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平成３０年度第１回森町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進委員会 議事録 

 日 時 平成３０年９月２５日(火) １３：３０～１５：００ 

 場 所 森町役場本庁舎 ２階会議室 

 出席者 別添委員会名簿のとおり 

 概 要 以下のとおり 

 

１．開 会  

川村企画振興課長より新任委員の紹介 

 

２．委員長挨拶  

 遠藤委員長より挨拶  

 

３．議 事 

① 森町まち・ひと・しごと創生総合戦略進捗状況について 

 ・ 森町まち・ひと・しごと創生総合戦略概要版を用いて戦略策定経過及びこれまでの取

り組みを説明。 

 ・ 事務局より森町まち・ひと・しごと創生総合戦略分野別調書及び事業別評価調書によ

り進捗状況及び平成３０年度予算状況を説明。また、今回の委員会での意見をふまえて

平成３１年度予算編成に向けた事業の見直しを図っていく旨を説明。 

・ 委員からの意見は以下のとおり 

【基本目標１】 

１－１森チャレ支援事業 

（伊藤委員） 

  創業者支援の「１－１森チャレ支援事業」の部分について、これはかなり遅れている感

じがする。方向性の部分において今年度中に創業者支援制度の何かを作るというのは確

定しているのか。それとも森町独自のものを作るというイメージなのか。 

（事務局） 

  今年度中に制度の設計自体に手を付けていきたいというのは考えているが計画がまず

国の認定を得る必要がある。だが支援の制度、補助をどのように充てるかについては国の

ガイドラインではなく、町がどのような支援をできるかということになるので国の計画

認定と町ができるであろう支援制度の詰め合わせは現在並行して行っている。ただし計

画が認定されないことには支援制度が進めないところがある。 

（伊藤委員） 

ということは実際に計画ができるのは３１年度ないし３２年度になってしまうかもし

れないということか。 
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（事務局） 

  予算確保の問題も踏まえ、そのようになる可能性がある。 

（琴岡委員） 

新しく事業をやりたいと考えている人というのは我々金融機関にもよく来るのだが商

工会議所にも結構相談に来るのだと思う。あまりニーズに合致していない支援事業をし

ても多分使わないまま終わってしまうと思うので計画を作る前に商工会議所や砂原商工

会とどういうことをしてもらいたいのかというものを連携しながら進めた方が良いので

はないか。 

（河野委員） 

商工会議所としては町が何を考えているのかというところである。どういうことをす

るのか。そこが分からなければ前に進まない。何やっても反対されるということでは要望

はできない。森町自体でこういうことを考えているのでどうですかとかそういうのが欲

しい。 

（事務局） 

  森チャレ支援事業に限らず、町が雇用その他のところでも方向性を練って協力をして

いかないといけないという話しをさせていただくようにご意見を承る。森チャレ支援事

業に限った話だと流れや役割分担について詰めている段階なので後ほどお話しできる段

階になると思う。 

 

１－２ 目指せ農業！新規就農者受入育成事業 

（伊藤委員） 

  前の委員会でも話したが森町以外から新規の人を連れてくるというのはかなりハード

ルが高いと思う。だからといって町内で事業をやっている人の中で農業をやってみたい

と考えている人に融資をするだけではキャッシュが回らないと思うのでそれ以外の支援

も考えた方が良い。例えば農地に関することや上手に作物を作るための支援などという

ようにファイナンス以外の面も含めて二次創業の観点から何かやった方が良いのではな

いか。 

（遠藤委員長） 

  伊藤委員の方から二次創業の話があったが九州の方では土木建築系の業者の人たちが

農業に手を付けるというのはよくあることである。北海道は農業の土地柄なのに農業生

産法人が圧倒的に少ない傾向がある。単純に外から農業をやりたいという人よりも今い

る森町の事業者の中で農業をやるというのも一つのアイデアなのかもしれない。 

（伊藤委員） 

  北海道というブランドがあるので道内、日本の全体的な人口はどんどん減ってきてい

て食事の消費量は減ってくるが海外では人口が増えている。北海道ブランドはその観点

からまだまだいけるし市場マーケットは膨らんでくるはずなのでそこをどうマッチング



- 3 - 

 

