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平成２７年度 第 4 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 9 月１１日(金) 午後６時３０分～８時１５分 

場  所：役場２階 会議室 

出席委員：小川委員長、西雪副委員長、大場委員、藤川委員、大谷委員、佐藤委員、 

川崎委員、橘委員、垣本委員   欠席 安田委員 

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 阿部課長、松山主査 

 

１．小川委員長あいさつ 

9 月 5 日に石破大臣を講師とした長万部町地方創生サミットがあり、参加させていただき

ました。国は、あくまでも『情報支援、人的支援、財政支援』自由度の高い交付金を交付す

る旨の話でありました。特に、都市部から地方へのＵＪＩターンの助成の支援、販路拡大な

ど地方で対応してほしいとのこと。 

石破さんの講演の中で『来年の 3 月 31 日までに、人口減少対策として、わが町はこの 5

年間で目標を立て、具体的な施策を実施していく』、という総合戦略を有識者（産官学金労）

の方々の意見を聞きながら策定していただきたいとのお話がありました。 

 「地方の課題は、地方の方々でしかわからないので、地方で考えてください」とのこと 

政府のシミュレーションでは、日本の人口は 200 年後には 1400 万人になると予想され、

これは静かな有事であると押さえている。 

 これらを緊急の課題と受け止め、これまでの働き方を変える必要があるとの考え。 

女性の社会進出を加速させ、女性が働きやすい環境（産休等）を整備したり、男性が家事や

子育てに積極的に参加できる社会の仕組みを作っていく必要がある。そのような環境によっ

て出生率が増えるのではとの話がありました。 

これらを踏まえ、我々も活発な議論を通して今金町の総合戦略を作り上げていきたい。 

 

２．協議事項 

  今金町総合戦略素案について 

   重点施策の確認、ＫＰＩ（目標指数）の設定について 山田室長 説明 

 今回は、別紙資料の総合戦略（素案）の説明をさせていただき、皆様からのご意見として 

追加修正を加え、策定していきたいと考えています。 

 

Ｐ１では総合戦略の目的・背景です 

 しごととひとの好循環、それを支える「まちの活性化」をイメージとして取り組んでいく。 

 

Ｐ２では、総合戦略の政策５原則です。 

 自立性、将来性、地域性、直接性、結果重視の五原則を踏まえ総合戦略の政策展開を進め

る 
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Ｐ３では、計画の体系と期間、計画のフォローアップ、効果の検証と改善についてです。 

  国の示す政策４分野ごとに５年後の基本目標を設定し、政策分野ごとに講ずべき施策

の基本方向と具体的な施策を記載し、各施策の効果を客観的に検証できる指標（重要業績

評価指標（ＫＰＩ）を設定します。 

 

 本計画の施策・事業の効果の検証は、ＰＤＣＡサイクルによる効果的な見直し、改善を

実施していきます。 検証については、外部有識者等を含む検証機関を設置し、基本目標

の数値目標及び具体的な施策に係るＫＰＩの達成度を検証していきます。 

 また、議会において総合戦略の効果検証についての報告をしていきます。 

 

Ｐ４では、今金町の人口についてです。 

Ｐ５では、今金町の特性（強み）と政策展開の視点についてです。 

■優れた自然環境と生産環境が保たれている 

■農業を基幹産業として、安全で安心な農産物生産を進めている      

■安全な環境のもと安心して住まえる 

■医療・福祉・教育サービス機能が保たれている 

■“協力意識”と“行動力”のある町民 

 

Ｐ７では、今金町のまちづくりの課題についてです。 

課題１ 人口減少対策 課題２ 雇用の確保対策 課題３ 所得の確保対策  

課題４ 生涯プランの構築対策 課題５ 今金町のイメージアップ対策 

これからの本町のまちづくりにおいて解決すべき戦略的課題を上記のとおり整理

しております。 

 

Ｐ８～１２では、今金町人口ビジョンの達成に向けてについてです。 

社人研の推計では、平成 72（2060）年の人口は、平成 22（2010）年の 6,186 人か

ら 2,876 人まで減少することが推計されています。人口推計シミュレーション２によると、

人口減少対策に取り組み、自然増減や社会増減が現状よりも改善されれば、平成 72（2060）

年の人口は 3,882 人となり、社人研の推計と比べて 1,006 人も施策効果により人口が増

加することが見込まれています。 

 

