと思います。しかし、建設業では、倒産したら今金町から転出する方々も見受け

られます。そこで、現在の今金町基盤がこのまま維持できるのか？ 

新しい企業誘致よりも、現在の生活の基盤を支えている方々への保障が大切なのでは？ 

ぎょうせいさんにお聞きしたのですが、産業別の就業者率を教えていただきたい。 

・今金町の特産品である「男爵いも」を加工した何かを展開でできないものかと思う。 

農協だけではなく、行政と商工業と話し合って進めてほしい。 

     

・新幹線が函館まで来ますが、観光客がどの程度流れてくるのか？ 

その時の受け皿を含め、今金町としても魅力をもっと発信する必要があるのでは？ 
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・国道２３０号線、長万部からせたなまでは北海道のネックレス。太平洋から日本海が一番近 

い約４５Ｋｍの距離。近隣町で協力して沿道に花を植えて花街道をつくってはどうか？ 

・太平洋と日本海を結ぶ「ネックレスマラソン」などを実施してはどうか？ 

・総合公園はあんなに管理されているのに、利用される方があまりにも少ない。非常に維持管 

理費がかかっている割には、利用されていない。 

  

・いろいろ話しましたが、まずは生活基盤を維持できるように、そして新しい企業誘致を応援 

する。 

     

・商工会にお願い、後継者がいなくなるから店が続かないなど課題は多いと思いますが、商店 

街は空洞化していて、まとまっていない感じがする。商店を集約して駐車場も確保するなど 

商店街の街並みを検討してほしい。 

 

ぎょうせい 矢野 Ｐ１８～Ｐ１９を 産業別就業者率（２２年度国勢調査）を説明 

     

安田委員： 

・学校という立場からですので、仕事とかは結びにくいのですが、過去や現在の学校の様子か 

ら、美利河山村留学は、町外の子どもを受け入れする事業を実施していたが、受け入れ家庭 

がなくなったということで、できなくなった。 

  ・今後、今金町で受け入れていただける土台ができれば、外部からの子どもを呼び込むことが 

できるのではないかと思います。 

   その時に、公教育ですので全般にわたって教育できる環境の中、今金の特色を活かした教育 

ができると思います。町として人的を含め様々支援によって、独自性を図ることができる。 

 

大場委員： 

・農協の立場から、農家組合戸数について、現在約３００戸、その内で後継者がいる世帯５０ 

戸数、合せて現在５０歳までの方１２０戸、２０年後農家戸数は２００戸を切ってします。 

・農業者をいかに減らさないようにしていくかが農協の課題であります。 

・まだ具体的にはなっておりませんが、農業センター構想があります。ワンフロア―の中で農 

業の専門職等が調査研究をすすめるなど今後今金町の構想がある。 

・また、新規就農受け入れの窓口・支援などの機能も担っていけたらと考えている。 

 

  ・全体を通して、商工会が進めているＴＴＮの植物工場誘致について、普通は流通コストなど 

様々な面で考えると、都会の側にあった方がいいが、ＴＴＮさんは、北海道でそして清流日 

本一の川がある今金町に魅力を感じ、社長が選択していただいた。今金町の自然の魅力を活 

かすことが大切。 

  ・公共的なトイレがない。 

  ・外部から集まる場所、案内などを発信するところがないので整備が必要では？ 

 

藤川委員： 

・商工会では、人口減少の歯止めを図るため、２７項目の事業提案が出された。 

・人口の減少をいかに止めるかという考え、人を外に出さない 

・今金高等養護学校は現在、２４人×３間口の７２人が在校している。 
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将来、間口増の可能性も話では聞いている。今後行政も含めて、話を進めてほしい。 

・町内会関係 末広町内会長を務めている１５０戸３００名が住んでおり、３００名の内７５

歳以上は約８０名年々減少していく。高齢者施設やヘルパー的な雇用の機会も増えるので

は？ 

      

