
【別紙様式１】森町人口ビジョン改訂版　公募意見対応表

番号 項⽬ 委員会意見 所管課（想定） 検討の概要

1 人口⽬標について

「２０６０年人口約１万人」を設定する根拠は何か。これに関する議論や
経過は見当たりません。どのような過程を経て、この結論に至ったので
しょうか。人口ビジョン概要版には「総合戦略委員会で決定」とあります
が、ホームページの同議事録などでは、そのようなことは読み取れませ
ん。説明が必要です。前提で触れたように、今後の調整運営の根本にかか
わります。

企画振興課

第１次森町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定時、委員会において数
種の人口減少の推計と国や北海道施策に加え町の施策効果を踏まえたう
えで、森町としてこうありたいという願望値として設定しました。ご指
摘のとおり、施策による人口減少の緩和あるいは増加といった積み上げ
の数値ではありません。

2
基本的⽅向と数値⽬
標について

「２０６０年人口約１万人」の森町の姿、状況をどのように想定しているの
ですか。

企画振興課

年少人口⽐率については急激な伸びは見込めませんが、生産年齢人口が
若干持ち直しを見せ５０％を割り込むことなく、高齢人口⽐率は減少に
転じていく傾向を見せ、全国的な人口減少の状況と⽐較すると人口減少
のカーブを抑えている姿を想定しています。しかしながら高齢者を支え
る生産年齢人口は少ない状況の解消は望めませんので、現在から経済規
模、労働⼒人口は急速に縮小していくことが予想されていますし、イン
フラの維持、医療・介護など社会保障に関する負担の増⼤は免れませ
ん。ただ、第１次産業の町であった森町について、他地域からの移住者
や関係人口の増⼤による新たな観光や産業といった経済範囲の拡⼤、子
育て施策の拡充など、より住みやすいまちづくりを進め、生活の場とし
て選んでいただける状況をつくりだしていきたいと考えています。

3
森町の将来人口につ

いて

⽬標人口１万人設定には、人口規模約３，０００人以上（１０，０００人
―７，０００人～４，０００人）を減らさない施策展開の効果を見込む必
要があります。単純計算で今後４０年にわたり、毎年７５～１５０人程度
の増を図り、減少傾向を阻止しなければなりません。その⽬算の検討を経
て、１万人を設定する必要があります。１万人に設定するための根拠を明
確にすべきです。

企画振興課

人口⽬標約１万人に設定するため自然減・社会減を抑制していき、人口
減少のペースを緩やかにする施策と人口の増加を図る施策を第１次戦略
から引き続き実施していくこととしていますが、ご指摘のような毎年７
５人～１５０人の増加という数値の積み上げによる⽬標設定となっては
おらず、「番号１」のように願望値として設定しています。

4
森町の将来人口につ

いて

今回の、このような重要で基本的な計画・事項については、討議経過も⻑
く、専⾨⽤語も多く、それらを踏まえた複雑な内容があります。前提知識
も持ち合わせない個々の町⺠が、直ちに理解するのは簡単ではありませ
ん。ウェブ上で資料を公開し、意見を募る⽅式は親切ではありません。
　意見を求めるのは、何を期待して行うのですか。住⺠が理解しやすい形で
情報提供をし、意見を募るべきと思います。説明会などで資料も配布（あ
るいは貸与し）し、そのうえで意見を求めるべきです。また、町⺠への
「公表」と議会への「説明」の相違は何ですか。

企画振興課

ただちに説明会を行う考えは現在の社会状況から困難ですが、ご意見と
して承り検討します。
なお、公表と説明の違いについて、公表は窓口、広報、ＨＰ上で戦略を
広く周知するもので、説明については選挙で選ばれた町⺠の代表たる町
議会議員に対し策定推進委員会の開催状況から議論の推移、戦略の内容
等を報告するものです。
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【別紙様式４】第２次森町まち・ひと・しごと創生総合戦略　公募意見対応表

番号 意見 対応課 検討分類 回答

商工労働観光課
A:第２次戦略策定時に
て対応

現在、町内の事業者においては労働力不足が課題となっており、UIJ
ターン新規就業支援事業を実施することで、移住者、雇用者を確保
する取組みを行っています。

農林課
C:第２次戦略には策定
しないものの、事業と
しては対応可

農林業については、現状を鑑み「後継者対策」が重要と考えてお
り、長く森町で働いていける雇用環境（インターンシップ実施に伴
う町のＰＲ・支援策策定など）の構築の検討を今後も続けていく考
えであります。

