
 

 

令和元年度第１回 留萌市地方創生協議会 議事概要 

 

 

【日 時】 令和元年 8 月 29 日（木） １５:００～１７:００ 

【場 所】 市役所３階 市議会第２委員会室 

【出席者】 委員：塚本委員、赤坂委員、安田委員、福島委員、村上（憲）委員、村上（雅）委員、 

米倉委員 

      欠席：宮井委員、高橋委員、田中委員 

      市 ：中西市長、向井地域振興部長、海野政策調整課長、伯谷地域振興部参事、 

林政策調整係長、榎農林水産課長、堤保健医療課長 

【主な内容】 

 １ 開会 

 ２ 委嘱状交付（改選委員のみ） 

 ３ 市長あいさつ 

 ４ 概要説明 

  (１)留萌市まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」と「総合戦略」の全体像について 〔資料 1〕 

  (２)留萌市人口ビジョンの検証について                      〔資料 2〕 

  (３)留萌市総合戦略ＫＰＩの検証について                     〔資料 3〕 

  (４)地域創生交付金事業等の実績及び取組状況                〔資料 4-1～4-4〕 

  (５)「まち・ひと・しごと創生基本方針 2019」について           〔資料 5-1～5-2〕 

  (６)今後のスケジュールについて                         〔資料 6〕 

 ５ 意見交換 

 ６ その他 

 ７ 閉会 

 

【市長あいさつ】 

・新たに委員になられた方には、就任をご快諾いただいたことに感謝申し上げる。 

・平成 27年、皆さんにご協力いただいて策定した留萌市「人口ビジョン」及び「総合戦略」に

ついて、今年で計画最終年である 5年目を迎え、この 5年間の検証・評価をしていきながら、

新たな「人口ビジョン」及び「総合戦略」の策定の年となる。 

・人口ビジョンはデリケートな数字になってきているので、委員の皆さんと議論を重ねていき

たい。 

・総合戦略に関しては、5 年間のＫＰＩを検証し、未達成のところに重点をおくのか等も含め、

忌憚のないご意見をお願いしたい。 
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【留萌市まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」と「総合戦略」の全体像について】 

 ・資料 1 に基づき、「人口ビジョン」及び「総合戦略」について説明。「人口の現状」、「総合戦略の基本柱」

「重要業績評価指標」「主な施策」について説明。 

 

【留萌市人口ビジョンの検証について】 

 ・資料 2 に基づき、現状及び将来推計の差異等について説明。 

 

【留萌市総合戦略 ＫＰＩの検証について】 

 ・資料 3 に基づき、全てのＫＰＩについて説明。 

 

【地方創生交付金事業等の実績及び取組状況】 

・資料 4-1 に基づき交付金事業の概要について説明し、4-2～4-4 に基づき、各担当者から平成 30 年度の

実績等について報告。 

 

【まち・ひと・しごと創生基本方針 2019 について】 

 ・資料 5-1～5-2 に基づき、国の基本方針 2019 について説明。 

 

【今後のスケジュールについて】 

 ・資料 6 に基づき、国及び市の今後の流れについて説明。 

【質疑応答】 

 ○委員 

  ・国の地方創生がうまくいってないのに、地方がうまくいくわけがない。国は事業に対する

継続性がない。ＫＰＩも人口増加策につながっているのか。作業だけは膨大だ。 

 ○委員 

  ・次の計画に対してもＫＰＩを求められるが、5 年間を見据えて設定しないと大変になって

いく。資料に対する質問だが、なぜ昨年は突出して出生数が少ないのか。 

 ◇市 

  ・次回の会議までに分析しておく。 

 ○委員 

  ・医療クラークは、医師の事務負担が軽減され、説明に集中できるため、医師にとっても患

者にとっても良いことだ。クラークは、創生事業が終わってしまうのでどうなるのか。 

 ◇市 

  ・クラーク自体はそのまま継続だ。 

 ○委員 

  ・クラークに関する資格等はあるのか。 

 ◇市長 

  ・資格等は無く、独自で勉強会を開くなど、地位を確立していく展開を全道的に行っている。 

 ○委員 

  ・病院によって、入力だけのところ、医療を少し理解させ、薬の名前の入力を求めるところ

もあり、少しずつ違っている。 

 ◇市 

  ・まさに病院によってレベルが違い、留萌のクラークも道内の先進地である函館の病院での

研修が、クラークとしての資質向上に繋がっていると聞いている。 
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 ○委員 

