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一団体一提言意見一団体一提言意見一団体一提言意見一団体一提言意見のののの集約集約集約集約（（（（分野別分野別分野別分野別））））

大区分 中区分 № 提言内容（要旨） 提言団体 重複

生活・環境 環境保全 1
学校での環境教育に加え、各産業団体での不法投棄に関する取組
や住民の意識改善が必要

北海道厚岸翔洋高
等学校

35・100

環境保全 2
環境教育の推進について、教育関係機関と連携して取り組むことを
検討願いたい。

北海道釧路総合振
興局森林室

103

環境保全 3
ＳＤＧｓの考え方を元に、持続可能な町づくりに挑戦し、住みやすい環
境整備をしていきましょう。

ＮＰＯ法人 厚岸ネッ
ト

127

道路・
公共交通

4
釧路町別保まで高速道路開通について、尾幌・厚岸・浜中の早期工
事開始をお願いいたします。

釧路地区自動車整
備振興会厚岸支部

道路・
公共交通

5
住民の意見をくみ取り運行されているとは思いますが、町内（市街）
循環型バスの要望も多いのではないかと感じます。

厚岸町消費者協会

道路・
公共交通

6
足腰に負担がかかると乗り場までの移動が大変なので、違う方法で
の対応はできないものか。

厚岸町消費者協会

道路・
公共交通

7
デマンドバスについて前日までの予約が必要だったり、面倒。学校に
合わせるため、時間帯が合わない。そのため、釧路に行くのにも車が
ないと、交通手段が断たれてしまう。

厚岸町手をつなぐ
親の会

道路・
公共交通

8
町民文化祭などを見てくださる方は、高齢の方が多く、交通手段がな
い方が多いようです。（他の催事も同様）
臨時のバスなどがあればいいと思います。

厚岸華道連盟

道路・
公共交通

9
上尾幌、尾幌、片無去などの群部の方々の臨時バスを運行したら良
いのではないかと感じております。

厚岸フラダンスクラ
ブ

道路・
公共交通

10
交通の便が悪い。
町の行事に参加してもらえるよう、送迎バスを上手に利用する方法が
あるのではないでしょうか。

陶芸　土筆の会

道路・
公共交通

11 歩道の平坦化と歩車道接続部の段差解消（バリアフリー化） 厚岸警察署

都市計画・
公園・緑地

12
家族連れが遠くからでも足を運べるような「コンキリエ」に並ぶ大規模
遊具施設の検討は出来ないでしょうか。

厚岸金融協会

都市計画・
公園・緑地

13
自宅前のちょっとした空間演出などでまちの雰囲気はだいぶ変わると
思います。

厚岸町花のあるま
ちづくり推進委員会

交通安全・
防犯

14 町民が交通ルールを守り安全な町へ 高知小中学校

交通安全・
防犯

15 歩道車の完全分離 厚岸警察署

交通安全・
防犯

16 歩行者用信号機の更なる設置と、視覚障害者用信号装置の設置 厚岸警察署

交通安全・
防犯

17 高齢者及びドライバーに対する交通安全教育 厚岸警察署

交通安全・
防犯

18
通学路等における死角になる場所や人の視線がない場所の減少。
上記の場所のほか、幹線道路等における防犯カメラの設置。

厚岸警察署

交通安全・
防犯

19
犯罪のない安全・安心なまちづくりのための官民共同による啓発活
動

厚岸警察署
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一団体一提言意見一団体一提言意見一団体一提言意見一団体一提言意見のののの集約集約集約集約（（（（分野別分野別分野別分野別））））

大区分 中区分 № 提言内容（要旨） 提言団体 重複

生活・環境
交通安全・
防犯

20 特殊詐欺被害の防止を主眼とした防犯講話活動 厚岸警察署 21

消費生活 21 特殊詐欺被害の防止を主眼とした防犯講話活動 厚岸警察署 20

消防・防災 22
迅速な情報の提供や緊急災害に対応できる、事業所への防災無線
の設置の支援

厚岸町商工会 36

消防・防災 23
防災拠点の充実。災害時の避難所（避難場所）の整備の充実をはか
る。特に災害情報が確実にとれるように、避難場所にはＷｉ－Ｆｉ設備
を設置してほしい。

松葉町自治会

消防・防災 24 防災訓練を小学校・中学校と連携して実施することを望む。 松葉町自治会 93

消防・防災 25 避難場所付近の通路や階段に照明をつける、広さも拡張。 高知小中学校

消防・防災 26
減災を考える。被害が出ることを想定、被災を覚悟した上で、最も被
害が想定される部分に対して集中的に対策をとること。

釧路東部消防組合
厚岸消防団

消防・防災 27
災害の被害を最小化させるため、町政だけの取り組みでは不十分で
あり、町民や企業との連携が必要である。

釧路東部消防組合
厚岸消防団

消防・防災 28
協働して防災まちづくりを推進していくため、町民の防災意識の向上
と町民との交流を深めることが必要である。

釧路東部消防組合
厚岸消防団

消防・防災 29
今後の課題として、建物の耐震化、道路の拡張、医療・福祉・役場・
避難所・備蓄などの機能を有する公共施設を集中立地し、被災時に
最低限の機能を維持できる区画。

