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第１回北見地域定住自立圏共生ビジョン懇談会

議事録

令和元年１１月１２日(火) 午後３時００分～午後５時００分
北見市立中央図書館 多目的視聴覚室
懇談会：青山委員、井上委員、大泉委員、小原委員、佐久間委員、佐藤委員、
鈴木委員、時谷委員、南保委員、沼田委員、橋本委員、久島委員、
山田委員、横山委員、吉田委員、渡部委員
（欠席者：今野委員、斉藤委員、藤岡委員、成田委員）
傍聴者：１人
北見市：辻市長
事務局：船戸企画財政部長、伊集院企画財政部次長、
松岡企画財政部主幹、近藤係員
オブザーバー
美幌町
津別町
訓子府町
置戸町

会議次第 １．開会

現在、令和２年度からの事業実施に向けまして、
具体的な内容を記載する共生ビジョンについて、事
務方でも協議を進めているところでございますが、
民間・住民の視点から、幅広く御意見を伺い、共生
ビジョンに反映させるため、このビジョン懇談会を
開催するものでございます。
我々の圏域を含め、地方圏では、少子高齢化・人
口減少といった大きな課題に直面しておりまして、
今後この圏域が、持続的に発展するためには、自治
体の枠を超えて定住自立圏としての取組を進めるこ
とが必要と考えておりますので、委員の皆様には、
お力添えをいただくとともに、忌憚のない御意見、
御提言をいただきますようお願い申し上げまして、
簡単ではございますが、私からの挨拶とさせていた
だきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

（船戸企画財政部長）
本日は、大変お忙しい中、ご出席いただきありが
とうございます。
ただいまから、令和元年度第１回北見地域定住自
立圏共生ビジョン懇談会を開催いたします。
私は、本日の進行を務めます企画財政部の船戸で
ございます。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは事前に配布しております会議次第に沿っ
て進めてまいります。
会議次第２．委嘱状交付
（船戸企画財政部長）
それでは、早速、市長から委員の皆様に委嘱状を
交付させていただきます。市長が皆様の席を順次回
りますので、その場にお立ちのうえお受け取り願い
ます。

会議次第４．委員紹介
（船戸企画財政部長）
続きまして、委員の紹介をさせていただきます。
本日は第１回目の懇談会でございますので、委員の
皆様から簡単に自己 紹介をいただきたいと存じ ま
す。
それでは、座席順に、青山委員から順にお願いい
たします。

【 委嘱状 交付 】
会議次第３．市長挨拶
（船戸企画財政部長）
それでは、市長より改めましてご挨拶を申し上げ
ます。

（青山委員）
北見市自治会連絡協議会の事務局を担当しており
ます、青山知充と申します。この自治会連絡協議会
については４自治区統合の組織で、北見自治区にお
いては北見市北見自治会連合会の事務局を担当して
います。この二つの事務局を担当しておりますので
よろしくお願いいたします。

（辻 市長）
本日は、大変お忙しい中、第１回北見地域定住自
立圏共生ビジョン懇談会に御出席いただきまして、
誠にありがとうございます。
これまで、地理的にも歴史的にも北見市と密接な
関係がある美幌町、津別町、訓子府町、置戸町の各
町長と本年１月に定住自立圏の形成を目指していく
ことについて合意を得て、その後、２月に、北見市
定例市議会において、中心市宣言を行うとともに、
先月には、定住自立圏形成協定の締結式を１市４町
で実施したところでございます。

（井上委員）
置戸町の井上幸恵と申します。おけと子育てネッ
トワークあそぼう舎の代表としてこの場にやってま
いりましたが、私自身、今、中学三年生、小学６年
生、小学３年生の３人娘の母親でございます。三番
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目が生まれたときに、この「あそぼう舎」という育
児サークルなんですけど、自分が住んでいる地方を
中心に今に至っています。ただ、自分自身の子ども
は、下が小学三年生で大きくなってきたので、今は
育児サークルというよりも PTA 活動のほうが自分自
身は関わることが多くなっています。
置戸に住んで１６年目で、私自身は出身は石川県
の輪島市出身で置戸にお嫁に来ました。仕事は農業
やっております。白花豆とビート、麦、ジャガイモ
を作っております。 主人の父母と一緒に住みま し
て、家族７人暮らしで置戸に住んでおります。よろ
しくお願いいたします。

（南保委員）
北海道北見バスの南保と申します。よろしくお願
いいたします。本日は交通分野の代表としてこの席
に参加させていただくのですが、公共交通と申しま
しても、バスだけではなくて JR やタクシーや色々い
あると思いますが、私からはですね、私どもが事業
としているバス事業について、こちらの分野につい
て特に意見などを述べさせていただきたいと思って
おります。よろしくお願いいたします。
（沼田委員）
はじめまして、沼田と申します。このたび、公募
委員のほうに応募させていただき、参加させていた
だくことになりました。どうぞよろしくお願いいた
します。

（大泉委員）
北見支援学校教頭、大泉といいます。どうぞよろ
しくお願いいたします。今日は、色々勉強させてく
ださい。

（橋本委員）
美幌医師会の橋本と申します。よろしくお願いい
たします。美幌医師会は美幌、津別、大空の 3 町で
13 医療機関、1 老人系施設の会員 30 名で構成されて
おりまして、地域医療構想で医療関係につきまして
は、色々議論されているところなんですけど、この
定住圏構想の中でもどういう形が、この圏域の中で
一番いい医療体制なのかを含めてですね、お考えを
お聞かせいただきたいと思っておりますので、どう
ぞよろしくお願いいたします。

（小原委員）
北見商工会議所の専務理事の小原でございます。
北見市内には北見と留辺蘂に二つの商工会議所がご
ざいますけれども、私は北見商工会議所のほうから
参りました。どうぞよろしくお願いいたします。
（佐久間委員）
置戸町の佐久間光 昭と申します。社会福祉信 愛
会、置戸唯一の幼児 教育、保育の施設でありま す
が、そちらのほうの理事長をさせていただいており
ます。そのほか、社 会教育関係にも携わってい ま
す。北見地域がともに発展することを願いつつ、委
員として参加させていただきたいと思います。よろ
しくお願いします。

（久島委員）
訓子府商工会会長を務めさせていただいておりま
す久島でございます 。よろしくお願いをいたし ま
す。ご多聞に漏れずですね、訓子府町、大変厳しい
時代になっておりますので、この大きな枠でのお話
大変期待しております。どうかよろしくお願いいた
します。

（佐藤委員）
訓子府の社会教育委員の佐藤直子と申します。ど
うぞよろしくお願いいたします。今回、私はちょっ
とこういう会は荷が重いなと思うんですけど、正直
なところ。訓子府のいいところをいっぱい皆様に知
っていただくことが出来たらいいなというふうに思
っております。どうぞよろしくお願いいたします。

（山田委員）
こんにちは、津別町から来ました、山田英孝と申
します。津別町の社会福祉協議会の事務局長をやっ
ております。地域福 祉事業を担う組織でありま す
が、福祉だけじゃなくいろんな分野で住みやすいま
ちづくりといいますか、そういった部分で、この懇
談会の中でいろいろな意見とか発言出来ればなとそ
んなふうに思っております。どうかよろしくお願い
いたします。

（鈴木委員）
北見工業大学の学長の鈴木でございます。よろし
くお願いいたします。この懇談会を通じまして、大
学に対するご要望なども皆様から多数お伺いできれ
ばと期待するところです。どうぞよろしくお願いい
たします。

（横山委員）
まずもって、遅れてきたことをお詫び申します。
美幌商工会議所専務理事の横山と申します。本日は
よろしくお願いいたします。今日はですね、遅れた
理由につきましては、自分のほうの主催でですね、
産業クラスターの協議会の事務局をやっておりまし
て、その会議が 1 時 30 分から開始させていただいて
おりまして、まだ終わってないのですが、途中抜け
出して、この会議に参上させていただきました。小
原北見の専務からも お話があったかと思うんで す
が、オホーツク管内 6 つの商工会議所で地域包括連
携を結んでいる関係もありまして、そのからみも含
めまして、何か参考にさせていただいたり、参考に
出来るものがありましたらというふうに思っており

（時谷委員）
明治安田生命の時谷と申します。よろしくお願い
いたします。弊社としましても、会社の取組の一環
として、健康増進と生活の安心ということで、北見
市をはじめ置戸さん、訓子府さん、美幌町さん、津
別町さんという形で明治安田生命がご協力できるこ
とについてと、私のほうも
させていたただきた
いと思っております。また地域の皆様方にお役に立
てるよう頑張りたいと思いますのでよろしくお願い
いたします。

2

ますので、今後ともよろしくお願いいたします。

なければ開くことが できない」となっておりま す
が、半数以上の出席がありますので、本日の会議が
成立していおりますことをご報告申し上げます。

（吉田委員）
北見市 PTA 連合会会長の吉田と申します。よろし
くお願いします。北見市 PTA 連合会というのは、小
学校、中学校の北見市の PTA の関わっている連合体
という形になってい ます。小学校、中学校です の
で、子どもたちに携わっている我々の組織ですので
子どもたちのために今後どういうふうになっていく
のか、我々の子どもたちの現状を知っていただくの
も大切ですし、子どもたちのためにこうしてほしい
という要望も少しでも聞いてもらえるように色々な
件を学び、発言してまいりたいと思いますので、よ
ろしくお願いします。

