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倶 知 安 町 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 総 合 戦 略 （ 案 ） へ の 

意見募集の結果及び意見に対する倶知安町の考え方について 

 

１．意見募集の結果について 

 

募 集 期 間 平成 28 年２月１日（月）から平成 28 年２月 12 日（金）まで 

資 料 公 開 場 所 倶知安町ホームページ及び倶知安町総合政策課総合政策係 

意 見 提 出 者 数 ８名 

意 見 項 目 数 
31 件（うち 20 件は個別事業や職員の資質向上に関するものなど、多様な観

点からのご意見として今後の取り組みに活用する） 

 

２．意見の内容と倶知安町の考え方について 

 

①：ご意見の内容・趣旨を総合戦略（案）に反映します（反映内容も記載） 

②：総合戦略（案）や本町の取り組みに賛同・期待する等のご意見として，地方創生の取り組みを進めます 

③：総合戦略（案）に記載の基本的方向・具体的な施策・主な事業内容等に含まれるご意見として，地方創生の取り組みを進めます 

 

※いただいた意見については、個人情報につながるような記載について一部要約しています。 

 

※その他、個別事業や職員の資質向上に関するものなど、多様な観点からご意見をいただきました。感謝を申し上げますと共に、それらについては今

後の改善に取り組み、関係部署と情報共有して活用させていただきます。 
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①～③に該当する意見一覧と倶知安町の考え方 

No. 
該 当 

ページ 
いただいた意見 倶知安町の考え方 

１ Ｐ12 「いつまで住めるかな」空気が綺麗で静かな所が気に入

り一人暮しをしている者です。冬の除雪が大変です。前

の町内にある家はブルドーザーで玄関前まで除雪、（私の

家の前まで除雪してヨネ！）北西の角に１軒家があるた

め除雪が大変です。北側の屋根から雪が落ちます。斜め

向いの町内は雪が降ると舐めるように除雪しています。

毎日の除雪で汗だく手は腱しょう炎ぎみ。角に公園があ

ります。公園に雪を捨てると道路が狭くなるからと捨て

るなとドナられ（町職員らしい）それも 12 月 12 日の雪

がないときです。どこに捨てればいいの、ここに住むな

と言うこと、今はなんとか除雪していますがいつまで続

くか？公園に雪を捨てるにも縄張りがあり捨てられませ

ん。人口を増すことは今の人口を維持しつつ、住み良い

環境 人に優しい町でなければ、今いる人達も逃げ出し

てしまいます 

 

③：総合戦略（案）に記載の

基本的方向・具体的な施策・

主な事業内容等に含まれるご

意見として，いただいたご意

見を踏まえて取り組みを進め

ます 

・本戦略（案）において、豪雪地帯

である倶知安町の冬でも暮らしや

すい生活環境を維持する取り組み

を推進することとしております 

 

・他の個別計画による取り組みと併

せ、今後の取り組みの参考とさせて

いただきます 

２ Ｐ12 「何か変でない」…公園が雪捨て場 

公園なのに毎日ブルドーザーで朝早くから雪捨て、雪き

捨て場になっていなかったら子供達も雪の中で遊ぶか

も、子供でなくても歩くスキーぐらいは出来ます 

③：総合戦略（案）に記載の

基本的方向・具体的な施策・

主な事業内容等に含まれるご

意見として，いただいたご意

・本戦略（案）において、豪雪地帯

である倶知安町の冬でも暮らしや

すい生活環境を維持する取り組み

を推進することとしております 
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ここにも縄張りがあり誰でも捨てられません。スペース

が角にあるから捨てようと思っても建築屋さんが自分の

家の雪をブルドーザーで山のように置いていきます。ブ

ルドーザーのわがもの顔 

 

見を踏まえて取り組みを進め

ます 

 

・他の個別計画による取り組みと併

せ、今後の取り組みの参考とさせて

いただきます 

 

３ Ｐ８ 「外国人との共生」…外需より内需を 

外国人をよびよせるのも大切ですけれど、日本国内の人

を呼びよせないと、今後の社会情勢がどうなるか不透明

なとき、倶知安町字中国、オーストラリアになり手がつ

けられなくなっては遅いと考えます 

③：総合戦略（案）に記載の

基本的方向・具体的な施策・

主な事業内容等に含まれるご

意見として，いただいたご意

見を踏まえて取り組みを進め

ます 

 

・本戦略（案）において、魅力ある

観光地づくりを推進することとし

ております 

 

・外国人観光客のみならず、国内観

光客の誘致に向けて取り組みます 

 

・他の個別計画による取り組みと併

せ、今後の取り組みの参考とさせて

いただきます 

 