  ・高校の新卒者のポジションを作ることは考えていないのか。 

 ◇市長 

  ・市立病院ではそこまでいってない。資格として確立され、身分の向上も出てくると流れが

変わると思う。 

 ○委員 

  ・今は、正職員か。臨時職員か。 

 ◇市長 

  ・非常勤職員や嘱託職員だ。 

 ○委員 

  ・小さいクリニックでも増えてきている。若い人の仕事として増やしていかなければならな

い。 

 ◇市長 

  ・基本的には指導できる人が 2人ぐらい職員になり、指導しながら職員化していくことによ

り、医師の働きやすい環境が整備され、医師確保に繋がるのが理想だが、現状ではそこま

でいってないため、継続していく。 

 ○委員 

  ・今は医師の労働軽減のためにやっているのか。 

 ◇市 

  ・そのとおり。今までは医師はパソコンしか見ていなかったが、今は医療クラークが入力す

ることで、医師が患者を見て診療できており、患者満足度の向上にも繋がっていると分析

されている。 

 ○委員 

  ・もう少しＫＰＩを絞った方がいいのではないか。 

 ◇市長 

  ・ＫＰＩは総合計画とリンクしている部分があって、市民アンケートと重複している所もあ

る。もう少し、やることに対してのＫＰＩに絞った方がいい。 

 ○委員 

  ・死亡する人が多く、産まれる人が少ないので、黙っていても人口が減る。長生きをしても

らう。人口が減少しているのに預金は減らない。お金が廻るとか人口を減らさないとかそ

こを一生懸命やっていくのが重要。若い新しい人に来てもらうのも重要だが、それでは他

の自治体と競争になるので、まずは基本目標 3番目の子育て・健康をしっかりやって長生

きしてもらう。出荷額・生産高とかは、今はメインでも衰退産業はマイナスになっていく

ので厳しい感もある。 

 ○委員 

  ・音楽合宿事業は他の自治体も行っているのか。あまり聞かない。実際にこの事業から就職

した人もいる。こういうのはおもしろい。他の自治体と競争するより、独自性のある事業

に集中するというやり方もある。 

 ○委員 

  ・個人力によってなされている部分も大きいので非常に厳しいかなとも思う。 

 ◇市長 

  ・この音楽合宿が一番成果をあげている。合宿で来た生徒が留萌に就職している。明確に数

字が出たのは音楽合宿だと思う。 
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 ○委員 

  ・ＪＣには定年がある。時代時代の取り組むエネルギーも違ってくる。 

 ○委員 

  ・他の地域の地方創生は似たような部分があるが、音楽合宿は聞いたことがない。 

 ◇市長 

  ・資料説明に対する質問は終了する。 

  ・新しい国の考え方、今後のスケジュール等について、意見交換をしていただきたい。 

  ・まず、継続に力を入れる、ＫＰＩを検証し補っていかなければならない部分に力を入れる、

他で実施していない事に目を向けるなどについて、意見をいただきたい。 

 ○委員 

  ・まちなかのイベントを含め、市民が参加してまちづくりを行って、人数を増やそうとか、

そういう部分も作ってもらいたい。 

 ◇市長 

  ・まちなかの場所のことか。 

 ○委員 

  ・ＫＰＩの設定に、まちなかにどのくらい人が集まったなど。市のアンケートを見ると商店

街に関する設問で厳しい結果が出ている。市民と商店街にミスマッチがある。市民は買う

場所がないと言っている。 

 ◇市長 

  ・時代の流れというか、買物に行く場所は限られており、スーパーであったり、コンビニで

あったり、あとは宅配的な部分が主になっている。 

 ○委員 

  ・アンケートに商店街という概念が必要なのかという問題も出てくる。昔から商店街がある

けど、今、商店街で市民の満足度を測るのは厳しいと思う。今は郊外店があるから困らな

い。商店街というのは人が集まるところだ。賑わいが必要。 

 ◇市 

  ・商業者から移住や事業承継等について聞き取りした結果、商業者は基本的に新たな設備投

資はしない、自己の代で解決して終了したいという方が多く、新しい技術を入れて承継し

たい人はいなかった。空き店舗助成で新たな飲食を開業するという需要は若干ある程度。

商店街に新たな投資だとか、新たな人を呼び込む事業者など、自ら実施という部分では非

常に難しい状況。 

 ○委員 

  ・旭川の買い物公園の客入りが悪くなった時、三六街の飲み屋、食べ物屋が買い物公園に移

動して通りが活性化した。なぜそんなところに店を出すのだと批判が多かったが、逆に今

それが賑わいになった。一般の商業ベースを商店街でという概念はもう絶対無理だ。 

 ◇市長 

  ・飲食店も車が止められるとか、そういう所が現実的に賑わっている。街場の中でもちょっ

と車を停められれば人の出入りが見うけられる。 

  ・市の空き店舗対策事業もそうだが、商店街という区切りがあるので、逆にそれを取っ払う。

12～13年ほど前に中心市街地活性化協議会というのもあって、その時ですら商店街の方々

は後継者というのを全く考えてなかった。そこから現実は変わっていない。商店街の魅力

を復活させる何かがないとずっと変わらない。 

 ○委員 

  ・第 2期総合戦略は 2020年からの 5ヶ年か。 
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 ◇市長 