（船戸企画財政部長）
それ では、本 日の議題 に入らせて いただき ます
が、本審議会の座長 、副座長が選出されるまで の
間、会議の進行につきましては、市長が務めさせて
いただきたいと思いますので、よろしくお願いいた
します。
会議次第５．座長及び副座長の選出
（辻 市長）
それでは、私の方で進行を務めさせていただきま
す。
はじめに、会議次第５、座長及び副座長の選任に
ついてでありますが、北見地域定住自立圏共生ビジ
ョン懇談会設置要綱、第５条第１項に座長及び副座
長各１人を置く、第２項に座長は委員の互選により
定め、副座長は座長が指名する委員を充てるとなっ
ております。

（渡部委員）
渡部眞一と申します。北見市社会福祉協議会の会
長を 6 月に受けまして、まだ半年たっていないとい
うところでございます。この定住自立圏という 1 市 4
町の、やはり人口減少、少子高齢化が続く中での非
常に厳しい中で地域がどういうふうにですねこれか
ら、維持、そして継続していく、大きなことである
と思っています。実のある懇談に参加したいと思い
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

座長をどのように選任したら良いのか、選出方法
について皆様からご意見があればいただきたいと思
います。何かございませんか。

（船戸企画財政部長）
委員の皆様、ありがとうございました。
なお、本日、

【「事務局案があればお示しいただければと思いま
す」との委員発言】

今野委員、藤岡委員、齊藤委員、成田委員の 4 名
につきましては、都合により欠席されております。

（辻 市長）
ただ いま、事 務局案に ついてご発 言があり まし
た。他にご意見はございませんか。
なければ、事務局からの提案を求めますが、事務
局案はありますか。

続きまして、事務局を担当する職員の自己紹介を
いたします。
続きまして、事務局を担当している職員の紹介をさ
せていただきます。 自己紹介をさせていただき ま
す。

（船戸企画財政部長）
事務局より提案させていただきたいと思います。
事務局といたしましては、オホーツク管内唯一の国
立大学で学術研究を通して北見地域の活性化に幅広
く地域貢献をされていることなどから、今回、学識
経験者として本懇談会に参画いただいている、北見
工業大学の鈴木学長にお願いしたいと考えておりま
す。

【 事務局職員 自己紹介 】
伊集院企画財政部次長、
松岡定住自立圏主幹、
近藤係員
皆様に向かって、左側、オブザーバーとして
美幌町役、津別町、訓子府町、置戸町の職員の方に
も参加いただいているところです。

（辻 市長）
ただいま、事務局から座長に北見工業大学の鈴木
学長のお名前が提案されましたが、皆様、いかがで
しょうか。

（船戸企画財政部長）
次に会議の成立について、事務局から報告いたし
ます。

【 全員「異議なし」の声 】
（辻 市長）
皆様 から「異 議なし」 ということ でありま すの
で、座長には鈴木委員に決定させていただきます。
鈴木座長、よろしくお願いいたします。

（事務局～近藤）
会議の成立についてご報告させていただきます。
本日の出席委員数は、２０名中、１６名でございま
す。
北見地域定住自立圏共生ビジョン懇談会設置要綱
第６条第２項の規定、「会議は委員の過半数の出席が

（船戸企画財政部長）
それでは、鈴木座長には座長席のほうへ移動して
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いただき、ご挨拶をいただきたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。
（鈴木座長）
ただ今、本懇談会の座長にご推挙いただきました
北見工業大学の鈴木でございます。改めまして、よ
ろしくお願いいたします。
この懇談会、先ほど辻市長のご挨拶にもございま
した、そして、皆様のご挨拶の中にもございました
けれども、北見地域というこの地方圏のもつ様々な
課題等を洗い出して、その解決を通じて、この圏域
の将来的な・・・・目指すと。そのための計画を作
成すると。大変重要な懇談会という位置づけとなっ
ております。座長としましてもその責任の重さを感
じているところでございます。
ご存知のように、この地域だけでなくてすべての
地域に言えると思いますけど、少子高齢化、人口減
少、そして、国の施策でもございますけど『ソサエ
ティ 5.0』という新しい社会に向けての実現に向けて
の様々な取組、こういったことにそれぞれの地域が
なかなか迅速的に対応できない、そういった社会の
大きな変革に対応し 切れていない現状がござい ま
す。そういう意味では、本学も非常にそういう部分
で重要な責務を担っているというふうに感じている
ところでございます。
この地域の魅力を引き出して輝かしい将来を皆様
とご一緒に作り上げていくということで、北見市、
そして周辺の町の皆様、それぞれ町を代表していら
していると思っております。各分野でご活躍の皆様
から忌憚のないご意 見、活発なこ討論を通じま し
て、この計画策定に向けてこの懇談会、有意義なも
のにしていきたいと考えておりますので、是非ご協
力をよろしくお願いいたします。簡単ではございま
すがご挨拶に代えさせていただきます。本日はよろ
しくお願いいたします。

ら、副座長を指名させていただきます。
副座長には、「北見市社会福祉協議会会長の「渡部
委員」を指名させていただきたいと思います。どう
ぞよろしくお願いいたします。
渡部副座長におかれましては、副座長席に移動を
お願いいたします。
（渡部副座長、移動、着席）
（鈴木座長）
渡部副座長に、ご挨拶をいただきます。
（渡部副座長）
改めまして渡部でございます。ただいま、副座長
ということでご指名をいただきました。大変光栄に
思いますけれど、責任の重さということをひしひし
と感じています。いずれにしましても精一杯務めさ
せていただきますのでよろしくお願いしたいと思い
ます。
会議次第６．北見地域定住自立圏共生ビジョン策定
について
（鈴木座長）
ありがとうございました。
それでは、早速、議事に入らせていただきます。
会議次第をご覧ください。会議次第６の「議事」
につきましたは、
（１）協議事項（２）報告事項、
（３）意見交換とな
っております。
６．議事（１）協議事項・意見交換
（鈴木座長）
それでは、最初に（１）協議事項
「北見地域定住自立 圏共生ビジョン懇談会につ い
て」
、事務局から説明願います。

（船戸企画財政部長）
鈴木座長、ありがとうございました。
ここで、大変恐縮でございますが、市長におかれ
ましては他の公務がございますので退席させていた
だきます。

（松岡主幹）
議事に入ります前に、本日の会議資料につきまし
て確認させていただきます。資料は事前に送付させ
ていただいておりますが、お忘れの方はいらっしゃ
いませんでしょうか。
いなければ、資料の確認で、資料はまず、

（辻 市長）
皆様、どうぞ、よろしくお願いいたします。
（市長 退席：15:30）
（船戸企画財政部長）
それでは、これ以降の懇談会の進行につきまして
は、鈴木座長にお願いをいたします。

1 枚ものの会議次第
資料１ 定住自立圏構想について
資料２ 北見地域の人口動態について
資料３ 北見地域の定住自立圏に関する経過と今後
のスケジュールについて
資料４ 定住自立圏中心市宣言書
資料５ 定住自立圏の形成に関する協定書
資料６ 北見地域定住自立圏共生ビジョン骨子
参考資料 定住自立圏共生ビジョン 将来像 抜粋
また、本日配布させていただております
資料Ａ 懇談会委員名簿
資料Ｂ1.Ｂ2 懇談会設置要綱、会則案 でございま
す。

（鈴木座長）
それでは、改めましては、委員の皆様におかれま
しては、スムーズな懇談会進行にご協力いただきま
すよう、よろしくお願いいたします。
まず、はじめに、副座長を決定してから、本日の
議事に入っていきたいというふうにと考えておりま
す。
本懇談会設置要綱により副座長は座長が指名する
委員をもって充てることになっておりますので私か
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資料は以上でございますが、配布もれはございま
せんか。なければ次に進めさせていただきたいと思
います。
「北見地域定住自立圏共生ビジョン懇談会につい
て」別冊資料によりご説明いたします。

(質疑なし)
（鈴木座長）
なければ、説明のありました懇談会会則につきま
しては、本日の会議で決定することになってござい
ますが、資料 B-2 に記載のとおり決定承認というこ
とでよろしいでしょうか。