したら良いか、伸びる要素はまだなだあるので外のお金をどう稼いでくるかというのが

ポイントになってくるのではないか。内需よりは外需の部分をもっと見た方が良い。 

（琴岡委員） 

私自身転勤族で１年半くらい前に札幌から移ってきたが森町は漁業、ホタテをやって

いるのを住んでみて初めて実感している。実際に札幌でも特に農業主体の自治体や、わが

町で農業やりませんかというアピール活動を非常にあちこちでしている。この努力をし

ているのかもしれないが宣伝やアピールが森町は不足しているのではないかというイメ

ージがある。 

（遠藤委員長） 

  札幌の人で森町は農業が盛んというイメージはあまり抱かないため、おっしゃる通り

宣伝効果は乏しいのだと思われる。 

 

１－３学生×しごとお見合い事業 

（大須賀委員） 

森青年会議所としては高校生を対象にいろいろなことをやってきてはいる。高校生自

体いろいろなことをやりたいという思いはあるようなので仕事に関係した事業なら積極

的に参加する子もいるのではと思いつつも、実際に会ってみると消極的な子も中にはい

るのでリーダーシップを執ってみんなを引っ張っていく力を身に着けないと多くの高校

生を連れてくるのは難しいのではないかと感じる。 

 

１－４ 介護・福祉人材確保事業 

（青木委員） 

町の方から支援をしていただいた５名、現在３年生に該当するが、ほとんどの子が森町

又は砂原の就職を希望しており、今これから受けに行っているという状況である。私共の

課題でもあるがこういった教育活動を単発のもので終わらせないで、森高校は砂原中学

校から来る生徒が大多数なのでそういった子たちが本校でまた３年間学んでいく中で町

の人たちとより連携をしていきながら一人でも多く森町に貢献できるような人材が生ま

れるように考えていかなければならない。そういった意味ではこういった会議に参加さ

せていただいて森町としての考えというものを伝えていければと思う。 

 

１－５ 障害者就労支援事業（障害者しごと倍増計画） 

（琴岡委員） 

伊藤委員も同じだと思うが町内どこも人手不足であり、実際ベトナムやカンボジアな

どから人を呼んでいるがそれでも足りないという状況である。事業者さんで人を使うと

ころには障害の程度や個々の事情もあるかもしれないが間違いなくニーズがあるはずだ

と思う。現実的に外国の方をこれだけ受入していて進捗状況がまだこれから説明会を開



- 4 - 

 

くという段階では遅すぎるのではないか。 

 

【基本目標２】 

２－３ e－とこ森町 

（大須賀委員） 

今回の地震で役場がラインで情報を流していたようだが、森町のラインに加入するた

めの QRコードが役場など公的機関の場所にしかない。そういうのが広く周知され、たく

さんの方が知っているとなれば分かるが、まだまだ知らない人は多いようなので周知す

る力 が現状では足りないのではと感じた。 

（事務局） 

担当課と協議してまいる。 

 

【基本目標３】 

３－８ 保育環境整備・拡充事業 

（伊藤委員） 

子ども子育て会議でいろいろ今後のことを考えるということで砂原の方を建て替えよ

うとするのは決まっているようだがこれ以外の森町全体としての保育環境整備は今後２

年間考えないのか。 

（事務局） 

考えないということではないが新砂原幼稚園が３２年度に保育を開始するための計画

があり、そのほかに関しては言及がないという状況。 

（伊藤委員） 

砂原が立て替えるのは良いとしてほかにもいろんな施設があって全体的に預けられて

いる親御さんのニーズを踏まえながら、ただ建て替えるというハード的なものでなくて

ソフト的なものを含めて考えられた方が良い。 

 

３－９ファミリー幼稚園応援プラン 

（伊藤委員） 

アンケート結果の回収率を上げるとあるがそこで子育て支援の面でもう一つあるのが

森町の働き手が足りないこと。働きたいけれども子供がいてなかなか時間が合わないな

どいろんな部分があるのでここを両方解決することで子育てもしやすい尚かつ産業面で

の人手確保もできるということなのでここをもっとニーズを捉えながらいろいろとやら

れた方が良いのではないか。ただ建て替えるという話ではなく、アンケートもただ満足度

が高いから良いというわけじゃなくその満足度というのは不満を掘り起こすための手段

としてやられた方が良いのではないか。 

 



- 5 - 

 

（事務局） 

事業課の方に伝えてまいる。 

 