  ・来年から 5年間だ。 

 ○委員 

  ・今、市で手掛けているまちづくり、再開発等も今後の予算の中には組み込まれていくのか。 

 ◇市長 

  ・入れるかどうかは今後の流れの中で出てくるのかなと思う。 

 ○委員 

  ・改めて資料を見ると、子育て環境、高齢者、ＫＰＩは一律 30、40％くらい。これはハード

のところに原因が行き着く。他の学校教育の充実、社会教育の充実は満足度が高い。子育

て環境は枠組みとして低い。 

 ◇市長 

  ・分析結果はないが、ここは毎回低いと言えば低い。ただ障害児教育のハード整備はしてき

た。今、非常に大きな問題になっているのは待機児童の問題。10月以降の無償化という部

分と次に反映されていくかということだ。 

 ○委員 

  ・満足度でいくと、不満足なところに要因がある。ＫＰＩに繋げていくためには分析が必要。

これから実施する事業とマッチングが出来ているのかどうか。 

 ◇市長 

  ・自然減を抑えるためには当然出生率を上げる、そして高齢者の死亡率を下げるところに重

点が行くのだろう。 

 ○委員 

  ・高齢者の地域福祉の充実が 25％。こんなに満足感が低いのは何が要因なのか。留萌市の産

業構成で行くと、水産加工業で 20 数％、あと医療介護のところで 20 数％、建設業で 20

数％。留萌市自体、高齢者向け施設はある程度充実している。子育て環境は不足している。

高齢者施設は充実して、なぜこれだけ満足度が低いのか。今後のＫＰＩ政策を考える上で

はしっかり分析が必要。 

 ◇市 

  ・これは第５次総合計画を作った時の目標値。目標値の元になる満足度アンケートというの

があり、満足度のアンケートの取り方が、「ものすごく満足している」、「まあまあ満足して

いる」だとか、ものすごく満足しているとは書きづらい。自ずと満足度アンケートを取っ

てしまうと低い満足度の指標になってしまう。その反省もあって第 6次総合計画になって、

実感度のアンケートというアンケートの物差しを変えた。それで満足はしていないけども、

実感として肌感覚として「まあまあだ」、「良くやってくれている」等が評価できるような

アンケートの項目として、毎年アンケートを行っている状況。これは前の総合計画の時の

指標なので、次の指標の時には変わってくる。 

 ○委員 

  ・アンケートのとり方、満足度を向上させる為には、意見として集める。 

 ◇市 

  ・実感度が低い要因を克服するために、何かという意見も聞くようにしている。 

 ○委員 

  ・市民とは誰。 

 ◇市 

  ・無作為抽出市民。 
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 ○委員 

  ・高齢者施策は高齢者に聞かなければわからない。 

 ◇市 

  ・子育てに関して、市は無作為抽出で 1,200名にアンケートしているが、人口構成上、高齢

者の方が回答する確率が高い。高齢者が子育てしやすい街かどうかを回答ようになってい

る。実際子育てしない人が子育てしづらい街だと回答してしまう可能性がある。クロス集

計を行い、子育て世代の実感度がどのくらいあるかだ。 

 ○委員 

  ・どこの地域に行っても満足していないというのが多いが、個人的にはそんなに不便という

感じがしない。実際に高齢者の人が満足している街はない。 

 ○委員 

  ・地方からたくさんの人が来るが、留萌は思ったよりキレイだとか、大きい街だと言われる。 

 ○委員 

  ・国は 3年で転勤。住むには良いところだと言うが、退職して留萌に来るかというとゼロだ。

少し居るのは良いが、子どもは連れて来ない。留萌で採用になっても、札幌や旭川に転勤

するとそこに家を建て留萌には帰ってこない。 

 ◇市長 

  ・夏場だけ留萌にいて、冬は札幌にという人も中にはいて、春になったら戻ってくる。そう

いうのも有りだ。 

 ○委員 

  ・問題は若い人が働く場所。企業に頑張ってもらい雇用を確保してもらいたい。ある程度所

得を維持しなければならない。 

 ○委員 

  ・うちの職場は 600数十人いたが、今は 100数十人の時代。。400人分の需要がなくなった中

で、新たに企業誘致と言ってもなかなか実現しない。 

  ・地方創生協議会は 2回目から出席しているが、地方創生協議会、総合計画、子ども子育て

会議、全て出席しているが議論することが重複している。 

  ・地方創生協議会なので、留萌市の総合計画の基本として、人を集めるだとか産業を興すだ

とか仕事を造るだとか、それを認識しながら、この地方創生交付金事業は事業としてどう

だとか、総合計画の中で人口は議論していないので、人口問題を議論するとか、少し整理

しないと。 

  ・音楽合宿は続けていった方が良い気がする。ただ現実的にＪＣの会員が中心になって行っ

ているが、これを事業としてずっと行うのであれば、忙しすぎると言う会員もいる。事業