釧路東部消防組合
厚岸消防団

消防・防災 30
大規模な災害が発生した場合、的確な情報提供、災害体制の構築、
救援救助や応急復旧活動、負傷者などの安全な受入、医療支援が
必要

釧路東部消防組合
厚岸消防団

消防・防災 31
防災行動計画（タイムライン）を作成し、住民や観光客に対する災害
情報の伝達や避難誘導体制の整備を進め、災害に強い町づくりを推
進すること

北海道釧路総合振
興局森林室

消防・防災 32
津波防災拠点施設や津波避難タワーの整備及び避難手段（バスな
ど）の構築など、更なる地震・津波対策が重要

北海道釧路建設管
理部厚岸出張所

消防・防災 33
防災無線やＩＰ電話を事業所にも設置してほしい。
全額を町に負担せよとは申しません、何らかの対応を望みます。

厚岸を考える会「う
るする」

消防・防災 34
災害時の避難所について、ネットワーク環境の整備（Ｗｉ－Ｆｉ設備）の
対応を希望します。

厚岸を考える会「う
るする」

環境衛生 35
学校での環境教育に加え、各産業団体での不法投棄に関する取組
や住民の意識改善が必要

北海道厚岸翔洋高
等学校

1・100

情報ネット
ワーク

36
迅速な情報の提供や緊急災害に対応できる、事業所への防災無線
の設置の支援

厚岸町商工会 22

産業経済 水産業 37
新市場完成後の係船岸壁不足にも懸念が生じております。厚岸町か
らも北海道あるいは開発局への要望をお願いしていただきたい。

厚岸漁協
さばいわし漁業班

水産業 38 上架施設について、照明設備・電源設備の設置整備を望む。
厚岸漁協
さばいわし漁業班
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一団体一提言意見一団体一提言意見一団体一提言意見一団体一提言意見のののの集約集約集約集約（（（（分野別分野別分野別分野別））））

大区分 中区分 № 提言内容（要旨） 提言団体 重複

産業経済 水産業 39
安全な漁場環境と豊かな海づくり対策に向け、漁業資源の持続的・
総合的・効率的利用を実現していくことが重要

厚岸漁業協同組合

水産業 40
過疎化になってしまった集落に、そこにそなわった産業を見つけ、行
政が率先して育てて行く必要があると思います。

上尾幌きのこ生産
協同組合

44・61

水産業 41
第一次産業の更なる振興が不可欠であり、その一助としてはそこで
働く従業員や従事者を、一過性の在住ではなく、厚岸町として定住支
援を行うことにより、人口減少が解消できるのではないか。

釧路太田農業協同
組合

45・80

水産業 42
第一次産業のＰＲ活動が不可欠であり、マスメディアやさまざまな情
報手段により、もっと農林漁業の素晴らしさや大切さを推進していくよ
うにお願いしたい

釧路太田農業協同
組合

46・53

水産業 43
就農者確保のための定住支援や子育て支援の更なる充実をはかる
とともに、第一次産業体験ツアーなど他町村とは違うツアーの創出が
必要

釧路太田農業協同
組合

47・81
・90

農業 44
過疎化になってしまった集落に、そこにそなわった産業を見つけ、行
政が率先して育てて行く必要があると思います。

上尾幌きのこ生産
協同組合

40・61

農業 45
第一次産業の更なる振興が不可欠であり、その一助としてはそこで
働く従業員や従事者を、一過性の在住ではなく、厚岸町として定住支
援を行うことにより、人口減少が解消できるのではないか。

釧路太田農業協同
組合

41・80

農業 46
第一次産業のＰＲ活動が不可欠であり、マスメディアやさまざまな情
報手段により、もっと農林漁業の素晴らしさや大切さを推進していくよ
うにお願いしたい

釧路太田農業協同
組合

42・53

農業 47
就農者確保のための定住支援や子育て支援の更なる充実をはかる
とともに、第一次産業体験ツアーなど他町村とは違うツアーの創出が
必要

釧路太田農業協同
組合

43・81
・90

林業 48
林業における担い手をどのように確保するか。地元雇用を中心とする
施策を継続するのは当然のことでありますが、外部からの人材確保
を町と協働して積極的に進めることを要望いたします。