西雪委員： 

・社会福祉協議会会長の立場 

  これまでの委員の皆様から発言があった内容で２点ほどすでに社会福祉協議会で取り組んでい 

る事業があります。 

  まずは、子育て支援の一環で研修会を実施した。 

  仕事と子育てを両立させたいとの母親が多いことから、子を預かってくれる方々を対象に八雲 

総合病院の医者を講師にあずかる場合の注意点を学んだ。 

  核家族ですから、祖父母がいない環境の家庭が多くなっている。戸数は変わらないが人口が減 

っているのは核家族が背景にある。 

   

・高齢者が住みなれた町で長生きしていただくための事業を展開している。 

 ・デイサービスや在宅介護、給食サービスなど支援をしている。 

 ・今金町の商店が減った原因をまずは分析する必要があるのでは？ 

 ・近隣の北檜山区や瀬棚区は今金町より食品や日用雑貨を販売している商店が多い。 

  なぜ、減ったか原因をちゃんと受け止める。 

 ・観光などの観点でＳＴＶラジオＰＲでは、知名度は上がっているが、どこでどのような 

  ことが今金町内で行われているかわからない。以前観光協会でも話したこともある。 

 

 ・今金町の道の駅の設置をしてはどうか？函館開発局的には難しいとの話も伺っているが 

  トイレやインフォメーションを考え設置しては？ 

     

小川委員長 

  すぐ結びつくものを優先的に提案したい。 

 ・まずは、住宅問題。住宅が少なく、職場は今金にあるがせたな町から通っている人がどれくら 

いなのか？建設業やそのほかの企業にもデータ収集し整理が必要では？ 

 ・そのことによって、独身向けや若い家族向けの住宅整備ができないか？ 

  例えば 町がモデル住宅１０００万住宅を５戸建てます。はじめは交流事業や田舎暮らし体験 

活用したり、購入したいという方に、１０年、１５年賃貸として家賃を収めていただき、最終 

的に取得できる制度などを導入してはどうか？ 

 ・子供の医療費無料化や保育料の無料化など他町で行われていますが、わが町にとってそのよう 

な施策はどうなのか？このことが人口減少の歯止めに繋がるのか？ 

       

 ・地域おこし協力隊を今金町でも導入しているが、この制度も３年という期限があり、その後の 

町としての支援などによって定住人口につながるとしたら検討が必要ではないか？起業や就業 

などの補助的支援も必要では？ 

 ・若い人の定住化を促進するにあたっては、住宅と雇用の問題が最優先！ 

  若い人が地元に残っても集える場所も必要。（楽しみや生きがいを見出す場所） 

  商工の若いグループでカラオケＢＯＸなどを運営するなどもどうか？ 
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 ・札幌国際大学と連携して様々な活動を実施していると思いますが、将来的に国際大学の分校を 

今金町につくれないのか？実習を兼ねて せたなや今金を含めて大学の誘致も人口増につなが 

るのでは？ 

 

 ・長万部では、東京理科大学分校１年生が毎年入れ替わり５００名生活している。 

  しかし、一過性のものではないので定住にはつながっていない。仮に今金に大学の分校を設置 

した場合は、地域の魅力を前面に出して定住につなげるなど、新たな起業に結び付けることは 

可能ではないかと思う。 

 

 ・今後の方向性の疑問点は、今回のような話し合いを私たち有識者である民間の立場で協議し、 

議会でも協議し、行政でもアイディアを出し合って、３者の意見を町の総合戦略にどのように 

反映させていくのかがわからない。       

 

 ・総合戦略は全国どこでも策定されるのか？仮にそうであれば、全国の事例の中で、独自性、 

地域性など特徴がなければならないと思いますし、その中で採択される事業はどのような基準 

となっているのかがわからない？ 

  檜山振興局の生田部長が出席していますので、国の考え方などを情報提供頂きたい。 

 