４ Ｐ７ 「ニセコ、ひらふエリアの環境整備」 

ここのみに重点的に資金を投入するのは好ましくないと

思います。町全体のバランスを考えて実施して行くこと 

※急に人口を増す事は難しいけれど、今いる人達に逃げ

られない（人口維持）することが大切 

③：総合戦略（案）に記載の

基本的方向・具体的な施策・

主な事業内容等に含まれるご

意見として，いただいたご意

見を踏まえて取り組みを進め

ます 

・本戦略（案）において、人種や世

代を超えた多くの人々が「このまち

で暮らしたい」と思える環境づくり

を推進することとしております 

 

・農業をはじめ地域の強みを活かし

た地域経済の活性化、北海道新幹線

や高速道路の開通を見据えたまち
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づくり、子育て環境など、倶知安町

全体を一つとして取り組みます 

 

・他の個別計画による取り組みと併

せ、今後の取り組みの参考とさせて

いただきます 

 

５  夏ごろの新聞で、羊蹄山麓と胆振地域が連携し、観光や

防災の面で取り組んでいくという記事が出ていたが、倶

知安町の総合戦略では連携して取り組んでいくというこ

とが読み取れない（弱い）と感じる 

また、せっかく後志総合振興局が倶知安町にあるのだか

ら、北海道とも今まで以上の連携が必要なのではないか。

それが読み取れる作りが良い 

①：ご意見の内容・趣旨を総

合戦略（案）に反映します 

・Ｐ６…基本的方向(１)具体的な施

策①主な事業内容に、「北海道新幹

線、高速道路の開通後に向けて、北

海道や後志管内町村はもとより、西

胆振地域、道南地域などとの広域観

光連携に取り組みます」を追加 

・Ｐ８…基本的方向(２)具体的な施

策③主な事業内容に、「北海道後志

総合振興局と連携して、グローバル

人材の育成に取り組みます」を追加 

・Ｐ10…基本的方向(１)具体的な施

策③主な事業内容に、「北海道後志

総合振興局と連携して、短期滞在者

の通年雇用化による産業の担い手

確保を図ります」を追加 

・Ｐ11…基本的方向(１)具体的な施

策③主な事業内容に、「北海道後志
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総合振興局と連携して、担い手の確

保や収益性の向上に向けた取り組

みを推進し、商品開発や情報発信な

どにより、高付加価値化やブランド

化を推進します」を追加 

・Ｐ11…基本的方向(２)具体的な施

策②主な事業内容に、「「しりべし空

き家ＢＡＮＫ」事業を活用して、移

住促進や高齢者・子育て世帯の住み

替えの促進など居住環境の整備を

図ります」を追加 

・Ｐ15…基本的方向(３)具体的な施

策②主な事業内容に、「北海道後志

総合振興局と連携して、グローバル

人材の育成に取り組みます」を追加 

 

・他の個別計画による取り組みと併

せ、今後の取り組みの参考とさせて

いただきます 

 

６ Ｐ14 基本目標２の（３）子育て・教育についてです。 

国内外からの移住者が多く、その大半が倶知安町やニセ

コエリアでの暮らしに満足し定住していますが、町を離

れるきっかけとなるのが、“高等学校（又は中学校）の選

①：ご意見の内容・趣旨を総

合戦略（案）に反映します 

・本戦略（案）において、自然・国

際色豊かな地域性を活かした教育

の充実を推進することとしており

ます 
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択肢の少なさ”です 

ＩＢ認定校、観光業を学べる学校、英語教育やウィンタ

ースポーツに力を入れた学校等ができれば、町を離れる

人が減り、札幌の開成中等教育学校の例を見てもわかる

通り、町外からの移住者の増加にもつながると思います。

是非、具体的な施策に追加してください 

・Ｐ14…基本的方向(３)具体的な施

策②主な事業内容を、「地域の特性

を活かした教育の取り組みを推進

します」「豊富な自然に囲まれた地

域性を活かし、郷土愛を育む教育に

取り組みます」に分割修正し、特色

ある教育への取り組みを明記 

・Ｐ15…基本的方向(３)具体的な施

策②主な事業内容に、「国際色豊か

な環境を活かし、町で過ごしながら

国際感覚や語学力を備えた人材を

育成するため、教育現場において、

英語に触れる機会を増やす英語学

習の取り組みを推進します」に分割

修正し、特色ある教育への取り組み

を明記 

 

・他の個別計画による取り組みと併

せ、今後の取り組みの参考とさせて

いただきます 

 