別冊資料、
「資料 B－１」
「北見地域定住自立圏共生
ビジョン懇談会設置要綱」をご覧ください。

（異議なしの声）
本ビジョン懇談会の設置目的について、第１条に
おいて北見市は、定住自立圏形成協定により形成さ
れた北見地域の将来像及び当該協定に基づき推進す
る具体的な取組内容等を記載する定住自立圏共生ビ
ジョンの策定に関して、関係者等の意見を反映する
ため、北見地域定住自立圏共生ビジョン懇談会を設
置する。として規定されています。
定住自立圏構想に係るこれまでの北見市の取組に
ついては、後ほど改めてご説明いたしますが、本共
生ビジョン懇談会の設置の目的については、定住自
立圏形成協定により形成される北見地域、いわゆる
北見市、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町の１市
４町を一つの地域、圏域として考え、今後も、地域
課題等に対応しながら、この圏域の将来像や、将来
像の実現に向けた、具体的な取組について、各政策
分野の関係者の皆様から、それぞれのご意見をいた
だき、
「北見地域定住自立圏共生ビジョン案」を、皆
様のご協力をいただきつつ策定を進めていただくも
のでございます。
また、ビジョン懇談会にご参加をいただく皆様に
おかれましては、先ほどご挨拶をいただいたところ
ですが、本要綱第３条に基づき、別添資料の資料 A
のとおり、学識経験者、各関連分野の代表者及び公
募委員の２０名で構成させていただいております。
また、本要綱第４条において、委員の任期を定め
させていただいておりますが、先ほどの委嘱状にあ
りますとおり、令和元年 11 月 12 日から令和３年 11
月 11 日までの２年間とさせていただいております。
なお、共生ビジョンにつきましては、一度策定し
た後も、毎年度、必要な見直しを行い、更新を行う
ことが可能な計画でございます。共生ビジョン策定
後におきましても、年に１～２回程度、懇談会を開
催し、ご意見等をいただく予定でございます。
次に、懇談会の運営に関し必要となる事項につき
まして、別添資料「資料 B-2」北見地域定住自立圏共
生ビジョン懇談会会則のとおり規定させていただき
たいと考えております。
こちらでは、第２条、第３条において、本会議の成
立条件や進行方法、また、第６条では、会議録の公
開方法等が定められたものであり、会議の運営全般
に係るルールを定めたものでございます。
北見地域定住自立圏共生ビジョン懇談会設置要綱及
び北見地域定住自立圏共生ビジョン懇談会会則につ
いて、私からの説明は、以上でございます。

（鈴木座長）
ありがとうございます。異議なしとのことですの
で、資料のとおり承認決定いたします。
（鈴木座長）
次に、会議次第の６ の（２）報告事項でござい ま
す。
定住自立圏形成協定、定住自立圏共生ビジョンに
ついて また、今後の会議日程等につきまして、事
務局から一括して報告説明願います。
（松岡主幹）
それでは私から、定住自立圏形成協定及び定住自
立圏共生ビジョンについて、資料に沿って説明をさ
せていただきます。
資料１「１ 定住自立圏構想について」をご覧くだ
さい。
まず、はじめに、国の施策である定住自立圏構想
がスタートした背景についてご説明いたします。
みなさんがご承知いただいておりますとおり、人口
減少・少子高齢化が 進みますと、この資料では 、
2005 年から 2035 年での比較となっておりますが、総
人口では、約 13％、年少人口では、約 40％の減少見
込みに対し、高齢者人口では、逆に 45％の増加が見
込まれています。
地方圏では、さらに人口減少が高く、総人口での
約 13％に比較し、約 20％、約２割の人口減少が見込
まれています。
実際にこの北見圏域の状況でみてますと、資料２
を見ていただきたいのですが、「北見地域の人口動態
について」をご覧ください。
上段が、1990 年（平成２年）から 2015 年（平成 27
年）までの人口の数値で、下段が、2020 年（令和 2
年）から 2045 年（令和 27 年）の国立社会保障・人
口問題研究所の人口推計値でございます。
先ほどの、2005 年（平成 17 年）と 2035 年（令和
17 年）での比較で申しますと、北見地域では、上段
の 2005 年（平成 17 年）の人口は、168,086 人で、30
年後の 2035 年（令和 17 年）の人口推計でいいます
と、120,255 人として見込まれ、割り返し減少見込み
を計算しますと、28.5％の減少見込みとなり、先ほ
どの見込みであります 20％を大きく上回る見込みと
なっております。
また、朱書きしております平成 27 年から令和 27
年で比較しますと、35.1％の減少と大きな傾向が想
定されています。
朱書き矢印の間に記載しております、四角で囲ん
だ中で記載しております期間についてですが、10 年

（鈴木座長）
ただいま、懇談会設置要綱等につきまして事務局
より説明がありましたが、何かご質問ご意見等はあ
りませんか。
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間は、誤りで、30 年間の減少率を示したものでござ
います。
申し訳ございません。30 年間として訂正をお願い
いたします。

資料１、裏面をご覧ください。
２ 定住自立圏構想の趣旨と概要についてでありま
すが、ただいまお話 をさせていただきましたと お
り、地方圏として安心して暮らせる地域の形成のた
めに、三大都市圏経の人口流出を食い止め、逆に三
大都市圏からの地方圏への人口の流れを創出すると
ともに、市は、圏域全体に必要な都市機能を集約的
に整備し、近隣の町は、必要な生活機能を確保しつ
つ、農林水産業の振興や自然環境の保全を図ってい
くことなど、市と近隣の町とがそれぞれの役割を担
い連携することにより、圏域全体の活性化を図るこ
とを目的とするものでございます。
次に、定住自立圏形成に係る手順についてであり
ますが、定住自立圏を形成するためには、３つの手
順が必要となります。
一つ目は、中心市が中心市宣言を行う必要があり
ます。中心市は、人口等一定の基準を満たす市が対
象となりますが、本圏域では、北見市が中心市とな
り、本年２月２８日開会の第１回北見市議会におい
て北見市長が中心市宣言を行っています。

次に資料２の２ページ「北見地域の年齢別３区分
別人口割合」と「高 齢化率について」ご覧くだ さ
い。
こちらは、15 歳未満の年少人口と、15 歳以上 65
歳未満の生産年齢人口と、65 歳以上の老年人口の３
区分における、平成２年から平成２７年までの人口
動態を現した表となりますが、表の最下段をご覧く
ださい。
平成 2 年時点に、全年齢から見る 15 歳未満の割合
については、19％でありましたが、平成 27 年には、
約半分の 11％まで割合が低下しています。
また、65 歳以上の割合については、同じく平成 2
年時点の 12％から、平成 27 年度には、31％と 2.5 倍
以上に上昇しており、少子高齢化の状況をはっきり
と確認することができます。
次に、次ページ「北見地域の産業別人口動態につ
いて」をご覧ください。
上段の表で、青色が 農林水産業等、１次産業の 割
合、赤色が工業や建設業等、２次産業の割合、緑色
がその他商業、金融業等第３次産業の割合を現した
表となっています。
平成２年から平成２７年までの人口動態を見ると
いずれの業態も減少 傾向であるとともに、特に １
次・２次産業については、減少率が 40％以上と顕著
なものとなっております。

資料４をご覧いただきたいと思います。
こちらが、中心市宣言書でございます。
１ページ目をご覧ください。
中心 市宣言書 には、中 心市が、人 口定住の ため
に、圏域として必要な生活機能の確保に関して中心
的な役割を担う意思を明らかとする内容を記載する
ほか、２ページから５ページ目にかけては、医療機
能、大規模商業・娯楽施設や行政及び民間分野に係
る都市機能の集積状況や、それら施設における近隣
の町の住民の利用状況等を記載しております。
また、８ページには、近隣町から北見市への通勤
通学割合と、北見市と連携する意思を有する近隣町
を記載しております。
ここでは、通学者数が多いほど、地域間の関係性
が高く、経済圏・生活圏を共にし、定住圏を形成す
る近隣町との根拠を示した内容となっています。

資料１にお戻りいただきたいと思います。実際に
人口減少が進むと、どのような問題が生じるのかと
いいますと、人口減少を現したその下の図にありま
すとおり、人口が減少しますと、税収が落ちる、税
収が落ちると、市・町としての歳入が少なくなり、
財政が悪化いたします。財政が悪化する、歳入が少
なくなれば、歳出を抑えなければならず、緊縮財政
とならざるを得なくなります。結果として公共事業
等の実施が控えられるなど、北見圏域で働く方々の
収入が減り、税収の減少とつながり、負の連鎖から
抜けられない構図が生まれてきます。
このような負のスパイラルに陥らないための地方
の対応といたしましては、資料の下段にありますと
おり、一つ目として、首都圏への人口流出を防ぎ、
逆に地方圏への人口の流れの創出すること。二つ目
にとして、分権型社会ふさわしい社会空間の形成と
ありますが、地域が 自主性自立性を高めていく 中
で、住民ニーズに即した新たなサービス等の展開を
目指すこと。三つ目として、ライフステージ（年代
や生活スタイル）に応じた多様な選択肢を提供して
いくことなど、あらゆる対策を講じる必要がありま
すが、地方圏の市や町においては、これら課題への
対応のために、その規模や特性などから、それぞれ
の役割を分担し、または連携しながら、生活に必要
な機能を維持しつつ、人口減少・少子高齢化社会に
対応していこうという発想が定住自立圏構想の基本
的な考え方でございます。