水産課 F:その他

漁業に関しては雇用の確保も必要と考えるが、昨今ホタテ・スケト
ウダラなどの不漁を脱却することが雇用の確保にも繋がると考えてい
るため、漁業振興や経営対策を充実し、1次産業の振興に努めていき
たい。

2

空き店舗数を増やさず、空き店舗の活用がなくなったのもいかがか。この問
題こそ、第１次でやりきれず第２次でこそ力を入れて取り組むべきではない
か。 商工労働観光課

C:第２次戦略には策定
しないものの、事業と
しては対応可

第２次の計画期間においても引き続き空き店舗対策について取り組
みます。

3

今現在頑張っている企業や事業者、店舗を応援すること。そこでの共同や新
規の取り組みで広げていくような取り組みを通じ、担い手や後継者、イン
ターンシップへとつながっていくのではないか。 商工労働観光課

D:現行の別事業におい
て既に対応済み

町では、これまでも小規模事業者等の経営一般について、広く相談
を受ける支援機関である森地方中小企業相談所・森町さわら商工会
への助成をはじめ、国の企業支援策を経済団体及び町内事業者に紹
介し、活用いただくなど産業振興に取組んできております。

4

「森町の魅力発信」があれば、その中心として「観光協会」の強化をすべき
ではないか。 商工労働観光課

C:第２次戦略には策定
しないものの、事業と
しては対応可

そのように思います。観光協会の意向も確認しながら取り組んでい
きます。

5

年間スケジュールでイベントをつなげ、地域おこし協力隊員も「定住」から
広げて観光全体＝観光協会への協力員としての役割を担ってもらっては。

商工労働観光課
C:第２次戦略には策定
しないものの、事業と
しては対応可

観光分野での地域おこし協力隊の活用も視野に入れているが、労働
力として人材不足を補うのは趣旨に反すると感じる。
あくまで定住につなげるための仕事の一つとして、観光業を担っても
らえるよう、町や観光協会のバックアップが取れた事業への仕立て
必要。

1

第１次で掲げた基本方向「森町で働き続けられる雇用の確保の創出」がまず
土台となるのではないか。それがなくして担い手、後継者もなく地域産業の
ＰＲもない。
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【別紙様式４】第２次森町まち・ひと・しごと創生総合戦略　公募意見対応表

番号 意見 対応課 検討分類 回答

6

移住・定住では空き家紹介を積極的に宣伝しては。

企画振興課
D:現行の別事業におい
て既に対応済み

北海道空き家バンク制度の活用を町内空き家の所有者に対し呼びか
けており、令和２年度以降も引き続き制度利用の勧奨を続けていく
とともに、制度利用の説明など支援を行います。

7

若い人達の集まりや組織作りを通して出会いやコミュニケーションの場を
作っては。

企画振興課 F:その他

企画振興課にてわがまち振興事業を通じて組織づくりに対して支援
を行っています。住民の主体的な組織づくりを尊重しつつ、側面支援
を継続します。町が主導して出会いの場を提供することは現在のとこ
ろ検討しておりませんが、各種団体等からの意見を聞きつつ現状を把
握し、方向性を出していきたいと考えています。

農林課
C:第２次戦略には策定
しないものの、事業と
しては対応可

今まで「農業後継者婚活パーティー」を実施してきた中、イベント参
加者は町内在住者より町外在住者（札幌市・函館市など）の参加が
多数を占めておりかつこのイベントで結婚したカップルの女性は全て
町外からの方となっており、今後もこの形態を維持しながらイベン
トを実施していきたいと考えております。

水産課
C:第２次戦略には策定
しないものの、事業と
しては対応可

現状で実施しているSUNDAYクルージングなどの展開を拡充するなど
検討していきたいが、現状の事業での参加者を確保するのも苦慮して
いる状態。行政からのテコ入れも検討しながら検討していきたい。
また、他職種との連携も可能であれば検討していきたい。

9

「健康づくり」で特に健診受診率の向上に力を入れるべきと思う。

保健センター
D:現行の別事業におい
て既に対応済み

受診率向上対策として、モデル地区への受診勧奨の強化、前年度受診
者へのハガキ勧奨の実施。また、特定健診とがん検診を同時受診で
きる総合健診、女性のがん検診と同時受診可能なレデイース健診、医
療機関での個別検診等これまで以上に力を入れていきたいと考えてい
ます。

10
公共交通運営にかかわって住民の声をしっかり聞き取り、利用しやすい公共
交通網をできるだけ早く実現を。 企画振興課

A:第２次戦略策定時に
対応可

第２次戦略において事業を搭載しました。

8

子育て、出産ではかなりの前進があり、近隣町に枠を広げた若い人の交流の
機会に力を入れるべきと思う。
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【別紙様式４】第２次森町まち・ひと・しごと創生総合戦略　公募意見対応表