７  ③ＫＰＩをもうけているが、数字を出すことが目的にな

らないようにお願いしたい 

②：総合戦略（案）や本町の

取り組みに賛同・期待する等

のご意見として，いただいた

・ＫＰＩで設定した指標を達成でき

るように取り組みを推進しますが、

ご意見のとおり、数字を出すこと自
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ご意見を踏まえて取り組みを

進めます 

 

体が目的にならないようにします 

８ Ｐ９ ⑤外国人相手の観光は政情や為替などに左右されるリス

クもある。観光に頼る面が大きくなればなるほど危機感

を感ずる。一国に頼らずまた、また外国人だけにたよら

ない観光地づくりが必要。観光から得るお金は家庭にた

とえるなら贅沢品。基本的な衣食住はあくまで基幹産業

の農業でまかなえる町であってほしい。万が一、外資か

ら不当な要求があってもはねつけられる足腰の強い自治

体であってほしいと思う 

 

③：総合戦略（案）に記載の

基本的方向・具体的な施策・

主な事業内容等に含まれるご

意見として，いただいたご意

見を踏まえて取り組みを進め

ます 

・本戦略（案）において、人種や世

代を超えた多くの人々が「このまち

で暮らしたい」と思える環境づくり

を推進することとしております 

 

・農業をはじめ地域の強みを活かし

た地域経済の活性化、北海道新幹線

や高速道路の開通を見据えたまち

づくり、子育て環境など、倶知安町

全体を一つとして取り組みます 

 

・他の個別計画による取り組みと併

せ、今後の取り組みの参考とさせて

いただきます 

 

９ Ｐ９ <基本目標２：くっちゃんで、暮らすについて> 

①町内のみならず後志管内には自転車やマラソンなど各

種レースが多く、初心者から上級者までトライできるレ

ースがこれだけそろっているのは強み。スポーツをして

いる人を多くみかけることが刺激になり、私自身も走り

始めるきっかけができ、健康増進につながった。「きっか

②：総合戦略（案）や本町の

取り組みに賛同・期待する等

のご意見として，いただいた

ご意見を踏まえて取り組みを

進めます 

 

・ご意見のとおり、関係機関と連携

し各種スポーツイベントについて

観光・教育両面から取り組みます 
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けづくり」がもっとあればもっと多くの年齢層の方が楽

しめると思う。「初めて走る方へ向けの講座」「自転車ロ

ードレースを始めたい方講座」「転入者むけスキー教室」

などがあればすそ野が広がる。「倶知安に住むとスポーツ

がしたくなるらしいよ」という雰囲気ができればと思う 

 

10 Ｐ14 ③子供連れで移住する外国人も多くなっているが育児な

どの悩みを相談できていない。遊べるところの情報（子

ども支援センターや絵本館の読み聞かせなど）もいきわ

たっていない。転入した子どもの年齢にあわせて紹介し

てほしい 

③：総合戦略（案）に記載の

基本的方向・具体的な施策・

主な事業内容等に含まれるご

意見として，いただいたご意

見を踏まえて取り組みを進め

ます 

 

・本戦略（案）において、家族が安

心して妊娠・出産・育児・子育てを

行える環境の整備を推進すること

としております 

 

・各種支援の充実、保育体制の整備

促進を図ります 

 

・他の個別計画による取り組みと併

せ、今後の取り組みの参考とさせて

いただきます 

 

11 Ｐ７ 倶知安が国際的な観光地として認識されてきていること

は喜ばしいことだが、観光客に迎合していく観光地は、

魅力を失っていく。倶知安の観光化も決して観光客に媚

びないで、プライドを持っていく必要がある。そのため

には、自然を守る事が何より大切であると考える。 

ところが、現在はあまりに無秩序に、特に外国資本によ

③：総合戦略（案）に記載の

基本的方向・具体的な施策・

主な事業内容等に含まれるご

意見として，いただいたご意

見を踏まえて取り組みを進め

ます 

・本戦略（案）において、魅力ある

観光地づくりを推進することとし

ております 

 

・他の個別計画による取り組みと併

せ、今後の取り組みの参考とさせて
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る乱開発が進められてしまっており、このままでは倶知

安は魅力を失ってしまう 

世界で一番美しい村と言われるオーストリアのレッヒ村

（サンモリッツにも近い）では、地上の景観を守るため

に駐車場はすべて地下に建設し、また山の中腹にあるホ

テルへは、地下トンネルを通って行く。さらにスキー客

のリフト券発行数の上限を決めて、自然を守っているそ

うである 

倶知安もその様に、開発を規制し、観光客数を制限し、

そのことを逆手にとって世界にアピールすれば、プライ

ドを持つ観光地としてさらに質の高い観光地になること

ができるのではないだろうか 

 

いただきます 