厚岸町森林組合

林業 49
厚岸町関連施設などで木質バイオマスの利用（ボイラー）の検討を希
望します。

厚岸町森林組合

林業 50
公益的森林の保全を目的として、森林の取得、放棄地森林の森林整
備を森林環境譲渡税を活用して取り進めることを提言致します。

厚岸町森林組合

林業 51
森林環境譲与税を財源とした民有林振興対策事業の予算措置の拡
充を図り、森林所有者の負担軽減についても検討をお願いいたしま
す。

厚岸町森林組合

林業 52
国の予算事業と森林環境譲渡税の両方で、森林整備を一層推進す
る施策の検討を願いたい。

北海道釧路総合振
興局森林室

林業 53
第一次産業のＰＲ活動が不可欠であり、マスメディアやさまざまな情
報手段により、もっと農林漁業の素晴らしさや大切さを推進していくよ
うにお願いしたい

釧路太田農業協同
組合

42・46

商工業 54
町内における新規開業（起業）者のための支援制度を設置し、地域
住民へのサービスの向上と地域の雇用に努める取り組みの推進。

厚岸町商工会 75

商工業 55
地域の特産品を活用した「食」の更なる活性化を図る取り組みを実施
し、広く全国及び海外に向けて発信する取り組みの推進。

厚岸町商工会 105

商工業 56
厚岸町における、域内消費・域内循環型経済を推進し、商工業の持
続的発展と育成を向けた取り組みの推進。

厚岸町商工会

商工業 57 桜ハイヤーの営業時間延長
釧路地区自動車整
備振興会厚岸支部
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大区分 中区分 № 提言内容（要旨） 提言団体 重複

産業経済 商工業 58
営業車の閉店時間があまりにも早いので、１２時頃（深夜）まででも営
業できる業者（新規）でも実現できないものでしょうか。

釧路地区自動車整
備振興会厚岸支部

商工業 59
庁内において、部署を問わず「中小企業振興基本条例」が周知され
ることをお願いしたい

北海道中小企業同
友会釧路支部厚岸
地区会

商工業 60 中小企業振興基本会議の定期的な開催をお願いしたい
北海道中小企業同
友会釧路支部厚岸
地区会

商工業 61
過疎化になってしまった集落に、そこにそなわった産業を見つけ、行
政が率先して育てて行く必要があると思います。

上尾幌きのこ生産
協同組合

40・44

商工業 62
厚岸蒸溜所のような企業誘致や、厚岸町だからできる新しい産業の
創設や企業誘致により、厚岸町での雇用が創出され、そこで働く人々
が定住することで、人口増加に一躍担えると考えております。

釧路太田農業協同
組合

76

商工業 63
地元で取れる昆布、牛乳等をもっともっと商品化して販売することは
考えられないでしょうか。

宮園丘陵自治会

商工業 64
地域産業、豊かな資源を活用、付加価値をつけ製品づくりの出来る
企業もあって、卒業する若者が就職できて、厚岸町で働ける。製品
は、厚岸港から海外に輸出する。そんな夢もあっていいかな。

和紙絵　たんぽぽ 78

観光 65
厚岸漁港屋根付岸壁及び厚岸蒸溜所周辺に商業・観光集積施設を
設置し、厚岸ブランドのPR及び観光の振興を図る取り組みの推進。

厚岸町商工会

観光 66
コンキリエ、漁協直売所を中心に、桜まつり、港まつり、夏まつり、産
業まつり、カキまつり等のイベントのＰＲ

厚岸町商店会

観光 67
あやめまつり、あさり堀り、カヌー、ウイスキー、カキセンター等の体験
見学ツアーのＰＲ

厚岸町商店会

観光 68
観光客だけの集客ではなく、連泊して楽しめるような観光業の創出も
必要。新しい形のリゾートホテルやペンション、温泉宿など観光も取り
入れた形での宿泊施設が必要ではないか

釧路太田農業協同
組合

観光 69
のんき村にある「花のスポット」を新たな観光資源として、
学校や高齢者施設、各種グループのお花見などに活用していただけ
るよう、働きかけていただければ、大変助かります。

特定非営利活動法
人のんき村

観光 70
観光地として、どの店に行っても、いつもニコニコ元気で明るく親切な
人がいると、観光客がまた来たいと思ってくれるのでは。

高知小中学校

観光 71
「じゃらん」の道の駅ランキングでの項目別の点数を見ると、リアルタ
イムの情報発信が低かったのが気になりました。

厚岸華道連盟

観光 72
観光情報に「厚岸かぐら」「床潭の八木節」などの紹介が組み込まれ
ていれば、厚岸の歴史も感じられる。（じゃらん掲載時）

厚岸華道連盟

観光 73
コンキリエ駐車場には車中泊の方も多いようなので、コンキリエに
シャワーを含め、パウダールームがもっとあるといいと思いました。

厚岸華道連盟

観光 74
厚岸を一目で展望できる（コンキリエ付近）ところに、沸し湯でも良い
宿泊場（ホテル）があれば、客足を止めることが出来るのではないで
しょうか。

厚岸歌謡学園

雇用 75
町内における新規開業（起業）者のための支援制度を設置し、地域
住民へのサービスの向上と地域の雇用に努める取り組みの推進。

厚岸町商工会 54

雇用 76
厚岸蒸溜所のような企業誘致や、厚岸町だからできる新しい産業の
創設や企業誘致により、町での雇用が創出され、そこで働く人々が定
住することで、人口増加に一躍担えると考えております。