今金町では、将来人口推計の分析などを踏まえ、平成 72（2060）年に人口規模 3,800

人の維持を目指します。と設定しました。 
 

Ｐ１３では、今金町まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本コンセプトについてです。 

 前回までの有識者会議等のご意見を踏まえ、戦略の基本コンセプトを設定しました。 

本町の魅力を活かし、安心して働き、子育てができ、住み続けられるまちの実現のため、

『福祉と産業』をマッチングさせる仕組構築など人口減少対策に直結するアイディアを絞

り込んで総合戦略の重点施策を進めていく。 
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Ｐ１４では、今金町人口ビジョンを達成するための基本目標についてです。 

基本目標、基本とする目標、講ずべき施策に関する基本的方向、具体的な施策、主な取り組

み、ＫＰＩ等の構成となっています。 

 

基本目標１．今金町における安定した雇用を創出する 

◆ 障がい者が地域や産業の担い手としての活躍の場づくり 

◆ 地域の特徴を生かした多様な産業連携によるものづくり産業の振興 

◆ 農林業における新規就農者の促進 

◆ 担い手の育成対策の強化 

◆ 求人情報の提供と情報発信の実施 

◆ 産業後継者の育成奨励 

◆ 企業誘致の推進 

◆ 空き家・空き店舗等を活用した起業支援や情報発信 

◆ 高齢者等へのサービス事業の展開  

 

質疑応答 

小川委員長：確認ですが、今回の素案について、委員からの意見を反映し追加訂正した総合

戦略を国に提出するということでいいのか？ 

 

事務局  ：そのとおりです。ただし、今回の有識者会議での意見を反映して追加訂正した 

後、役場内部のまちひとしごと創生本部で一部文言や施策の追加訂正、ＫＰＩ 

の設定などを行う予定です。第 5 回有識者会議で町長へ提出していただく運び 

と考えております。 

 

小川委員長：私も当初、総合戦略のイメージがもっと具体的な事業に特化すると思っていた

のですが、5 カ年の計画という観点から、当然今金町全体のものも含まれると

理解しました。それらの事業を国が情報支援、人的支援、財政支援等を行う。

5 カ年の計画ということであれば、当然メニューも膨らんでいく。 

 

西雪副委員長：今までの事業も含まれているし、重点的に取り組む事業も入っているし、こ

の素案は、今回の有識者会議で意見を聞き、その後役場内部で検討し、議会

にも報告するのか？ 

 

事務局  ：そのとおりです。今後のスケジュールとしましては、本日の会議で素案の大枠 

を了承いただいた後、9 月議会で素案を議会の合同委員会で報告させていただ 

き、12 月議会で最終報告する予定です。 

 

小川委員長：石破大臣は、金融機関の立場の意見も大切とのことですので、佐藤委員からご 

意見いただきたい。 

 

佐藤委員：Ｐ１６からみると、今回地方創生で新たにメニューに加わった大枠の施策はあ 

るのか？ 
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事務局 ：新規施策は見えづらいが具体的な実施事業となると新規事業が見えてくる。 

 

藤川委員：空き店舗、空き家対策、産業後継者育成、企業誘致などについては、町内者を対

象としているように記載されているが、町外からの人口増を図るのであれば対象

も広げる文言にしてはどうか？ 

 

事務局 ：わかりました。そのような表現を取り入れ文言を修正します。 

 

佐藤委員：全国で総合戦略が策定されと思いますが、農業のまちは、同じような施策を掲げ

てくると思いますが、今金町の特徴的な施策は、この中で障がい者雇用を中心と

した福祉と産業の振興でいいのですか？ 

 

事務局 ：商工会で主体的に調査研究をしているコミュニティビジネス創出事業を中心に町

でも支援する展開となっていますので、まずは、ウェイトを置きつつ、新規担い

手育成だったり、国営農地再編事業の大規模化に合わせた農業システムへの支援

や小規模農業への支援など、今金町の地域にあった施策を計画に盛り込んでいき

たいと考えています。 

 

基本目標２．今金町へ新しいひとの流れをつくる 

◆ 町の拠点施設の整備による町の顔づくり 

◆ 観光資源の発掘と地域・特産品の活性化 

◆ 地域の再生を加速化させる 

◆ 定住・移住対策に係る条件整備の構築 

◆ スポーツによる交流の推進 

◆ 地域おこし協力隊への支援対策の推進 

◆ 大学など連携活動の展開 

◆ 中心市街地のにぎわい創出支援 

 