生田部長：  

・次年度以降の新型交付金といわれているものは、現時点では明らかになっていない。 

  ７月２８日に行われた全国知事会で石破大臣からのコメントでは、国費ベースで約１０００億  

事業費ベースで約２０００億 交付金の中身については先駆的な事例となるものを採択したい 

との趣旨の発言があった。 

 ・官民協働、地域間連携の促進など先駆性のある取組や既存事業の隘路を打開する事業や優良事 

業の横展開するものなどがあげられた。具体的にはどんな事業化といわれると困るような内容 

となっています。 

 ・本日の自治通信政府報道によると、来年度概算要求で１０８０億、事業費ベースで２１６０億 

で検討しているとのこと。 

       

・実際の事業採択はどうなるのか？という部分は、細かな次年度以降の話は具体されていないが、 

今年度の上乗せ交付金３００億円は実施計画書を国に提出した後、外部委員に審査していただ 

いた後、事業採択するとのことなので、次年度も同様となる可能性もある。 

 

佐藤委員  地方から首都圏に対しての人口の流失が一つの課題と捉え、転出して困っている町村

もあれば、転入して困っている首都圏もある。人口流入超過の首都圏は、出す努力をし

ているのか？ 

      国全体でいえば、地方に人口を流したいと考えているのであれば具体策はあるのか？ 

 

生田部長： 日本全体でみれば、東京に人が集中しすぎている。首都圏から他の地域に移住を促進  

      しようという取組が行われている。国は日本版ＣＣＲＣの高齢者が元気なうちに地方

に移住していただくことを促進したい考え。 
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佐藤委員： 日本版ＣＣＲＣは、あくまでも生産者人口の移動ではなく、老齢人口を地方に移動し

てもらうとの考えですか？ 

 

生田部長：その構想の中では、どちらかというとそうです。 

      

佐藤委員：それは、地方が求めているのと違います。 

 

大谷委員：次の会議は観光についてや子育てについてなど、ポイントを絞って話した方がいいので

は？そうしないとまとまらないのでは？ 

生田部長：先程の件の補足、高齢者だけではなく、一般的な移住促進という観点でも国は推進して

いる。 

     移住情報のワンボックス化など、新聞等では高齢者の地方移住が大きく取り上げられて

いますが、一般の方への移住促進も国では考えている。２０１５年まちひとしごと基

本方針６月末に閣議決定している中にも、大枠の一般の移住促進、高齢者の地方移住

促進などが掲げられている。 

大場委員：ポイント絞るためには、的を外れないような議論をしたい。近道はどうなのか？ 

      

大谷委員：他町の物まねではなく、今金町の特徴を活かした計画を策定しなければならないのか？ 

 

山田室長：まち・ひと・しごと創生総合戦略意見交換資料③説明  

上段は、今金町がすでに取り組んでいる先行型に採択もらっている事業 

     後段は、今後取組べき支援内容【案】カタカナでア～カまで記載参考例 

雇用、観光、子育て、移住定住など広く施策を盛り込んでいきたい。庁舎内や事務局で整 

理させていただき交付金の採択の有無にかかわらず、今金町で４本の柱を軸とした場合に 

課題解決に必要な事業は、すべて登載していきたい。何が必要なのかを、まずは、アイデ 

ィアを上げていただきたい。 

    交付金に採択されるよう事務局で整理して考えていきたいと思う。 

 

小川委員長：まだ不透明な部分がある中で、絞り込んで事業を上げるのは難しいので、 

      今金町にはこんなことが必要だと思うものを、たくさん出して、行政でも町の方針の

中に組み入れてもらう作業をお願いしたい。 

      次回の会議には、皆様の所属団体や地域ご家族などからも意見を取り入れていただき

たい。 

      次の会議までには意見を取り出してほしい。 

      緊急性が高い課題なのかそれとも長期的な課題か？など 

      ４つのジャンル分けをしてグループで話していき、より絞り込んで具体化させていき

たい。 

山田室長：次回の日程は８月～９月に２回程度実施したい。委員長と日程調整し、皆様にご連絡し 

たい。 

大谷委員：この会議は。１年任期なのか？ 

山田室長：２年任期です。総合戦略を今年度策定した後に、次年度から事業評価を含めて意見をい

ただくこととなっています。 

以上 
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今回の意見交換であげられたアイディアを４つの区分に分類 
 