３－１０ ＨＯＴする暮らし子育て応援プラン 

（佐藤委員） 

学校に通う子どもがいない方はこういう支援があるというのを全然知らないと思う。

親は子が学校に通ってからこういう支援があるというのを知るのか。子が生まれる前に

知るものなのか。 

（事務局） 

タイミングはご指摘いただいた通り重要だとは思うが小学校６年生の修学旅行の時に

知らされると思う。事業の紹介、PRでほかの事業と組み合わせながら周知し、それだけ

できっかけになるというわけではないが全体的な施策のパッケージとして皆さんに魅力

的に思っていただければと思う。 

（佐藤委員） 

他の援助も含めてこうした援助は結婚する前、子どもを産む前からなどもう少し事前

に周知してほしい。他の地域に住んでいる人に対しても、他の地域にはなく森町でのみ行

っている援助等があってそれを魅力的であると訴えることができれば森町に住んでみよ

うと思ってくれるのではないか。 

（遠藤委員長） 

HPや広報もりだけでは厳しいと思う。私も自分の住んでいる町の広報を見ないし、自

治体の HP を見に行かない。せっかく良いことをやっているので情報発信の仕方を工夫

してみてはどうか。 

（住吉委員） 

子育て支援に関わって修学旅行の援助について前回の委員会で発言したこともあるが

修学旅行の援助は大変ありがたい話と思っている。しかし極めて対象が限定的で小学校

６年生の保護者ということで、そうすると森町はなぜそこに助成をしているのか、こうい

う考えの下にやっているということが保護者に伝わっていないのではと感じる。学校便

りの中では森町は修学旅行費を全額負担しているので無料で修学旅行に行けるというこ

とを子どもにも保護者にも伝えているが、それがなければ当たり前のごとくやってしま

っている気がするし、逆にいつか終わりが来るとしたらそのことも想定していく必要が

あると思う。ただそれよりもこれから赤ちゃんが生まれてだとか本当の意味での子育て

世代の方々に広くどういう支援ができるかという議論の方がより優先度が高いのではな

いのだろうかと思う。まさに地域の中で子どもというのはすべての大人の関心事である

し願いでもあるのでそこを中心に物事を考えていくことが地域づくりという面でも必要

がすごく重要になってくるのではないかと思う。砂原地区では幼稚園、小学校、中学校が

一つの地域に一校ずつあり、地方創生の流れの中でコミュニティスクールがスタートし
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た。砂原地域の中で幼稚園、小学校、中学校を一つ屋根の下にあるものとして考え、幼稚

園に入った３歳から中学校を卒業する１５歳までの１２年間同じ子どもがその中を行く

ことになる。一部保育所等に通っている子どもはいるが、砂原という地域の中で１２年間

子どもを育てていくという共通スタンスに立ってやっていこうということを今立ち上が

って始めているところである。子どもを真ん中において地域をどう作っていくかという

ことが一番大きな関心事でありこれからみんなで知恵を出し合って取り組んでいかなけ

ればならないところだと思う。その中でできているいろんな取り組みを最大限活用して

力に代えて進めていくことがとても大事かなと思う。 

（遠藤委員長） 

これから様々な試行錯誤がありそうだがここが上手く行ったこういうところが上手く

いかないというのがもしあればぜひ皆さんに伝えていっていただければと思う。 

 

【基本目標４】 

４－３ 高齢者世帯等ふれあい収集事業 

（金谷委員） 

  森町は自殺がそんなに少ない方でない町と聞いているので人口減少の一因として考え

ないと思うがなかなか心の病気というものは難しいものがあると思う。たがいろんな面

で「ふだん」の「くらし」の「しあわせ」というものを考える上でやっぱり孤立をつくら

ないというのが一番大事だと思う。孤立は社会と離れていくことになるので寂しいこと

かなと。そういった面では地域のつながりをどのようにつなげていくのか、地域の支え合

いをこれからどのように展開していくかのかが重要になってくるのではないかと思う。 

  ふれあい収集事業について、もし地域がもっと支えあっていたらこういうのをやらな

くても自然とできるだろうし例えば子どもが登校の際、高齢者の様子を見に行くなど、い

ずれにしても「安全・安心」部分については地域の支え合い活動がこれからどのように発

展していくのかが大事になってくるのではないかと思う。 

 

４－６ 空き家対策事業 

（佐々木委員） 

危険な家屋について安全面で問題があるのはもちろんだが所有者を特定したとしても

予算がないとか様々な理由で除却が難しいものがある。町の方も調査しているがそれが

どういう結果になっているのか私たちの方にもお知らせされていないのでその辺を周知

してほしいというのはある。私の町内会では公営の住宅が多いため、そうすると公営住宅

も空き家が多くなってきて町自体どうするのかということがある。 

（事務局） 

町の公営住宅については予算の関係もあるので順に行っている状況。最近では他の施

設で毎年のように除却の事業はある。ただし一気に何十戸もというのはなかなか難しい
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というのが現状。 