釧路太田農業協同
組合

62

4



一団体一提言意見一団体一提言意見一団体一提言意見一団体一提言意見のののの集約集約集約集約（（（（分野別分野別分野別分野別））））

大区分 中区分 № 提言内容（要旨） 提言団体 重複

産業経済 雇用 77 若者の働く仕事がないのかな。 和紙絵　たんぽぽ

雇用 78
地域産業、豊かな資源を活用、付加価値をつけ製品づくりの出来る
企業もあって、卒業する若者が就職できて、厚岸町で働ける。製品
は、厚岸港から海外に輸出する。そんな夢もあっていいかな。

和紙絵　たんぽぽ 64

移住・定住 79
人口増加あるいは最小限の減少に止めている市町村の施策を参考
にすべきではないでしょうか。
定住促進への助成検討は出来ないでしょうか。

厚岸金融協会

移住・定住 80
第一次産業の更なる振興が不可欠であり、その一助としてはそこで
働く従業員や従事者を、一過性の在住ではなく、厚岸町として定住支
援を行うことにより、人口減少が解消できるのではないか。

釧路太田農業協同
組合

41・45

移住・定住 81
就農者確保のための定住支援や子育て支援の更なる充実をはかる
とともに、第一次産業体験ツアーなど他町村とは違うツアーの創出が
必要

釧路太田農業協同
組合

43・47
・90

保健・医療・
福祉

保健・医療 82
児童生徒はもとより、大人への健康教育や禁煙指導への取組も必要
であると考えます。

北海道厚岸翔洋高
等学校

99

地域福祉 83
特別養護老人ホームについて、これまで継続実施している入所者の
生活維持に必要な備品整備

厚岸町社会福祉協
議会

地域福祉 84
特別養護老人ホームについて、今後、自然災害に備えた大規模改修
または建替えの検討をお願いいたしたい。

厚岸町社会福祉協
議会

地域福祉 85
社会福祉センターの施設維持補修に要する支援を今後もお願いした
い。

厚岸町社会福祉協
議会

高齢者福祉 86
少子化問題も重要と思われるが、それ以上に高齢者の生活に必要な
施設（特に介護施設）の充実が重要と思われます。最優先で国の助
成等で充実した老人介護施設の建設に取り組んでほしい。

釧路太田肉牛同志
会

高齢者福祉 87 サービス高齢者住宅の必要性 厚岸町消費者協会

高齢者福祉 88
高齢者が気軽に楽しめるスポーツ施設（例えば、パークゴルフ場・ト
レーニング・スポーツジム・健康広場・街中カフェ・その他）の充実・新
設が必要と考えます。

パークゴルフ協会 114

障がい者
（児）福祉

89
知的障害者等が６５歳になった時、これまでの福祉から一般老人福
祉の領域に移行されるが、制度やサービスはどうしても老人福祉と同
じく言えないのが現状。町としては、どのように考えているのか。