資料２をご覧いただきたいと思います。
資料の最後から２ページ目に「第１表 常住地又は
従業地・通学地による人口（夜間人口・昼間人口）」
の表を掲載してございます。
表の上段、H27 の北見市の状況をみていただき、表
の一番右側、中夜間人口比率に朱書き、99.9%との表
示があります。
通勤通学で、北見市を離れたり、または、北見市
に通われたりと、１日のなかで、日中と夜間とで、
実際の人口は変わります。
日中の人口を夜間の人口で割り返したものが、中
夜間人口比率であり、同数であれば 100％となりま
す。
北見市の場合、99.9％ということで、日中と夜間
の人口はほぼ同数ながらも、通勤通学のため北見市
を離れる方の人口の方が、若干多いことがわかりま
す。
また、その次のページ「第３表 常住地による従
業・通学市区町村、男女別 15 歳以上就業者数及び 15
歳以上通学者数」をご覧ください。
こちらは、上段の第３表が、通勤通学で北見市か
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ら４町（美幌町・津別町・訓子府町・置戸町）へ通
われる人の数を現した表であり、下段の第４表が、
逆に通勤通学で、４町から北見市に通われる方の数
を現した表でございます。
表中に朱書きで記載しておりますのが、４町の実
数でございます。
北見市から４町へ、また、４町から北見市へそれ
ぞれ、1,700 から 1,800 人程度の通勤通学者における
移動等があることがわかります。

休日・夜間等の救急医療体制を維持・確保する。
」と
し、「甲の役割」では、「乙や関係機関・団体等と連
携し、圏域における救急医療体制の維持・確保に努
める。
」として、また、「乙の役割」では、
「甲や関係
機関・団体等と連携し、圏域における救急医療体制
の維持・確保に努める。
」として、それぞれ、設定し
ております。
それぞれの市町が、関連した各種事業を的確に実
施していくことで圏域全体としての初期救急医療体
制の確保を図っていくことを想定する内容としてお
ります。

資料４の中心市宣言書に戻っていただき、改めて
８ページをご覧ください。
上段の表では、自 宅で仕事をする人を除き、 従
業・通学する人のうち、訓子府町では、通勤通学割
合が 0.373 と、３割以上の人が対照となりますし、
置戸町では、通勤通学割合が 0.174 と１割以上の人
が北見市に通勤・通学していることを現した表とな
ってございます。
また、通勤通学の 割合が、１割に及ばないも の
の、経済圏及び生活圏を共有する美幌町及び津別町
が、連携の意思を有する町として、本構想に参画し
ております。
ここまでが中心市宣言の内容となります。

次に、下段をご覧ください。
２の「福祉」では、
「高齢者福祉の推進」
、
「障がい者
福祉の推進」及び「子育て支援の推進」をテーマと
して設定し、「高齢者福祉の推進」では、「取組の内
容」として、
「圏域住民が住みなれた地域で安心して
暮らせるよう、高齢者等に対する相談体制や支援体
制を整備するとともに、「各種福祉サービスの充実を
図る。
」としております。
２ページほどめくっていただきまして上段に、別
表第２、「結びつきやネットワークの強化に係る政策
分野」では、１の「地域公共交通」、２の「デジタ
ル・ディバイド（情報格差）の解消に向けたＩＣＴ
インフラ整備等、６つの政策分野を設定し、それぞ
れ、
「取組の内容」ほか、甲乙の役割を記載しており
ます。
さらにもう１枚をめくっていただき
最後のページになりますが、別表３、
「圏域マネジ
メント能力の強化に係る政策分野」では、
１の「人材の育成」
、
２の「外部からの行政及び民間人材の確保」
、
３の「圏域内市町の職員等の交流」の
３つをそれぞれ設定させていただいております。
各政策分野や項目については、国の定める「定住
自立圏推進要綱」に 基づき設定し、取組の内容 、
甲・乙の役割については、政策分野毎１市４町の担
当者で協議を重ねそれぞれ設定させていただいたも
のでございます。
ここまでが、定住自立圏形成協定に係り協定書の
内容となります。

資料１の裏面にお戻りいただき、中心市宣言の次
のステップといたしましては、圏域を形成する中心
市と近隣の町とで、定住自立圏形成協定を結ぶ必要
がございます。
資料５をご覧ください。
こちらが「定住自立圏の形成に関する協定書」で
ございます。
主な内容といたしましては、定住自立圏形成に係
る基本的な目的や基本方針、また、連携する具体的
事項について記載しているものでございます。
１ページ目をご覧ください。
記載の各条項につきましては、国の「定住自立圏
構想推進要綱」に基づき規定する条項であり、他圏
域で結ばれる協定書におきましても同様の内容とな
るもので、目的や基本方針、連携する取組、事務執
行にあたっての事項などを定める内容となっており
ます。
次に、１ページめくっていただいて、３ページ目
をご覧ください。別表につきましては、中心市と各
町が連携して取り組む事業等における、「取組の内
容」や「各々の役割」分担について規定するもので
す。本年２月２８日に表明いたしました「中心市宣
言書」に記載した取組事項を基とし、整理してきた
ところでございます。
別表第１、
「生活機能の強化に係る政策分野」とし
て、取り組む分野としては、１の医療分野から、２
の福祉、３の教育等、７つの政策分野を設定してお
ります。
医療では「救急医療体制の確保」と「地域医療体
制の充実」を項目だてし、それぞれ「取組の内容」
と「甲及び乙の役割」を設定させていただいており
ます。
「救急医療体制の確保」では、「取組の内容」とし
て、
「住民が安心して必要な医療が受けられるよう、

恐れ入りますが、改めて資料１の裏面の方へお戻
りください。
定住自立圏形成協 定の締結が終了いたしまし た
ら、次に、資料中青 色に白抜きで記載しており ま
す、３つ目、最後のステップとなります定住自立圏
共生ビジョンの策定でございます。
定住自立圏共生ビ ジョンは、中心市（北見市 ）
が、民間や地域の関係者を構成員とするビジョン懇
談会を設置し、圏域の将来像や今後５年間における
具体的な取組内容を記載する計画で、本ビジョン懇
談会で案を策定いただくものでございます。
この共生ビジョン案の策定までを終えることによ
り、あらたに定住自立圏が形成されることとなりま
す。
共生ビジョン策定に係る具体的な内容につきまし
ては、後ほど改めて説明させていただきます。
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次に、３ オホーツク管内の定住自立圏の取組状況
についてでありますが、管内では、網走市を中心市
とし、近隣町として大空町が参加する、網走市大空
町定住自立圏が形成されています。
また、管内西興部村についても、士別市定住自立
圏に参加し、管内では１市２町が本構想に参加して
いる状況でございます。
それでは、次に資料３をご覧ください。
北見地域の定住自立圏に係る経過と今後のスケジ
ュールについてご覧いただきます。
本構想に係る、これまでの経過とこれからについ
てですが、先ほどお話をさせていただきました、中
心市宣言を本年２月２８日に行ったあと、資料５の
１市４町の事務担当者で構成する各政策分野を単位
とした分科会を設置 し、全体で１６分科会にお い
て、延べ３３回の会議で協議を行い「協定案」の策
定を進めてまいりました。
また、策定いたしました案については、１市４町
それぞれ町の首長の合意を得た後、それぞれの市町
の議会に諮り、それぞれ９月から１０月に行われた
議会において、承認（議決）をいただいたものでご
ざいます。
また「協定の締結」については、１０月１８日に
市内黒部ホテルにて締結式を開催し、本協定書によ
り１市４町にて協定 を締結したところでござい ま
す。
次に、水色で示し た、今後の予定についてで す
が、本日 11 月 12 日から本ビジョン懇談会をスター
トし、北見地域定住自立圏共生ビジョンの策定作業
を進めさせていただきます。
概ね３回程度の会議の中で、北見地域定住自立圏
共生ビジョンに係る案をまとめていただき、予定と
して令和２年１月中に協議結果を北見市にご報告い
ただきたいと考えております。
その後の予定として１月下旬から２月下旬に、北
見地域定住自立圏共生ビジョン案について、パブリ
ックコメントを実施 し、広く住民の意見を伺っ た
後、３月を予定として、北見地域定住自立圏共生ビ
ジョンを公開してしきたいと考えております。