カテゴリー 事業内容 備考 

①地方におけ

る安定した雇

用を創出する 

・今金高等養護学校卒業生雇用事業  

・水耕栽培による新型農業  

・無い業種への情報発信事業  

・独居高齢者へのサービス事業（買い物代行や生活支援家事等）  

・漢方の原料である生薬栽培の調査研究事業  

・新規就農者の受入促進事業 

・地域おこし協力隊期間後の支援対策事業 

・６次化（男爵いもを活用した）商品開発事業 

小川 

小川 

佐藤 

小川 

川崎 

大場 

小川 

大谷 

②地方への新

しいひとの流

れをつくる 

・空き店舗活用事業 

・住宅オーナー制度事業  

・不動産賃貸に対する支援事業 

・商店街の街並み整備事業  

・農業センター構想の促進事業 

・新規就農者の受入促進事業 

・公共トイレ及びインフォメーションセンターの整備事業  

・観光マラソン太平洋日本海横断 ネックレスマラソン事業 

・今金高等養護学校の間口増促進要望事業 

・今金町道の駅建設事業     

・通勤者の住宅実態調査事業     

・独身者及び世帯者向け住宅整備事業  

・住宅リース買い取り制度事業     

・地域おこし協力隊期間後支援対策事業     

・若者が集える場の提供や支援策    

・札幌国際大学の分校誘致事業     

小川 

佐藤 

佐藤 

大谷 

大場 

大場 

大場 

大谷 

藤川 

西雪 

小川 

小川 

小川 

小川 

小川 

小川 

③若い世代の

結婚・出産・子

育ての希望を

かなえる 

・子育て相談の窓口充実事業 

・女性が働きやすい環境をつくる事業  

・事務系、接客の仕事、ニーズ調査事業 

・女性のパートタイム高齢者生活支援サービス事業   

・山村留学制度の導入による特徴ある教育活動の推進事業 

・子育て支援者への研修事業   

・医療費保育料等の無料化検証事業   

垣本 

佐藤 

佐藤 

垣本 

安田 

西雪 

小川 

 ④地域をつ

くり、安心な暮

らしを守ると

ともに地域と

地域を連携す

る 

・カブトムシやクワガタなど、虫博物館など利用した展開事業 

・地域資源を活用したＰＲ事業（ピリカダム周辺） 

・現在の生活基盤の維持のための支援事業  

・新幹線開業に向けた魅力の発信と受け入れの整備  

・観光マラソン太平洋日本海横断 ネックレスマラソン事業  

・総合公園の利活用の促進事業 

・地域資源を活かしたまちづくり推進事業 

・若者が集える場の提供や支援事業 

垣本 

橘 

大谷 

大谷 

大谷 

大谷 

大場 

小川 
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役場職員等から提案されたアイディアを４つの区分に分類 
 