厚岸町手をつなぐ
親の会

子育て支援 90
就農者確保のための定住支援や子育て支援の更なる充実をはかる
とともに、第一次産業体験ツアーなど他町村とは違うツアーの創出が
必要

釧路太田農業協同
組合

43・47
・81

子育て支援 91
出産から義務教育までの支援。
町が子を育てる考え方で町づくりを考える。

トライベツ自治会 92

教育・文化 学校教育 92
出産から義務教育までの支援。
町が子を育てる考え方で町づくりを考える。

トライベツ自治会 91

学校教育 93 防災訓練を小学校・中学校と連携して実施することを望む。 松葉町自治会 24

学校教育 94
子供の成長を促す施設とか、いつでも勉強を教えてくれる場所などが
あるといい。

厚岸町老人クラブ
松竹梅友の会

学校教育 95 ＰＴＡと地域の連携のあり方について再検討しなければならない 厚岸町ＰＴＡ連合会

5



一団体一提言意見一団体一提言意見一団体一提言意見一団体一提言意見のののの集約集約集約集約（（（（分野別分野別分野別分野別））））

大区分 中区分 № 提言内容（要旨） 提言団体 重複

教育・文化 学校教育 96 学校をとりまく関係機関の活動の再考及び組織の再構築 厚岸中学校

学校教育 97 給食費無料化 真龍小学校

学校教育 98 学校教育・家庭教育・社会教育の連携の強化 真龍中学校

学校教育 99
児童生徒はもとより、大人への健康教育や禁煙指導への取組も必要
であると考えます。

北海道厚岸翔洋高
等学校

82

学校教育 100
学校での環境教育に加え、各産業団体での不法投棄に関する取組
や住民の意識改善が必要

北海道厚岸翔洋高
等学校

1・35

学校教育 101 よい教職員を集めるために、住み心地のよい教員住宅の改善 和紙絵　たんぽぽ

学校教育 102
本の森情報館、生涯学習課、翔洋高校の人づくりに更なる発展を期
待する。

和紙絵　たんぽぽ 104

学校教育 103
環境教育の推進について、教育関係機関と連携して取り組むことを
検討願いたい。

北海道釧路総合振
興局森林室

2

生涯学習 104
本の森情報館、生涯学習課、翔洋高校の人づくりに更なる発展を期
待する。

和紙絵　たんぽぽ 102

文化 105
地域の特産品を活用した「食」の更なる活性化を図る取り組みを実施
し、広く全国及び海外に向けて発信する取り組みの推進。

厚岸町商工会 55

文化 106 町の歴史を伝えていく人材も必要ではないでしょうか。
厚岸町老人クラブ
松竹梅友の会

文化 107
近年、経年劣化が目立つようになってきているので、正行寺境内の
忠魂碑の修繕に対するご支援をお願いいたします。

厚岸町遺族会

文化 108
これからは町の職員の方々による会を結成して「厚岸かぐら」を演出
して、お願いするところでございます。

厚岸かぐら同好会

文化 109
年に１回文化祭に出展するのもよいですが、情報館のギャラリーなど
を利用して、小規模の展示をするのはどうでしょうか。

厚岸華道連盟

文化 110 厚岸町民文化祭について、ここ２年程観客数が少ない。
厚岸フラダンスクラ
ブ

文化 111 芸術・文化の地域連携 厚岸町文化協会

文化 112
現在は真龍小学校などで伝承されているが、社会人の若者や団体な
どに加わってもらい、充実した伝承に拡大するために、町の支援も欠
かせない。

厚岸かぐら保存会

文化 113 厚岸町からの支援の増額をお願いしたい。 厚岸かぐら保存会

スポーツ 114
高齢者が気軽に楽しめるスポーツ施設（例えば、パークゴルフ場・ト
レーニング・スポーツジム・健康広場・街中カフェ・その他）の充実・新
設が必要と考えます。

パークゴルフ協会 88

6



一団体一提言意見一団体一提言意見一団体一提言意見一団体一提言意見のののの集約集約集約集約（（（（分野別分野別分野別分野別））））

大区分 中区分 № 提言内容（要旨） 提言団体 重複

教育・文化 スポーツ 115
町民のスポーツに向ける関心と意欲を高揚させるためには、施設の
整備・充実が不可欠であると考えます。総合体育館の建設をはじめ、
既存各施設のリニューアルを提言いたします。

厚岸町体育協会

スポーツ 116 夏季でも利用できるよう、スケートリンク場の整備
厚岸陸上スポーツ
少年団

スポーツ 117
グラウンドの整備。
このままでは、子供達のケガにつながってくるので、できればマウンド
等の砂の補充を希望します。

厚岸レッドブリッジ
スポーツ少年団

スポーツ 118
少年団で活動する親の負担を少しでもなくすために、活動費など援助
があれば、人が増えるのではないでしょうか。

真龍ミニバス女子
スポーツ少年団

スポーツ 119
Ｂ＆Ｇの室内も、もっといろんなスポーツができるように、設備をしっ
かりしてほしいです。

真龍ミニバス女子
スポーツ少年団

町民活動・
行財政

コミュニティ
の育成

120 地域で支え合うシステムの構築 厚岸町消費者協会

コミュニティ
の育成

121
夏祭り存続のためにも、各団体の道具類の更新費用、運営費の一部
補助をお願いしたいです。

住の江自治会

コミュニティ
の育成

122
一定数の規模確保のため、自治会の統合・再編成が必要になるので
はないかと思う。

松葉町自治会

その他 その他 123
盆踊り等の毎週土日に行われている各種イベントとのタイアップ等を
国内外に知らしめることができる人材を募集して、まちづくりを図る。

厚岸町商店会

その他 124
地域食堂を厚岸にも設置していただき、孤食の高齢者や単身赴任の
方々等の地域住民の交流の場となればいい。

厚岸町ＰＴＡ連合会

その他 125 大人も子どももみんな仲良く、あたたかい町へ 高知小中学校

その他 126
『新たな総合計画』を町民に「分かりやすい計画」とするためには、指
標の明示や進行管理に関する記載は有効である。

北海道釧路総合振
興局森林室

その他 127
ＳＤＧｓの考え方を元に、持続可能な町づくりに挑戦し、住みやすい環
境整備をしていきましょう。

ＮＰＯ法人 厚岸ネッ
ト

3
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団体名 厚岸金融協会厚岸金融協会厚岸金融協会厚岸金融協会