１として、北見地域市町の概況
２として、圏域の人口動態
３として、都市機能の集積状況
４として、都市機能の利用上についてを項目建てし
ております。
第１章並びに第２章については、定住自立圏に係
るこれまでの取組や、参加自治体の名称等、事務方
において、整理が可能な内容につき、こちらで整理
を進め、次回会議に資料としてご提供をさせていた
だきたいと考えておりますのでよろしくお願いいた
します。
続きまして、３の圏域において捉えるべき社会情
勢と将来像で第３章 圏域の将来像についてでありま
すが、本日は、この第３章の、この圏域における将
来像について、皆様からご意見をいただき、お話し
いただいた結果を踏まえ、北見地域定住自立圏構想
に搭載すべき将来像として、反映をさせていただき
たいと考えております。参考といたしまして、昨今
の社会情勢や地方圏における問題等、主だったもの
を掲載させていただいております。
【現状の課題や動向】といたしましては、
１ 人口減少・少子高齢化の急速な進行
経済規模の縮小、社会保障費の増大、地域コミュ
ニティの維持困難ほか多方面への影響など
２ ライフスタイルや価値観の多様化、地域課題の
複雑化、空間、モノ、移動、技術、資金などを共有
する暮らしの拡大。若者の雇用創出、女性の活躍
３ 環境問題・エネルギー問題の深刻化
４ 安全・安心に対する意識の高まり
５ 協働で進めるまちづくり
等々がございます。
また、そういった課題に対し、下段となりますが、
【現状の課題や動向からみた求められる対応】とい
たしまして、
○人口減少・少子高齢化への対応
人口減少と少子高齢化に対応したまちづくり
○まちづくりに活かす資源
自然環境、一次産業、文化、まちへの愛着度など
を魅力や資源としてまちづくりに活用
○今後のまちづくりで求められること
産業振興、交流促進、まちのコンパクト化、中心
市街地の賑わい、創造性の発揮、雇用の創出
子育て・高齢者支援がある豊かな暮らしの実現
等が考えられます。
次に、４の具体的な取組の第４章 定住自立圏形成
協定に基づき推進する具体的取組についてですが、
こちらでは、政策分野毎、医療、福祉、教育、産業
振興など、それぞれの分野で、この圏域で必要とな
る取組を搭載する項目となります。
こち らに記載 の政策分 野について は、資料 ５の
「定住自立圏の形成に関する協定」で設定したもの
になり、たとえば、医療の分野では、さらに「救急
医療体制の確保」と「地域医療体制の充実」をテー
マとして設定しております。
また、福祉分野においては、
「高齢者福祉の推進」
と「障害者福祉の推進」と「子育て支援の推進」と
それぞれの分野毎、さらに細分化された個別の項目

それでは、次にＡ３版横長の資料６をご覧くださ
い。これから、委員のみなさんにご協議いただき、
策定いただく、「北見地域定住自立圏共生ビジョンの
骨子」でございます。
１の序論から、２の圏域の概況、３の圏域におい
て捉えるべき社会情 勢と将来像、４具体的な取 組
と、大きく４つの項目に区切って策定を進めて行き
たいと考えております。
１の序論、
第１章の定住自立圏共生ビジョンの策定にあたって
では、
１として、定住自立圏構想の概要とこれまでの取組
２として、定住自立圏の名称及び構成市町村
３として、定住自立圏共生ビジョンの目的
４として、定住自立圏共生ビジョンの期間について
を項目だてし、
また、２の圏域の概況
第２章 圏域の概況では、

8

が設定されております。
本日、この圏域における課題や将来像など、ご意
見やご協議をいただいた内容、その方向性などを踏
まえまして、この第４章で設定する、細分化したこ
の項目ごとに、医療の分野であれば、「救急医療体制
の確保」について、実際にどのような取組が必要と
なるのか、より具体的な取組（事業）と、その事業
の進捗や達成度等を管理していくための目標値（Ｋ
ＰＩ）について、改めて事務方にて整理・設定させ
ていただき、次回会議の場でお示しをさせていただ
きたいと考えておりますので、よろしくお願いいた
します。
定住自立圏形成協定、定住自立圏共生ビジョン、
本構想の今後のスケジュール等についての説明は以
上でございます。

大学を中心に十数校ございますけれども、半数以上
の大学は地域の貢献、地域に貢献することを目指す
研究と教育ということで、本学も当然そういう道を
選択してございますので、この圏域にいかに貢献し
ていくか、そういったことを中心に考えているとこ
ろでございます。
北見工大は非常に特徴がございます。よく道内の
同じ工業の単科大学として室蘭工業大学と比べられ
ますが、入学してくる学生がまったく違う特色を持
っていまして室蘭工業大学はほとんど道内の出身の
学生で占められていまして、その大多数が札幌圏の
学生ということになっています。それで、卒業後も
道内定着率も比較的高いほうかなというふうに考え
ておりますが、北見工業大学の場合は６割が道外か
ら来ています。入学して学んで卒業する７割が本州
へ就職して出て行ってしまいます。そういう特徴を
持っている大学ですので、まず、減っていく１８歳
人口に対しては、受験者数を減少させないような取
組が必要でございます。これにもいろいろな工夫を
しております。例え ば、これからになりますけ れ
ど、１８歳人口に頼らない教育プログラムを作って
いく。社会人の学びなおしということが今よく言わ
れていますけれども、ジーニアススクール等を開講
して、開かれた大学院として社会人をどんどん入れ
て行きたいと。まずはそこで受験生を確保したいと
いうふうに考えています。それから、地域に貢献す
る大学としては、私が昨年４月に学長に就任してか
ら、２つの研究推進センターを立ち上げました。昨
年立ち上げましたのは「オホーツク農林水産工学連
休推進センター」
、オホーツク圏一次産業を主体とす
る市町村がほとんどですので、そこに工学的な支援
を、サポートを研究開発したもの、あるいは IT を使
ったもの、そういったもので人口減少高齢化が著し
い一次産業の世界を支援して発展させようとする取
組を研究推進するセ ンターを立ち上げました。 現
在、北見工大１２０名程度の教員がおりますけれど
４０名以上がその研究推進センターで研究をして一
次産業の支援をするという。もう一つは「地域と歩
む防災研究推進センター」
、これは地域の安全安心に
関わる防災センターですけれども、北見市から無償
で貸与いただきした旧競馬場跡地ですね、全国、世
界的にも非常に稀だと思いますけれども、非常に大
規模な自然災害の再現実験が出来る施設を作りまし
て、道東地域だけではなくて、北海道全体の防災減
災に関する研究を進めていくというところです。そ
ういった研究推進センターの取組は大学の予算のか
なりの部分をつぎ込んでどんどん研究推進してたく
さんの教員に参加してもらって、学内の研究の活性
化を図るとともにそこに新しい産業を生み出して、
地元に定着して、地元に就職定着する卒業生を増や
して以降と今計画しております。
さらにＡＯ入試という私立大学では良くやるので
すが、受験生が筆記試験を受けて入学するのではな
くて、その者が入学までにやってきたことを評価し
て大学に入学してもらって、本学の場合は工科の勉
強を将来に生かすということで、２１年度入試です
から、来年度実施する入試から一次産業に従事して
いるご家庭のお子さん、一次産業を仕事にしていこ
うというお子さんに工学の勉強をしてもらって、家

（鈴木座長）
ただ今、意見交換の主題、テーマについて事務局
から説明がありました。
共生ビジョンを検討していく上で、人口減少とい
う大きな社会的背景を抜きにしては、持続可能な北
見地域の将来像、ビジョンを描いてはいけないとい
うことであります。
また、北見地域は昼夜間人口の説明もありました
が、圏域として、すでに日常生活圏、経済圏を形成
していると考えます。このことから、この北見地域
が、自立し、継続可能な圏域となることが、大変重
要であり、地域の活性化にも繋がっていくものだと
考えられようかと思います。
本日は、事前にご連絡させていただきましたが、
事務局から説明のあった、策定するビジョンの全体
構成も踏まえ、まずは委員の皆様から、人口減少社
会における北見地域での課題、または人口定住に向
けて北見地域、圏域で目指すべき将来像についてご
意見をいただき、その後、連携協力していく取組等
について検討していくということで進めてまいりた
いと考えております。
それでは、皆様に順次お伺いしますが、いきなり
では話しづらいこともございますでしょうから、最
初に私から、工業大学にまつわるそういったお話を
させていただきたいと思います。
今の説明にもございましたが、人口減少というは
非常に大きな問題でございまして、当然１８歳人口
で言いますと大学入学者がどんどん減っていくとい
うことになります。現在は１２０万人程度、全国の
１８歳人口ですが、２０４０年には８０数万人にな
るという予想が立っています。そんな中で最近です
ね、文科省を通じまして、国の方針として、大学の
適正規模を考えよと。つまり大学を縮小したり、減
らしたりすることをそろそろ議論を始めませんかと
いうことになってきています。ただ、全国に８６の
国立大学がございます。その大学のほとんどが現状
維持する宣言をしておりまして、様々取組を打ち出
しております。
その８６大学のうち５５大学、つまり６割強の国
立大学が地域貢献をする大学という道を選んでおり
ます。世界最高水準の研究成果を打ち出していく大
学というのは旧帝国大学７つございますけども、北
海道の場合は北海道大学ですね、そういった旧帝国
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業に生かしてもらう。そうすると、大学等とのパイ
プも非常に強くなっていきますので、大学が支援す
る場も増えていくと。お互いウィンウィンの関係に
なっていくのではないかと期待のもとに始めるもの
であります。
明るい話題としてはカーリングのロコソラ－レの
活躍を覚えていらっしゃると思いますけど、北見地
域以外にですね、カ ーリングはもちろんですけ れ
ど、スキーに関して もスキー競技にも非常に有 望
で、合宿先としてはトップ選手が来たがる地域でも
ございます。それを利用して、若松市民スキー場の
夜使っていないコースに大学がナイター設備をつけ
て研究用の施設として平日使わせていただくという
ことにして、そこも研究推進センターで大きな研究
成果を出して、すでにカーリングもスキーに関して
もオリンピックに出る日本代表選手がいまして、研
究成果でスキルアップを図っている状況でございま
す。こちらのほうも工学を使って選手の競技力を上
げるという取組は世界的にも非常に少ない、注目も
されています。文科省からもたびたび視察に来てい
ただいている状況ですので、近い将来この地域が冬
季スポーツのまちというふうに認識をしていただい
て、エリート選手、その家族がこの地域に集まるよ
うな社会に出来ないかというような取組もしており
ます。これも次年度からＡＯ入試、カーリングやス
キーの選手も入れていきます。これは国立大学とし
ては異例の取組で、文科省とも何回も協議をしてい
ます。
そういった意味で、北見工業大学の研究成果で何
とか、皆様に安全安心、将来に夢を持っていただけ
るような研究をやっていって、その結果、本学が全
国的、あるいは世界的にみてこの研究は北見工大は
すごいなというようなブランディングを図って、ど
んどん若い人が集まる地域にしていきたいと、そん
なふうに夢を持って学長を務めさせていただいてい
るところでございます。
なかなか現実的に実現するにはたくさんの壁がご
ざいますけれども、一つ一つ、皆様に、北見市の職
員の方々をはじめ、皆様にご協力いただきながら、
産学官共同していろんな事業を立ち上げて、活気の
ある地域づくりに貢献して行こうと考えているとこ
ろです。夢も語らせていただきましたが、皆様今後
ともよろしくお願いします。
皆様にご意見をうかがいますが、最後に渡部副座
長にご意見をいただきたいと考えていますので、座
席順で申し訳ございませんけれども、北見地域の将
来像につきまして、ご意見を皆様からいただきたい
と思います。
たびたび申し訳ございませんが、青山委員のほう
からよろしくお願いいたします。