カテゴリー 事業内容 備

考 

①地方におけ

る安定した雇

用を創出する 

・地域振興施策の実施 （最低 ２名のオペレーターが必要） 

奥美利河温泉の管理と美利河・花石地区集落支援モデル施策、体験プログラム開発 

・観光振興施策の実施 （支援業務 ２～３名） 

特産品開発・観光プログラム開発・体験移住促進・観光協会事務局、 

情報交流発信センター『いまカフェ』運営人員 

・新規就農者募集のため、町内離農者の土地等の情報提供 

・転入又は地元へ帰って来たい人が、地元へ残れる工夫として「求人の状況」がわかるよう

情報を集め、定期的にホームページ又は回覧で知らせる。 

（家族又は周りの人も求人を知り、雇用へつなげる。） 

・若い人たちが働く場所が少ないので若者が働ける場所をつくる。 

・新卒者が働ける場所をもっと増やす。 

・個人の起業支援事例・方法・経営など気軽な説明会の開催、交流会などのサポート 

 「小さな自分のお店を持ちたい」「趣味で作成した物を売る場所があったら」「子育ての

合間にリラクゼーション（エステ、マッサージ、ネイルサロン）の小さなお店を開きたい」

など退職後、主婦の起業などの支援。働く場所、生きがい、集客に期待。 

・事業者を町内に求めるのではなく、町外にも広く PR しながら、人口の流入を図る。 

例えば、起業家を募り、その事業計画を採択した場合には、一定程度の町からの支援を行

うことで、定住化促進にもつながるのでは？小規模商店街の活性化については、市街地の

空洞化、空き家対策など厳しい状況にあるが、今金町の魅力は自然であり、自然を生かし

た起業 

・災害が少ない地域であるから、美利河あたりにデータセンターでも誘致する。 

・高齢者が多い町なので鹿児島の「やねだん」のような事業をつくる。（６次産業展開） 

 

②地方への新

しいひとの流

れをつくる 

・地域振興施策の実施 （最低 ２名のオペレーターが必要） 

奥美利河温泉の管理と美利河・花石地区集落支援モデル施策、体験プログラム開発 

・観光振興施策の実施 （支援業務 ２～３名）特産品開発・観光プログラム開発・ 

体験移住促進・観光協会事務局、情報交流発信センター『いまカフェ』運営人員 

・新規就農者募集のため、町内離農者の土地等の情報提供 

・転入又は地元へ帰って来たい人が、地元へ残れる工夫として「求人の状況」が 

わかるよう情報を集め、定期的にホームページ又は回覧で知らせる。 

（家族又は周りの人も求人を知り、雇用へつなげる。） 

・農業研修生や労働者の受け入れ態勢の強化が急務。 

・官での事業展開については厳しい状況であり、民による発想により事業展開をしつつ行政 

が支援することが必要に思う。（ふる創の有効活用今の支援ではハードルが高い）事業者 

を町内に求めるのではなく、町外にも広く PR しながら、人口の流入を図る。 

例えば、起業家を募り、その事業計画を採択した場合には、一定程度の町からの支援を行 

うことで、定住化促進にもつながるのでは？小規模商店街の活性化については、市街地の 

空洞化、空き家対策など厳しい状況にあるが、今金町の魅力は自然であり、自然を生かし 

た起業 

・小規模事業者誘致支援施策（空き店舗と連動） 

 

③若い世代の

結婚・出産・

子育ての希望

をかなえる 

・一般アパート等建設支援、特定入居者対象アパート等建設支援、子育て世代入居用住 

宅建設、ＰＰＰ（ＰＦＩ・ＤＢＯ方式）設計・建設・維持・運営を一括して民間資金 

を投入、一定期間後に町が買い取る。必要であれば、より企業の資金回収を早めるた 

めに、土地の使用賃借、維持管理費の支援、税の減免等の支援を考慮するとともに、 

低廉な家賃の住宅を提供する観点から、家賃の一部相当額等の支援を考慮する。 

・遊休町有地の売却（賃貸）と住宅等建設支援 

・妊婦に対する各検査料について、近隣町より助成割合を高めに実施する。 

 

 ④地域をつ

くり、安心な暮

らしを守ると

ともに地域と

地域を連携す

る 

・高齢者が多い町なので鹿児島の「やねだん」のような事業をつくる。（６次産業展開） 

・妊婦に対する各検査料について近隣町より助成割合を高めに実施する。就学前の子ど 

もに対する各検査料も同様に。 

 

 