『人口確保人口確保人口確保人口確保にににに向向向向けたけたけたけた施策施策施策施策』について

人口については少子高齢化に伴う過疎化が加速しており、北海道全体を見回

しても増加の市町村はごく一部であり、殆どが減少となっています。

札幌市や千歳市といった道央大都市圏では無くとも、増加あるいは最小限の

減少に止めている市町村の施策を参考にすべきではないでしょうか。

一歩進んだまちづくりを積極果敢に推し進めている町「秩父別町（人口

２，４２０人）」はいかがでしょうか。

平成２９年４月に子供向け屋内遊技場「キッズスクエアちっくる」をオープ

ンさせ、親子連れが多数来場しているようです。また、若い世代の転入増加を

意図し、新婚世帯・子育て世帯への家賃補助・引越し費用助成をはじめとした

定住促進への助成制度を創設したことにより、結果的に昨年比人口３人増加と

なり、３４年ぶりに人口増加となっています。

更には本年７月に屋外遊技場「三世代公園キュービック」もオープンさせて

います。秩父別町の財政状況は把握しておりませんが、屋内遊戯施設には１０

億円もの費用負担があったそうです。ふるさと納税を活用しているとはいえ、

決して財源に余裕があるとは思えません。そういった中で、このような施策の

積極的な行動力は驚くべきことです。目先の結果を追い求めることなく、結果

は後からついてくるといった理念が無ければこういった思い切った行動は出来

ないと思います。

高齢化社会を展望した場合、いかに若者ひいては子供に住みよいまちづくり

を行えるかがキーワードになると思います。

「コンキリエ」や「宮園公園」にも遊具施設はありますが、正直物足りなさ

を感じます。家族連れが遠くからでも足を運べるような「コンキリエ」に並ぶ

大規模遊具施設の検討は出来ないでしょうか。定住促進への助成検討は出来な

いでしょうか。

住み良いまちづくりを積極的に推進することにより、厚岸町の未来がより明

るくなることを切に願っております。
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団体名 厚岸町商工会厚岸町商工会厚岸町商工会厚岸町商工会

○厚岸漁港屋根付岸壁及び厚岸蒸溜所周辺に商業・観光集積施設を設置し、厚

岸ブランドのＰＲ及び観光の振興を図る取り組みの推進。

○厚岸町内における新規開業（起業）者のための支援制度を設置し、地域住民

へのサービスの向上と地域の雇用に努める取り組みの推進。

○地域の特産品を活用した「食」の更なる活性化を図る取り組みを実施し、広

く全国及び海外に向けて発信する取り組みの推進。

○厚岸町における、域内消費・域内循環型経済を推進し、商工業の持続的発展

と育成に向けた取り組みの推進。

○迅速な情報の提供や緊急災害時に対応できる、事業所への防災無線の設置の

支援。

9



団体名 厚岸町商店会厚岸町商店会厚岸町商店会厚岸町商店会

『今今今今あるものをあるものをあるものをあるものを生生生生かしてまちづくりかしてまちづくりかしてまちづくりかしてまちづくり』について

コンキリエ、漁協直売所を中心に、桜まつり、港まつり、夏まつり、産業ま

つり、カキまつり等のイベントのＰＲ

また、あやめまつり、あさり堀り、カヌー、ウイスキー、カキセンター等の

体験見学ツアーのＰＲ

さらには、盆踊り等の毎週土日に行われている各種イベントとのタイアップ

等を国の内外に知らしめることが出来る人材を募集して、まちづくりを図る。
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団体名 釧路地区自動車整備振興会厚岸支部釧路地区自動車整備振興会厚岸支部釧路地区自動車整備振興会厚岸支部釧路地区自動車整備振興会厚岸支部

『営業車営業車営業車営業車（（（（桜桜桜桜ハイヤーハイヤーハイヤーハイヤー時間延長時間延長時間延長時間延長））））』について

○営業車の閉店時間があまりに早いので、１２時頃（深夜）まででも営業でき

る業者（新規）でも実現できないものでしょうか。

○釧路町別保まで高速道路開通の見通しがついているようですが、尾幌・厚岸

・浜中の早期工事開始をお願いいたします。
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団体名 北海道中小企業同友会北海道中小企業同友会北海道中小企業同友会北海道中小企業同友会
釧路支部厚岸地区会釧路支部厚岸地区会釧路支部厚岸地区会釧路支部厚岸地区会

『中小企業振興基本条例中小企業振興基本条例中小企業振興基本条例中小企業振興基本条例のののの推進推進推進推進』について

厚岸町では、当会や各団体の要望に基づき、２０１１年に新しい「中小企業

振興基本条例」が制定されました。

同条例の前文に、

「町民生活を支える多くの雇用や所得がもたらされるなど、中小企業は、地域

経済活性化の重要な役割を担ってきた」とうたわれているように、中小企業が

地域で果たす役割は非常に大きいものと考えております。

私たちは、条例の精神に則り、経営者の自助努力を基本に、経営改善をし、

地域の経済・雇用を守る責任があります。

一方で、それだけでは解決できない経営課題があるのも確かです。

そこで、私たちは、この条例の精神を更に具体的なものにしていただきたく、

貴庁内において、部署を問わずこの条例の精神が周知されることをお願いした

いと考えております。

そうすることで、各種政策の決定や公的事業の業者選定の根拠の１つとして、

より一層この条例が生きてくるようになるのではないでしょうか。

また、あわせて中小企業振興基本会議の定期的な開催をお願いしたいと考え

ます。会議の定期的な開催によって、条例のビジョンの進捗が確認され、着実

な歩みが保障されると考えます。

以上２点を、当会からの愚見として提出させていただきます。
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（１／３）

団体名 厚岸町森林組合厚岸町森林組合厚岸町森林組合厚岸町森林組合

『自然自然自然自然とととと共共共共にににに歩歩歩歩むまちづくりむまちづくりむまちづくりむまちづくり～～～～共生共生共生共生・・・・躍動躍動躍動躍動・・・・協働協働協働協働によるによるによるによる持続可能持続可能持続可能持続可能なななな森森森森づくりづくりづくりづくり』