ら脱退するというこ とで、会員数の減少だとか 、
様々な課題を町内会も抱えている。その中で、私た
ち自治会連合会しても、年間、九つの研修会を開催
して、町内会をいかに活性化していくか、また、環
境に関わっては環境担当者研修会だとか、安全に関
わっては交通安全担当者研修会、さらには防犯担当
者研修会、防火防災担当者研修会など、研修会を行
って各町内会が充実発展していくためのきっかけを
作っていただくとい うことで年間取り組んでい ま
す。
そのような中で全国的な自然災害が多発して、北
見市は災害が少ないといわれている中、昨年ブラッ
クアウトを経験しまして、町内会としてどのような
取組をしたらいいのかという指摘だとか、自治会連
合会として案を示してほしいということもありまし
て、本年度、自治連として災害に備えた町内会の取
組例という冊子を作成しました。
これは、町内会といいましても様々な実態があり
ますので、町内会の実情に応じた取組ができるよう
に、日常的な取組と、災害発生直後までの二つの視
点から、こんな取組が考えられますという、たくさ
ん方策を並べ、その中から町内会の実情に応じた取
組を始めてくださいということで、１２月１日には
全町内会に冊子を発送する予定でいます。次年度に
つきましては、さきほど災害発生直後までといいま
したが、災害が発生し避難所に非難したとき、避難
所の運営に関わって町内会との関わりも出てくるだ
ろうということから、避難所における運営の取組の
例を作成して示したいなと考えております。
これらに関連して、行政、防災危機管理室を中心
にしながら、災害に向けた対策が進んでおります。
また、北見市以外の４町でも対策が講じられている
と思いますが、災害の相互応援だけではなく、日頃
の取組を含めて１市４町が連携を図りながら、災害
時における取組内容をお互い交流することによって
１市４町の災害に向けた取組が進んでいくのではな
いかと、いわゆる定住自立圏全体が災害に強い町に
なっていくのではないかという気がしています。
我々町内会連合会としましても、合併による４自
治区のつながりはあ りますが、美幌、津別、訓 子
府、置戸の町内会とはあまりつながりはないので、
これを機会にそういうところともつながりながら、
私たちの取組を交流する、取組を聞くということで
互いに高めあうことによって、自立圏全体が、町内
会の活動も活性化していくだろうし、災害に強いま
ちづくりも行政サイド、民間サイドのつながりがで
きればまた違っていくかなと考えています。
（井上委員）
私は、置戸に来るまで千葉で、千葉から置戸町に
引っ越してきてから１年くらいたったときに結婚し
て子どもを産んで初めての子育てを、あまり知らな
い土地でということで、当時を振り返るとすごく一
所懸命だけど、やっぱり知らない土地で初めての子
育ては苦労したなということがあります。
置戸町は出産する場所、病院は北見まで出ないと
ないですし、小児科、子どもが病気になったよとい
うときも北見の病院まで走ると。地元に産婦人科、
小児科がないからしょうがないのですけど、北見に

（青山委員）
私たちの団体は町内会に関わる任意団体として、
各地域における単位町内会、連合町内会、自分たち
の住んでいる地域の者たちが集まって、自分たちの
暮らしに関わって充実発展向上していくための任意
団体ということですが、最近、いわゆる高齢化とい
うことで町内会の役員も高齢化してきている。若い
者もなかなか加入してもらえない。それから、会か
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は子どもが生まれてからなおさらお世話になってい
るというか、何かあるたびに走ってくるという生活
をしています。
学校のほうは、置戸町は教育にも力を入れていて
安心できる部分もあるんですけど例えば、子どもに
ちょっと発達障害があったとか、療育が必要となっ
たときは北見のほうで療育をお願いする形で、置戸
だけでは賄いきれないことは子育てをしているなか
では多数あるなと感じています。
発達障害に関しては、北見の方に療育に通ったり
連携がだんだん出来てきているのかなと感じている
のですが、私の経験で言うと、子どもが場面緘黙(ば
めんかんもく)というあまり知られていない症状が出
てきて、そういったときに地元では同じ症状の子が
いないというときに、もっと情報とかが得られると
いいなぁと思ったんですが、北見地域においても何
人かになるのかなと思うのですが、少ない症状にも
支援の場があるといいなというふうに感じたことが
あります。

あります。
この地域にとっては、人口減少問題をどう克服し
ていくかということが、この地方、全国的にそうな
のかもしれませんけども、この地方の大きな課題の
一つだかなと思っています。そういった中で、この
圏域がオホーツク全体の中心として、オホーツク圏
から人口が流出しないような、そういった役割を担
っていただけるようなことを期待をしているところ
であります。
それには地域が持っている得意とする分野、基幹
産業でもございますが、そういったものに重点的に
施策を展開していただいて、その産業を活性化させ
ていただき、域外から所得を得て域内に循環をさせ
ていただくと、そうしたことが雇用の増大にも繋が
ってまいりますし、人口流出の歯止めにもなってい
くのかなと、そういったことをこの圏域全体で連携
をとりながら、今後進めていただくことが将来像と
して望む姿なのかなというふうに思っております。
（佐久間委員）
国のほうでこの１０月から保育料の無償化を行い
ました、これは３歳以上なのですが、置戸町では３
歳未満、副食費を含めて完全無料化に踏み切りまし
た。それは、子育てしやすいマチ、子育て世代が置
戸で子育てしやすい、そして、子育てしやすいマチ
だから置戸で働こうか、あるいは、仕事は北見だけ
ど子育ては置戸でしようかということも含めてそう
いうことに踏み切りました。
圏域としても全体としても、やはり子育てしやす
い圏域なんだということを全体として打ち出せるよ
うな圏域のイメージづくり、あるいは具体的なこと
か出来ればなと思います。
また、支援学校にもお世話になっていますし、き
らりにもお世話になっていますが、発達障がいの子
が増えている中で、トータルとして、０歳から大人
になっても故郷に帰っても安心できるような広域的
な取組というのも必要なのかなと思います。
もう一つは、この圏域は残念ながら、例えば十勝
ですとか美瑛、富良野とか、統一したイメージとい
うのをなかなか作り づらい圏域かなと思ってい ま
す。そう考えたときに、逆に統一したイメージは作
りづらいからかもしれないけれども、林業もあるし
水産業もある、農業もあるし、第一次産業は全て揃
っていて、統一できないイメージを逆に色々なもの
があるということで、それを繋いでいって、ひとつ
のイメージ化をする、アピールが出来ないのかと思
っています。それは SNS を使うなり、いろんな手段
があると思うのですが、圏域としていろんなものが
あるということを上手くコーディネートして、つな
いでいく、そしてイメージ化をしていくことが大事
なのかなと考えています。