質疑応答 

川崎委員：観光施策について、町外者をターゲットに発信したりすることは大切ですが、ま

ずは町民にも町の魅力を再認識していただくことが必要だと思います。そのよう

な文言も盛り込んでいただきたい。 

     帰省した方々にも紹介できるとなおいいと思う。 

 

事務局：文言を整理させていただきます。 

 

基本目標３．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

◆ 積極的な結婚支援や社会気運の醸成 

◆ 町の特性を活かした子育て支援の推進 

◆ 教育環境の整備による教育力の向上 

◆ 子育て支援による働きやすい環境をつくりだす 

 

藤川委員：小規模特認校とはどのようのものか？ 
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橘委員 ：小規模特認校については、種川小学校を存続するために学区を緩和し、中心校の

児童でも小規模校で教育を希望する児童が入学できる制度。 

 

垣本委員：２６ページの具体的な施策・「子育て支援による働きやすい環境をつくりだす」

の主な取り組みに「子育て支援センターの相談機能の充実」の文言を追加してい

ただきたい。 

 

事務局： 追加します。 

 

小川委員長：若い世帯の住宅施策が課題だとあげられていましたが、どの分野で記載されて

いますか？ 

事務局  ：Ｐ２２で、定住移住の対策に係る条件整備の構築の中で整理させていただいて

おります。 

 

大谷委員 ：医療に対しての施策が弱い気がしますので、どこかで盛り込んでほしい。 

     また、今金町だけではなく近隣町と連携した医療体制の施策を盛り込んでほしい。 

 

事務局：目標の３と 4 に分けて、「医療体制の整備充実」の項目を追加させていただきます。 

 

大谷委員：観光の部分も北海道新幹線開業などもあることから、近隣町が連携して広域的に

ＰＲする必要があると思うので、それらも文言に追加してはどうか？ 

 

事務局：基本目標４に盛り込んでいます。 

 

基本目標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 

◆ 独自の自然・歴史資源の発信による地域の魅力向上 

◆ 若者まちづくり活動支援 

◆ 現在の生活基盤の維持のための支援の実施 

◆ 広域連携による経済の活性化 

◆ 地域ぐるみによる防災体制の充実 

◆ 地域コミュニティの活性化 

◆ まちのインフラの長寿命化・公共施設の維持管理の最適化 

 

小川委員長：総合戦略が広範囲の分野にわたっているがどのように事業展開していくのか？ 

 

事務局 ：5 年間の計画なので、理事者や担当課と協議をしながら、優先順位を整理し、重

点ポイントを絞って事業展開していく。ＰＤＣＡサイクルに基づき、有識者会議

にもお諮りしながら、評価・見直しなどしながら事業展開する。 

 

橘委員 ：地域の魅力は今金町だけでなく近隣町村の魅力も含めて文言を整理した方が観光

の部分で広がりがあっていいのではないでしょうか？ 
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事務局：30 ページの広域連携による経済の活性化の施策の中に、例えば観光資源のお互い

の相乗効果を図るなどの文言を追加整理させていただきたい。 

 

小川委員長：以前、生田部長からも近隣町との広域連携などが採択されやすいポイントと話

されていました。連携するための体制などが難しいが、様々な分野で広域連携

の文言は盛り込んでいけたらいいと思う。 

 

大谷委員：町内会の戸数が減少し、コミュニティ活動ができなくなっているので、行政で再

編成するなど整理してはどうか？ 

 

西雪副委員長：以前も連合町内会でも再編について議論した経過がありますが、あまり進ま

なかったことから、行政の助言や指導をいただく時期に来ているのでは？ 

 

事務局：総合戦略の他に、現在総合計画後期計画の策定事務もさせていただいております 

ので、その中で町内会の再編や活性化について整理させていただきます。 

 

小川委員長：その他意見がございませんでしたら、全体を通して生田部長からお願いします。 

 

生田部長：各町の有識者会議にオブザーバーもしくは委員として参加させていただいていま

すが、檜山管内の中でも今金町は、活発に意見が出されています。 

他町では、1 回目の立ち上げ後まだ開催されていないケースもある中で、今金町

では総合戦略の検討素案まで策定されています。 

 

第 2 回有識者会議時に情報提供させていただきました上乗せ交付金が 8 月末で国

への申請が締め切られました。 

予算の総枠３００億円に対して、全国での 480 億円規模の申請がでている状況。 

石破大臣はバラマキはしないと明言している、各自治体努力した自治体に採択した

いとのこと。 

国は外部有識者の検討会議を開催して、申請があった計画を検討し採択する予定と

のこと。 

10 月中に外部有識者検討会議で採択の検討が行われ、11 月中に採択事業を決定

する予定。 

また、来年度の地方創生関係の概算要求は1080億円の概算要求がされている。 

今年は 10/10 の交付金でしたが、来年度は国１／２・地方持ち出し１/２の交付

金となる予定。 

 