について

厚岸町の森林業の将来を鑑みる上で、人口ビジョンがどのように推移してい

くかを認識しなければなりません。

厚岸町の現在の人口は、約９，４００名と少子高齢化の影響で年々減少傾向

にあり、厚岸町未来創生会議での人口ビジョンでは、２０６０年（４２年後）

には、４，１７２名と現在と比較して約４４％と厳しい現実であります。

厚岸町の行政区域は約７４，０００ 、森林の面積は４２，０００ であり、

うち一般民有林は約１９，０００ 、厚岸町が管轄する森林は約１２，０００

 となっております。

森林業は産業（木材利用）としては限りなく長い年月を要し、森林の維持に

おいては、適正な森林整備を行うことにより、環境林（森林保全）という視点

で重要な役割を担っています。

現在においても、この広大な森林の管理と重要な森林保全役割を担っており

ますが、現状においても、厚岸町において林業従者は４８名と担い手不足の現

状であり、将来の人材の確保は課題となります。

日本全体で人口減少の流れは歯止めが利かない状況ではありますが、世界的

には人口増である流れを認識した上で、日本自体が将来の大きな決断をする時

がくると考えます。

○ 提言の１として、林業における担い手をどのように確保するか。当然、地

元雇用を中心とする施策を継続するのは当然のことでありますが、外部から

の人材確保を厚岸町と協働して積極的に進めることを要望いたします。

現在、事業体として考えられる方法のひとつは、農協や漁協で実施してい

る林業での外国人研修生制度の検討があると考えます。しかし、国策自体に

かかわることなので容易ではないと認識します。

現実的に可能と思われるものとして、もうひとつは、総務省主導の地域お

こし協力隊の林業部門の活用と思っております。直接的な担い手の確保とい

13



（２／３）

団体名 厚岸町森林組合厚岸町森林組合厚岸町森林組合厚岸町森林組合

う観点ではなく、外部からの企画力・発想力・行動力により、担い手の確保、

人材の定住化など、林業版の地域おこし協力隊のインセンティブは、大きな

ものと確信しております。

○ 提言の２として、木質バイオマスの利用（厚岸町関連施設）です。

木材価格は現状で価格の推移が安定している状況とはいえ、過去の価格に

戻ることは無理な状況であります。現在、木材は世界商品となり１ あたり

１０，０００円の為替の変動での価格増減が現実であり、日本で取扱われる

木材についても事実上相場価格（市場主義）の基準となっており、昭和４０

年代と比較すると３分の１の現状となっております。

そのようなことから、木材価格で経費を集約できないことから補助制度の

活用が必要となっている現状です。

しかしながら、補助制度の活用のみならず、木材を健全に利用し活性化を

図ることが、適正な森林整備に直結することに繋がります。

現在、未利用材の活用については、町有林の林地残材を水分調整材やおが

敷きわらなどの活用により、環境の保全や産業を結びつける一定の効果をあ

らわし、今後とも継続を求めるところです。

今後の総合計画においては、「未利用材」から「低質材」の地域内での利

活用を課題とし検討して頂きたいと思います。木材は「世界一かさばる」商

品と呼ばれるほど、流通には経費を要するので、価格の低い商品は、地元利

活用が重要なキーポイントであります。

このようなことから、厚岸町関連施設などで木質バイオマスの利用（ボイ

ラー）の検討を要望します。

○ 提言の３として、平成３１年度森林環境譲与税を活用しての不明・不在村

対策です。

近年、日本の不明土地所有者が所持する土地は、北海道と同等の面積と報

道メディア等で紹介があり驚愕の域を否めないところです。

このことは、森林においても同じ現状であり、森林後継者の相続放棄や不

14



（３／３）

団体名 厚岸町森林組合厚岸町森林組合厚岸町森林組合厚岸町森林組合

在村所有者など、今後、増加の一途をたどる現状であります。

このことより、公益的森林の保全を目的として、森林の取得、放棄地森林

の森林整備を森林環境譲与税を活用して取り進めることを提言致します。

また、一般民有林森林整備の継続的整備を進める上でも、森林環境譲与税

を財源とした民有林振興対策事業の予算措置の拡充を図り、森林所有者の負

担軽減についても検討をお願いいたします。

森林業という立場（視点）での内容提言となりましたが、第５期厚岸町総合

計画の内容を主体として町づくりを進めつつ、少子高齢化の影響の時代の流れ

を鑑みながらも、町、事業者、町民が一体となって取り進めることが重要と強

く認識しております。

自然豊かな厚岸町は、主体産業が漁業・農業であり、その上で森林業が担う

役割は重要であります。

今回の提言が、今後の厚岸町総合計画に少しでもお役に立てることを切に願

います。
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団体名 厚岸漁協 うに潜水器漁業班厚岸漁協 うに潜水器漁業班厚岸漁協 うに潜水器漁業班厚岸漁協 うに潜水器漁業班

特になし
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団体名 厚岸漁協 刺網班厚岸漁協 刺網班厚岸漁協 刺網班厚岸漁協 刺網班