（大泉委員）
北見市になっていただきたいというか期待するの
は、障がいのある方に優しいマチ、高齢者の方にも
そうなんですが、仕事柄感じています。
一つ目は北見特別支援学校はお子さんが９３名と
いうことでお子さんが減っている中でこども児童が
増えてきています。居住地から離れて通学している
ので、居住地のお子さんたちがうちの学校に通って
いる子どもたちのことを知らなくなってしまってい
るので、逆に居住地交流ということで、住んでいる
居住地に行って交流することで、こういう子が地域
にいるんだということを知ってもらうことを大切に
してやってきている。
また、地域のセンター化を図りなさいと文部科学
省から言われてまして、コーディネーターを一人配
置していますが、それぞれ北見市内の学校にパート
ナーティーチャー事業ということで、年３回事業に
取り組んでいます。その中で、普通学級の中に気に
なるお子さんの割合が６．５%いるということで、発
達障害のお子さんが普通学級の中にいて、今、普通
学校の中ではすごく苦労されているということで、
私たち、センター化を図りなさいということで支援
しているわけですが、普通学校の特別支援教育の充
実というのもすごく 大切なことかなと思ってい ま
す。
三つ目が、私たちの学校を卒業したあとの、働く
場所というのがなかなか、私たちの学校は障がいの
重たいお子さんが多いので、将来の働く場所という
のがなかなかないのですが、そういうところを増や
して行きたいというのが課題として思っています。
（小原委員）
産業界、人手不足 が延々として続いておりま し
て、特にサービス業、建設業などにおきましては深
刻化している状況になっております。人口減少とか
人手不足というのは一体、一連のものなのかと思っ
ていますし、人口が減少すると経済規模が縮小する
と、それがさらに繰り返していくような、悪い循環
にならないかなということも心配しているところで

（佐藤委員）
人口減少というのはよく言われるんですけど、力
強い産業とか雇用があったり安心して子どもを育て
られる環境があったり、安心して老後をずっと住み
続けられる環境があれば人口減少、少しはよくなる
のかなと思います。
近頃、私の身の回りでは老後のことが心配だから
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札幌の娘のところへ行くとか、身体のことが心配だ
から医療機関の充実した札幌に移るとか、そういう
ことも人口減少の大きな原因になっている気がしま
す。
子どもを育てる環境というのは訓子府町の場合は
恵まれているような 感じがしますし、子どもが ３
人、４人いらっしゃる方もいます。反対に高齢者に
ついてなんですが、高齢者に合った自分の仕事を見
つけられる人がどれくらいいるのだろうかとか、そ
れは企業、個人任せでは限界がある。待遇だとか、
周囲がその人に向け る期待なんかで遠のいてい く
「老い」があるのではないかと思います。高齢者が
活躍できる場がもっとあれば、それは人口減少にも
わずかながらでも抑制するものがあるのかなという
ふうに思ったりもします。
社会教育のほうでアンケートをいただいたのです
が、思いがけなかった回答に、住んでいる地域にお
いての問題点や悩み事があるかという質問があった
のですけど、１４８人中７３人の方が、何もないと
いうのですね。恵まれた老後を送っているのかなと
思いますし、答えるのが面倒だったという方もいら
っしゃるのかもしれませんが、この数字は何を意味
するのか、良く考えなければならないかなと思った
りしています。

のが私の本心です。そうなってくると、子育て世代
の方たちも住みやすくなるのかなと思います。人口
減少を減らすことが 出来るのかなと思っており ま
す。
（橋本委員）
冒頭、鈴木座長のほうから大学の適正規模の話が
あったのですけど、医療機関につきましても、北網
圏の医療構想の中で医療機関の適正規模ですとか配
置という部分が協議されておりますけれども、一部
病棟の見直しですとか診療科目の見直しがされてい
ますけれども、現状維持という形で今のところ進ん
できているのが現状です。
その中で、美幌医師会１３医療機関あるのですけ
ど、美幌には１公立病院、1 の（重診）の病院という
ことで、病院２つと８診療所があるのですけど、診
療所の部分も医師が一人というといころが多いもの
ですから、高齢化に伴いまして、１０年、１５年た
ってこの診療体制が確保できるのかというのがまず
一つ課題としてあります。これは北網圏全体がそう
なんですけど、医師不足、医師確保が難しいという
状況の中で、美幌もそのような状況になっていま
す。これがどう影響していくかというと、休日の当
番病院が体制が取りづらくなってくるのかという課
題もあります。救急関係で言いますと、心疾患、脳
疾患につきましては、北見日赤さんとか道東脳外さ
んのほうに協定を結び搬送させていただくなどして
いますが、そういう高度医療を担っていただく病院
に一般診療の方が集中すると結果、そちらの病院が
バッタしてしまう状況になりますので、ある程度一
次医療、かかりつけ医をきちんと確保するのが課題
となってくるのかという気がしています。

（時谷委員）
健康 増進によ る生活の 安心という ことがあ りま
す。地域の皆様の健康増進を図るために、健康診断
の受診率を向上させるということと、健康寿命の延
伸が大切だというというふうに考えております。
（南保委員）
最初に、弊社のバスをご利用いただきまして改め
てお礼申し上げます。ありがとうございます。
バス事業者としては、今回北見市様、中心都市宣
言されまして、協定を結ぶことになりました４町、
いずれもの町にも当社のバス路線、生活路線を運行
しております。改めて責任の重さを実感していると
ころでございます。
しかしながら、当社の経営環境をみますと、高齢
化社会ますますの進展があり、需要の高まりという
のもある一方で、運転手の要員確保というのが非常
に難しい状態となっております。赤字による減便や
廃止というのが今まであるのですが、そもそも運転
手がいないためにバスが運行できなくなるというこ
ういう時代、業界としては入ってきています。
北見市様の今回の宣言書にも明記されております
が、今回策定していきます共生ビジョンの中におい
てもですね、公共交通、バスを含めた公共交通の維
持について具体的に明確に表現していただければあ
りがたいと感じております。

（久島委員）
わが町のほうなんですが、ご承知のとおり基幹産
業は農業ということで、農家人口もやはり減ってお
ります。しかし農家さんは１戸あたりの耕作面積は
増やしていくのが現状で、生産量は多分増えていっ
ているのではないかと思います。農家さんとお話し
することがありまして、その中でももう限界だとい
う話がありまして、 これ以上増やすことが出来 な
い。そのためにどうしたらいいかということで、座
長さんがおっしゃられていたように、ＩＣＴの整備
の充実が必須、北見工大で進めていくという話、是
非進めていただきたい。
商工会、商工業は大変厳しい状況で我々今何をや
っているかというと、商店街が減っていくと。何年
か前に大型スーパーを誘致した、誘致することによ
ってまた、何軒か減っていく。このあと私たちは何
を考えなければならないかというと、誘致したスー
パーが撤退しないようになることを考えなければい
けない。撤退すると本当に大変なことになる。
先ほどの北見からわが町に就労している人数とわ
が町から北見に就労している人数がそんなに変わっ
ていないということが、一つヒントになるのかなと
思いまして、是非、 再度考えていきたいと思い ま
す。

（沼田委員）
私は一般市民としてのご意見としていただきたい
と思います。私は中学生と高校生の子どもがおりま
して、子育てをしてきた過程でやはり、子どもたち
を遊ばせる場所が少ないなというのが北見で思うこ
とで、もう少し、こういう場所を積極的に作ってい
けるような活動をしていっていただきたいなという

（山田委員）
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福祉の分野で、今まで、高齢者、障がい者あるい
は子育てと分野別の取組を進めてきた部分が、今、
国のほうでは「地域共生社会」といった形で、相談
機関が分野別にあるんですけど、８０５０問題に代
表されるような、引きこもりの関係だとか、さらに
は生活困窮の関係だとか、狭間の部分の相談を、相
談機関だけでなく、先ほど自治連の方もおっしゃっ
ていたんですけど、住民の皆様と協働でそういった
相談機関を整備して行こうというか、そういった部
分を打ち出している部分もあるんで、これをこの１
市４町、圏域の中でどういうふうに進めて行くのか
といった部分は課題としてはあるんですけど、地域
共生社会といった言葉はこの中に盛り込んでいくべ
きかなと思うのが一つと、人材の確保の関係で産業
分野の人手不足とい った部分の話も出ていまし た
が、福祉の分野でも人材不足は総じて各市町みな同
じだと思うんですよね。ただ、事業所だとかあるい
は自治体単独でやっ ている福祉の人材の確保で す
ね、やっているところは圏域で人材確保をやってい
るんですね。大学だとか、学校なんかとか共同しな
がら。ですから、圏 域の中でのそういう人材の 確
保、それは福祉だけに限らず、いろんな産業分野も
含めてそういったような取組を盛り込んでいただけ
ればなと思っているところです。