また、北海道の総合戦略の検討を進めており、今月、総合戦略素案をまとめて、道

ＨＰで公開中。現在、パブリックコメントを受付している。 

 

小川委員長：北海道も市町村と同様に総合戦略を策定しているということですか？ 

生田部長： 北海道も総合戦略を市町村と同様に策定している。10 月上旬には、道議会委

員会に案を報告し、10 月末には成案を策定する予定。 
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佐藤委員：総合戦略を国に申請する流れのイメージがわからないのですが、 

     素案が整理できた後、この総合戦略を国に提出して事業採択をもらうのか？ 

 

事務局 ：総合戦略は完成後提出しますが、あくまでもこの総合戦略は、大枠での基本計画

であり、この計画に基づき、施策事業（実施事業）を国が指定する実行計画書に

まとめ申請し、採択を受ける。 

     まずは、実施計画が総合戦略のどの部分に位置づけされているか判断するための 

     地方版総合戦略です。 

     次年度以降には、国に提出した実行計画書を有識者会議委員の皆様にも提示して

実施後、評価していただく運びです。ＰＤＣＡサイクルに基づき、見直しも進め

ていきます。 

 

川崎委員：申請できる事業数は、各町何件ですか？ 

事務局 ：まだ、詳細はわかりませんが、だせる事業はすべて申請したいですが、優先順位 

を付けて申請していきます。  

      

大場委員：先程、今後のスケジュールをお聞きしましたが、これから役場の内部で素案審議

して、議会に素案を報告し、最終的に町としてまとめると聞きましたのが、有識

者会議の意見などをうまく反映していただいておりますが、役場的に必要な施策

が漏れている場合などがあると思いますので、これに固執しないで、行政内部で

追加訂正してほしい。 

 

事務局 ：この素案に漏れているものがあれば、追加訂正をしていきたいと考えております。 

 

小川委員長：石破大臣が話していたことは、このように住民が集まって議論したかどうかで

あって、すべて行政がコンサルに丸投げして作らした総合戦略だとダメだとい

うこと。 

      今金町においては、様々な立場の方々が中心となって積極的に審議して策定し

た総合戦略であると思います。 

      ＫＰＩの設定はどのようにするのか？ 

 

事務局 ：ＫＰＩの設定について、役場庁舎内で担当課とヒヤリングをして 5 年間の設定を 

して次回会議までに数値を入れて、皆様に提案したいと思います。 

     目標数値が妥当だったかどうか？次年度有識者会議委員に評価していただく予

定です。 

 

小川委員長：有識者・議会・行政の 3 グループがそれぞれの立場で意見を出し合いＰＤＣＡ

を進めていく。項目的に多いが、次回会議までに再確認してください。 

       

藤川委員：この総合戦略は提出後、変更は可能なのか？ 

事務局 ：変更は可能で、毎年評価し見直しを行うことは可能です。 

 

川崎委員：この総合戦略は町民に配布されるのか？ 
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事務局 ：一冊の総合戦略ではなく、ダイジェスト版を配布し、住民周知する予定です。 

 

川崎委員：配布する時に総合戦略の位置づけを知らせることが大切！ 

 

事務局：総合計画と総合戦略の違いは、 

総合計画は町の最上位計画でソフト・ハード事業を含む町全体の将来指針。 

総合戦略は総合計画にもリンクする部分はあるが、人口減少の克服に特化した事業 

（主にソフト事業）をパッケージにして取り組む指針。 

 

小川委員長：最後に、コンサル会社ぎょうせいから全体を通してコメントいただきます。 

 

矢野研究員：有識者委員の皆様からのご意見を取り入れ、役場事務局と協議させて素案の策

定支援をさせていただきました。いろいろなご意見お出しいただきありがとう

ございました。 

      目的は、人口減少対策ですので、それをできる限り緩やかにするための 4 本の

基本目標をベースに具体的な事業を展開し、毎年事業評価をいただき、必要に

応じて改定をしていく形となると思います。 

 

小川委員長：次回最終となりますので、再度ご意見をまとめてご意見をいただきたい。 

 

事務局：次回は 10 月もしくは 11 月に実施し、12 月定例会に報告します。 

 

 

 

以上 