としては成果も出ているので、もう少し事業の位置づけをしっかり議論しながら、市民全

体で支えていく状況を作っていくのか、今のままで良いのかという事を議論していく必要

がある。 

 ◇市長 

  ・子ども・子育て計画は現場の声を聞いて、事業化して行く。極端な話で地方創生も国の事

業にどのように乗っていくかが一番の目的である。形では色々言われるがここに乗せるこ

とで、国の事業を引き出していく事になってくる。もっと具体的な議論の場になっていっ

た方がいい。戦略という形をとるから大きな話になってくる。今後の進め方として、今ま

でやってきた事とプラスアルファをどんな視点でというようなところを皆さんから意見を

いただければと思う。 
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 ○委員 

  ・地方創生協議会と言うと分かりづらいので、事業促進会議としてもいい。農業関係等とテ

ーマを定め、みんなで知恵を絞って、こんな事できればいいだとかの案を持ち寄り、事業

化できるかどうか議論できればいい。 

 ◇市長 

  ・最初、交付金は 10分の 10。今は 2分の 1。最近は交付金の議論と同じ状態になっている。 

 ○委員 

  ・当初の地方創生会議は、それぞれで作って出てきた事業に 100％お金つけるという話だっ

た。 

 ◇市長 

  ・今だと通常の補助金のように計画を立てることで交付金がもらえるというのと似てきた状

況。 

 ○委員 

  ・トルコギキョウは十分可能性があると言っているのであれば、それを事業化していくのか

判断をしながら、続けるものは続けて誰かに継承して結びつけていく。 

  ・商品開発はそれぞれの企業でやるから、市の地方創生のプログラムと合わせることによっ

て企業の負担が減るなど、そういったところも念頭にしながら相談していく事も必要。 

 ◇市長 

  ・農業は事業化がないと、なかなか物が作って行けないと思っている。 

  ・留萌の気質なのか農業も漁業も作ればいい、獲ればいい、その次の加工までは、なかなか

いかないのが現実。こういう事業をうまく使って、そこで成功例を示して行くというやり

方にするべき。 

 ○委員 

  ・先ほどの満足度のＫＰＩで子育てだとか保育だとかが低い。一方、学校教育課調べの、小・

中学校の方は先ほどの分母の方が親御さんに対して行っているので 60％ぐらい。市民満足

度調査の方は抽出してするので 20％、多分ここの差は調査手法ではっきり出ているので、

そんなに著しく低いわけではない。 

 ○委員 

  ・昨年、子ども・子育てのアンケートで、その年代の父兄の意見欄を見たが、不満は相当多

い。日頃お世話になっているとか、書いてくれたのは 3人くらいしかいなかった。あとは

みんな不満だけ。 

 ◇市長 

  ・自由投稿欄を全てまともには聞けないが、その事について議論してもらうのもひとつのや

り方。学校と一緒で保育所だとか幼稚園単位で聞くと出てくる意見も違う。現実、財源の

問題が大きくなっていく。うまく財源を活用していく中でご意見をいただければなと思う。 

 ◇市 

  ・人口ビジョンの推計に関してもご意見をいただきたい。 

 ◇市長 

  ・実質数字を推計に基づいて積算し、それと目標数値をどうするか議論してもらうのが一番。

正直、統計的に積算しても良いが 14,678人と積算した時と、今の状況で推計すると 13,000

人になる等を積算してみたら良い。 

 ○委員 

  ・次の国勢調査が出た時に比べたらどうか。 
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 ◇市長 

  ・次の調査が令和 2年、調査結果が出てくるのが令和 3年。 

 ○委員 

  ・その時点で違ってくれば、違いがあると言いながら、次の時点までいくしかない。 

 ◇市長 

  ・5年前に積算したときは、平成 22年の数値。今度は平成 27年の数値。 

 ◇市 

  ・国調ベースの人口推計。今は住基ベースでしか比較出来ない。今後の推計を見直すには、

国調の結果が出てみないと何とも言えない。 

 ○委員 

  ・それまでは住基ベースでいって国調が出たときに 5年間の比較をする。 

 ◇市長 

  ・まず、平成 27年の国調の数値を出してみる。 

 

 

 

【その他】 

 ◇市 

  ・次回の日程は決めていないが、今年は改訂の時期なので何回か行う。 

 ◇市 

  ・留萌市の地域の実態を把握するため、基礎調査を業者に委託している。その結果が 9月末

にわかるので、それを踏まえて開催する。10月の早い段階としたい。 

 ◇市長 

  ・では 10月に開催したい。開催が決まったらご連絡させていただく。本日の地方創生協議会

を終了させていただく。 
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