 

【その他】 

（川村委員） 

今回の地震で停電があって水道も止まり、一応上水道のある所は水が出ていたが上水道

のない砂原地区などでは消防に水を汲みに行ったということがあった。何とか同じ地域で

生じている格差を解消してほしい。 

（事務局） 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略に関連する事業には盛り込まれていないが町が行う事業

として上下水道の話は総合計画の方に記載しているのでこの意見を承り担当課の方に伝え

てまいる。 

（遠藤委員長） 

町内で震災があったときの連絡でラインが活用されたようであったが町内会としてはど

うであったか。 

（佐々木委員） 

給水施設のお知らせは防災無線を使ってアナウンスした。私は発電機を持っていたので

発電してポンプを動かして水を汲んでいたし、そういう方は他にもいた。 

（河野委員） 

防災無線のことだが受信機は電気が止まったら動かなくなった。 

（事務局） 

そういった話は結構来ていて、中に電池を入れることができるのだがその電池の減りが

異常に早く、コンセントから給電ができなくなるとすぐに電池を交換してくださいとアナ

ウンスされてしまうようである。 

（河野委員） 

電池が入っているところが分からなかったし、電気が止まった時点で電源が落ちてしま

った。 

（佐藤委員） 

今回気づいたことなのだが防災無線に初め入っていた電池が単二電池で、それしか使え

ないと思った方がたくさんいたようだ。単一も単二も単三も使えるがそれを知らない方が

かなりいて、お店は単二電池を買いに求めて行ってみたらもう売り切れだということがあ

ったようだ。 

（遠藤委員長） 

今回災害のことで道央圏もそうなのだが災害慣れ、災害に慣れるというのは変だが災害

慣れしていない分だけあちこちで自治体の方も対応が右往左往しているというのは見えた。

例えば私の住んでいるところだと自治体から連絡が来ない。どこに給水所があるのか、いつ

来るのかといった連絡が何もなかったが市の中心部ではその情報がちゃんと流れていて一



- 8 - 

 

体どうなっているのだということもあった。北海道の各自治体は今回の地震でどういう問

題があるのだろうと課題出しなどをしていると思うので森町も、災害でどんな問題があっ

たかというのを全て洗い出してそれに対策を練るということしかないのだと思う。 

 

（宮川委員） 

最近やっと子供たちの医療費とか中学校まで助成する自治体が増えてきたが、その前に

北斗市がそういうことを多くやっていて函館から追分の方に移住してきていたようだが子

育ての世代にお金を使い若い人が来るようにしないと厳しいのではないか。お年寄りも今

まで頑張ってきたので大事ではあるが若い人たちの方にも支援をしてここに根付いてもら

い、仕事もそれなりにないといけないのではないか。 

（事務局） 

この子育ての対策、雇用の政策はやはり若い方生産年齢人口の方たちをターゲットにす

るように意識的に多く盛り込んではいるがなかなか事業が前に進んでいないものもご覧の

とおりたくさんあり、進捗状況はあまりよろしくない。だが今委員の皆さんにいただいてい

る意見がダイレクトに事業課の方に渡されるのでもっとやらなくてはならないという意見

をたくさんいただければ事業課の方に多く意見を渡すことができるので意見をどんどん受

けて事業を回していく、後押ししていくことが必要だと考えている。 

 

（佐々木委員） 

砂原地区では水道がない、上下水道もなく、火山が近い、他と比べたら住みたくない町と

いう印象を受ける。インフラ整備はもちろん必要であるがどうしたら魅力あるまちづくり

ができるのかというのが重要である。来る人には土地をタダであげるとか、税金を安くする

とか何かメリットを付け、砂原幼稚園の改修に関してもやはりハードだけではなくソフト

の面からも他と違う部分、例えば朝早くから夜遅くまで見ているとか、教育面に関しても全

道全国ではユニークな教育をされているところもあるしそういったところが他と違うから

住んでみたいと思わせることで、いろんなものがリンクしていくのではないかと思う。高齢

者が安心安全で住みたいと思い、それを見守ってくれる人がいて地域的にはそれが温かい

地域になるし、知恵とアイデアで住みたいと思わせることが必要かなと思う。 

 

② 平成３０年度第２回策定推進委員会の開催日程について 

・ 第２回の開催について、開催時期は平成３１年の３月頃を予定。 

 

４．その他 

  

５．閉会 