番号 意見 対応課 検討分類 回答

防災交通課
D:現行の別事業におい
て既に対応済み

例年、防災訓練を実施し、職員の防災知識の向上及び地域住民の防災意識
の普及と向上に努めている。訓練実施により得た課題等について次の訓練
等に活かしている。また、災害種別毎の指定緊急避難場所及び指定避難所
の見直しを行い今後周知予定である。

上下水道課 E:対応不可

水道は給水区域内、下水道は下水道計画区域内の整備は基本的には
可能であるが、地域について個別に判断することになる。
区域外については、法による認可が必要であり、事業実施には政治
的判断も求められるので、森町内全域を上下水道の完備は難しい。

12

施策効果の確実性や施策スピードの検証を。
案の事業は、どの程度の効果、実施速度をもたらすか記述すべきです。
自然及び社会増減の両面で、「総合戦略」や「総合計画」の事業による顕著
な効果が求められます。

企画振興課
A:第２次戦略策定時に
て対応

戦略本文を修正しました。
施策効果については人口や関係人口をどのくらい増加させるかを記
載しています。実施速度については5年間での実績としています。
（Ｐ20）

13

２　今までの施策展開の延長・派生のみでは、その目的達成はおぼつかな
い。
　組合せ・複合的な視点で構想する発想が求められます。全体を俯瞰する都
市計画的な見方（点―線－面、時間）からの発想も必要と思います。

企画振興課

B:第２次戦略策定時ま
でには対応不可だが、
令和２年度以降の改訂
時に対応可

本戦略において施策の展開は５年後でなくとも改訂を行うことを委
員会で決定された段階で改訂が可能なことから、本意見を踏まえて
次年度以降俯瞰する都市計画的な見方からの発想について取り入れ
る改訂について検討を行いたいと思います。

14

最終アウトプットはどんな形で、どこが出すのか。
この策定体制は、計画・施策立案、評価測定など、構想や計画案作成に関す
る実務的中核主体があいまいです。
委員会は諮問機関であり、構成員を見ても、その位置づけであると思いま
す。
町長から委員を委嘱される推進委員会は、設置要綱で「意見・検討・審議を
推進する」と規定しています。このことは企画立案する組織ではないはずで
す。

企画振興課 F:その他

策定体制として、計画の施策立案については庁内各所管課（室、
局、施設）において立案されたものを企画振興課にて取りまとめ、
町長が行い、構想、計画案作成についても同様です。委員会は町の
提案する戦略案に対し「意見・検討・審議」を推進することから企
画立案を行う組織ではありませんが、町が町民意見に基づく事業企
画を行うための意見を聴取させていただきました。あくまでも委員
会が事業企画を行うものではなく、町が事業企画を行うものです。

11

安心な暮らしにとって安全が重要。避難訓練や避難道、避難所の徹底、上下
水道の完備が必要。
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【別紙様式４】第２次森町まち・ひと・しごと創生総合戦略　公募意見対応表

番号 意見 対応課 検討分類 回答

15

各課からの事業案提示を単に束ねる方式では限界がある。
現場各課からは、既存事業手法の枠を超えた案は、ほとんど出ないと思われ
ます。役場内がこの状況であることは、委員会討議の際にも述べられていま
す。各種の情報を解析・集約し、町長の指示の下、将来への方向性を示唆
し、将来目標を掲げ、時間配分も考案し総合的な把握の下での計画立案を行
うという中核機能を確立すべきです。「町長指示」は、その矢印方向や内容
に関し、再考する必要があります。新たな道程で、実りある施策を打ち出す
ため、事務の流れ、策定体制の再構築が必要です。

企画振興課

B:第２次戦略策定時ま
でには対応不可だが、
令和２年度以降の改訂
時に対応可

「各課からの事業案提示を束ねる方式では限界がある」から町長指
示の事業立案にすることが解決方法になるとの意見には同意できま
せん。各課の事業立案能力の無さを断じるのではなく、むしろ各課
における能力をいかに育むかを考えるべきで、委員会からの意見の
把握とどのような事業が求められているかを把握することが事業立案
能力の形成に資すると思われます。もちろん委員会は職員の能力開
発をする場ではありませんので、主眼に置いているわけではありま
せん。ただ、意見にありました町長指示の事業と各課の事業案提示
による立案に加え、町民の目線での事業の磨き上げを今後も進めて
いきたいと考えています。
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