たちの人数も減りますので、学校としてもＰＴＡと
しても子どもたちのために活動してあげるのが年々
難しくなってきているのが正直な話です。そんな中
で、市の教育委員会とか我々のほうで力を入れてい
るのがコミュニティスクールという形で、地域の方
たちの力を受けて子どもたちに学ばせるものがある
のであれば、地域の方たちと一緒に学んでいこうと
いう部分を各学校取 組を徐々に始めている状態 で
す。子どもとしての心の成長という部分で、学ばな
ければならないことはたくさんあると思いますが、
昔考えられなかった、朝、学校に行くとき、近所の
おじさんとかに「おはよう」と大きな声で挨拶をし
なさいといっていた時代から、今はもう、知らない
人としゃべってはいけないという時代に変わってき
ていますので、子どもたちもどこまで大人と接して
いいのか部分の戸惑いがあることが正直あります。
北見市内の中でも、留辺蘂、常呂の地域の方と交流
を深めて子どもたちの成長を見守っている取組が、
とても力を入れてい るのが現実ですので、おそ ら
く、訓子府さんや置戸さんや、美幌さん、津別さん
も同じ地域の子どものためにやっていただいている
のが現状だと思います。ただ、子どもとしての心の
成長はそういう取組で少しずつ伸びてきていかなる
と思いますが、現実、先日オホーツク教育局からご
報告があって、この管内での小中学生の学力の低下
が激しいという報告が入ってきています。私の子ど
もは北見しないでも外れのほうで人数も少なくて、
学校利取組とか学年関係なくして、昔の学校のよう
なアットホームな感じで、子どもたちも仲良く取組
でいる状況なんです。ただ、北見市内でも都市部の
ほうになるとやはり生徒数も多いということもあり
まして、いろいろな問題、いじめ、親と学校の問題
いろいろある中、都市部のほうは学力に力を入れる
んですが、離れたところになると学力より、人間関
係を学ぶというのに力を入れる、学校の中でも二極
化しているような感 じがしているのが若干あり ま
す。
こういう連携がうまく出来るのであれば、どちら
も大切ですが都市部の学力に対する競争心、競い合
って向上すること、ただそれによって人間関係が崩
れていくこともまた問題がありますので、そう意見
なり体験なりを都市部と離れた地区との交流によっ
て、お互いプラスなことを得られるようなことが出
来るようになれば、地方の子どもでもあっても自分
たちの学んでいる学力と都市部との差とか、スピー
ドを体感することも必要ですし、都市部で体験でき
ないような自然体験だとか、大人との会話の大切さ
を地方にいって学ぶことも大切なので、そのへんを
子どもたちにプラス になれるようなことも少し ず
つ、こういう機会に検証してもらえるようなことが
できたらいいのかなと、私自身の意見としてです。

（横山委員）
自分の立場も産業分野ということでございますの
で、北見の小原専務、久島商工会の会長が言われた
とおりの現状でありますので、ただ、それを待って
いるわけには行かないので、今の人口減少をどうし
なければいかなければならないかとういう部分で、
人口減少を止めるのは不可能だというふうに思って
いますので、今流行りの言葉ではありませんが、交
流人口ですとか関係人口の増加をいかに図らなけれ
ばならないかという部分で、今うちのほうでも、過
去三年前から農水省の補助金をいただきながら農業
を基盤とした形での、観光産業分野をやらしていた
だきましてそれで、なんとか交流人口、関係人口を
増やせるような形にならないかということで、現状
取組をさせていただいています。
また、もう一方、農福連携というのもやらせてい
ただいておりまして、知的障がい者の方々とうちほ
うと連携で、それぞ れ地元の高校も入っていま す
が、それを生かしながら、食育を兼ねていかに地元
の小学生が地元の高校に入って地元で就職してもら
えるかという一連の流れを食育の一環としてやらせ
ていただいていますので、そういう分野で何とか人
口を抑える、さらに観光の部分での交流人口、関係
人口を増やしていくという様な形を教育界とともに
進めさせていただきたいなと思っています。
（吉田委員）
ＰＴＡということで、子どもの減少は年々ひしひ
しと感じていて、我々にしても大きな問題となって
いるのが現実です。子どもが減るということは、地
方の学校の閉校、統合、また複式だとかいろいろな
問題が起きているのも現実ですし、子どもが減るこ
とは当然、先生の数も減ってきます。先生が少ない
中での学校運営、そして、当然ＰＴＡ、親御さんの

（渡部副座長）
それぞれの分野、悩みもありますけど、しっかり
と問題点というのも 考えられていると認識しま し
た。福祉の分野では津別の山田さんがおっしゃった
ような、共生社会を目指すべきだと、また、学校、
子どもさんの問題とか、それぞれが悩みということ
と取り組んでいる、考えていることを発表していた
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だいたのだと思います。
その中で、圏域において何を捉えるべきか、何を
目指すかということになっていくかと思うのですけ
ど、一つ一つを具体的に捉えていくのでしょうけど
も、オホーツクという１８市町村の中での地域性と
いうよりも、より近い１市４町がより、人口減少、
高齢化社会になっていますから、効率的なところを
どういうふうに求めるかというところもあるかと思
うのです。IT を活用することもあるでしょうけど、
１市４町が効率的に出来る、連携出来るところがこ
ういうふうな筋があるかというところを探っていく
ということ。
そしてこれまでなかった、連携というか、付き合
いのなかったレベルというか分野といいますか、そ
ういう中でのより充実したお付き合いしながら、そ
れぞれが連携でき、協力出来るというところは協力
していくところを見い出していくところを、この共
生ビジョンとしては目指すことになるんだなと思っ
て聞いていました。
それぞれが人手不足というところにあって、産業
においても福祉においても、そこを越えていくため
には、いろんな分野で元気な地域であることがまず
ベースになると思いますので、そこをそれぞれが目
指し、そして連携しながら地域として維持存続し充
実発展していけるかなということを探っていくのだ
なと、漠然とした意見になりましたが、そういった
ところを大変難しいけれども目指していただければ
なと感じた次第です。

いただきました、中 心市で一定の条件がござい ま
す。今、人口 4 万人以上の市が中心市の役割を担う
ことになっておりまして、オホーツク管内の自治体
では、中心市を構成できる市としましては、網走市
と北見市の 2 市になってございます。
（横山委員）
了解いたしました。
（鈴木座長）
ありがとうございました。
ほかにありませんか。なければ、意見交換につい
て終了いたします。
議事次第７．その他連絡事項等
（鈴木座長）
以上で、本日予定しておりました議事は、すべて
終了しましたが、会議次第の 7「その他連絡事項等」
について、委員の皆様から何かございませんか。
（発言なし）
なければ、連絡事項について事務局よりお願いし
ます。
（定住自立圏主幹）
今日お配りしていた、参考資料がございます。他
の定住自立圏結ばれている中で、共生ビジョンを策
定しておりますけれど、将来像の抜粋をご用意させ
ていただいております。直近で行った 3 圏域のもの
をご紹介させていただきました。北見市も今日、皆
様それぞれの政策分野の課題だとか期待されること
を将来像に貴重なご意見をいただきましたけれど、
資料にありますとおり、事務局のほうでまとめさせ
ていただきまして、次回の会議で案をお見せしたい
と考えております。
また、骨子のほうで表しました、第 4 章での具体
的取組、そういった部分にも、皆様にお話いただい
た内容等を踏まえな がら個別なんかも掲載した い
と、目標値 KPI も一緒に参考にさせていただきなが
ら次回会議で進めていただきたいと考えております
のでよろしくお願いいたします。

（鈴木座長）
ありがとうございました。
皆様大変貴重なご意見をいただきました。ありが
とうございます。それぞれのお立場、視点から様々
な貴重なご意見をいただいたというふうに感じてお
ります。たくさん重なって一致する部分もたくさん
あったのかなというふうに考えておりますし、これ
からも貴重なご意見をお願いいたします。
このいただきましたご意見を参考にしまして、こ
のあと、事務局のほうで北見地域の将来像について
案をまとめまして、次回の懇談会でお示しいたしま
してご意見をまた、再度いただきたいというふうに
考えてございます。
このほか、皆様からご発言ございますでしょうか
横山委員どうぞ
(横山委員)
参考までに、資料 1 の 2 面の 3 のオホーツク管内定
住自立圏の取組状況ということで、すでに行いまし
た、網走市、大空町、そして、名寄市。そして今回
北見地域が取り組んだということだが、それ以外に
もですね、オホーツク管内に紋別市をはじめとする
遠軽町だとか佐呂間町だとかいう部分あろうかと思
うんですけど、その へんの取組状況というかで す
ね、わかる範囲でいいのでどういう状況なのか、参
考までに教えていただければありがたいです。

後、連絡になりますけれど、本日の会議録につき
ましては、作成次第、欠席委員を含めてすべての委
員にご案内させていただきます。また、市ホームペ
ージで公開させていただきます。
次回 会議は１ ２月４日 を予定して おります 。ま
た、第 3 回は１２月２０日を予定しておりますので
委員の皆様には、それぞれスケジュールの確認をお
願いいたします。
あと、事前に配布しておりました、委員報酬、費
用弁償にかかる資料についてはお持ちいただいて降
りましたら改修、事務局のほうに提出いただきます
ようお願いいたします。

(松岡主幹)
定住自立圏構想につきましては、先ほど話させて

（鈴木座長）
ただ今の連絡事項について、委員の皆様からご質
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問はありませんか。
（質疑なし）
（鈴木座長）
なければ、「その他 連絡事項」は以上で終了しま
す。
会議次第８．閉会
（鈴木座長）
それでは以上で、本日の「第１回北見地域定住自
立圏共生ビジョン懇談会」を終了いたします。皆様
におかれましては活発なご議論ありがとうございま
した。
（終了時間 17:00）
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