特になし
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団体名 厚岸漁協 白魚張待網班厚岸漁協 白魚張待網班厚岸漁協 白魚張待網班厚岸漁協 白魚張待網班

特になし
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団体名 厚岸漁協 煮昆布班厚岸漁協 煮昆布班厚岸漁協 煮昆布班厚岸漁協 煮昆布班

特になし
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団体名 厚岸漁協 さばいわし漁業班厚岸漁協 さばいわし漁業班厚岸漁協 さばいわし漁業班厚岸漁協 さばいわし漁業班

『漁業者漁業者漁業者漁業者からのからのからのからの今後今後今後今後のののの町町町町づくりづくりづくりづくり』について

日頃より厚岸町職員の皆様方には大変お世話になっております。このたびの

厚岸町町づくりへの提言を漁業後継者の観点から述べさせていただきます。

現在、若竹第二埠頭に建築されている厚岸漁業協同組合卸売市場は、我々漁

業者にとって念願であった次世代型の衛生管理型市場であります。市場の設計

計画には積極的に我々漁業者の意見も取り入れていただき、完成が待ち遠しく

感じております。

現在は建築工事期間中で係船岸壁不足に苦労しておりますが、関係漁業班と

も協議しながら岸壁利用を行っております。ただ、新市場完成後の係船岸壁不

足にも懸念が生じております。このことは厚岸漁業協同組合への要望も行って

おりますが、厚岸町からも北海道あるいは開発局への要望をお願いしていただ

きたい。

具体的には、若竹第一埠頭の岸壁かさ上げ工事が進んでいるが、岸壁周辺の

水深が浅く喫水制限があり中型船には係船できないのが現状である。同時に真

竜岸壁も高潮の被害も多く、水深が浅いので浚渫工事と岸壁のかさ上げを行い、

新市場完成後には漁船の係船をできるようにしていただきたい。

次に上架施設について。地盤沈下等により、設備の水はけが悪く、雪解け後

の春先には船の整備作業に影響が出るほどです。また、照明設備・電源設備の

設置整備を望む。近年は、地元厚岸町以外の係船の上架が多く、非常に手狭に

感じております。地元船優先の特段のご配慮をお願いしたい。

今回の新市場建築は、今後のわが町の漁業の土台立て直しをかけた大きなプ

ロジェクトであります。漁業生産物に関しては、我々が責任をもって高付加価

値のついた生産物を漁獲・養殖してまいります。そのためにも町として我々漁

業者が作業しやすい環境整備になお一層の力添えをお願いしたい。地元産業の

発展・確立が若者の田舎離れを防ぐであろうし、私のようなＵターン後継者も

増えてくるのではないかと私は考えております。
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団体名 厚岸漁協 かきあさり班厚岸漁協 かきあさり班厚岸漁協 かきあさり班厚岸漁協 かきあさり班

特になし
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団体名 厚岸漁協 ほっき班厚岸漁協 ほっき班厚岸漁協 ほっき班厚岸漁協 ほっき班

特になし
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団体名 厚岸漁業協同組合厚岸漁業協同組合厚岸漁業協同組合厚岸漁業協同組合

『厚岸町厚岸町厚岸町厚岸町のののの水産業水産業水産業水産業』について

我々漁業者は、国産水産物の安定供給に対して大きな責務を背負っており、

そうした負託に応えるため、安全な漁場環境と豊かな海づくり対策に向け、漁

業資源の持続的・総合的・効率的利用を実現していくことが重要であり、行政

が講ずる施策を活用するとともに、水域を適正かつ有効に利用し、漁業を一番

理解している漁業者自身が、各種漁業に応じた適切な自主的取り組みを実践し、

自らの生産や生活を向上させるために、協力し合い連帯的に結合した組織であ

ることを認識し、質の高いサービスの提供を通じて地域の発展をめざしてまい

ります。
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団体名 上尾幌きのこ生産協同組合上尾幌きのこ生産協同組合上尾幌きのこ生産協同組合上尾幌きのこ生産協同組合

『小小小小さなさなさなさな集落集落集落集落にもそこににもそこににもそこににもそこに合合合合ったったったった産業産業産業産業を･･･を･･･を･･･を･･･』について

厚岸町には漁業を主産業として繁栄して参りましたし、今後も当然そうある

べきです。そのために港の整備も着々と進んでおります。町の中心街は、その

ことによって支えられていくものと思います。しかし、それ以外の地域では酪

農地帯は別として、小さな集落には核となる産業が乏しいために、若者が定着

出来ず、高齢化が一層激しいのが現状です。

そこで、現在ではすっかり過疎化になってしまった集落に、そこにそなわっ

た産業を見つけ、行政が率先して育てて行く必要があると思います。

当地域のシイタケ栽培も永い取り組みの中で育まれてきた技術があって、多

くの販売店から高い評価をいただいておりますが、当組合の生産量が少ないた

めに、好条件の量販店と取引が不可能なのが実態なのです。計画次第では、道

内で有数な生産地にすることは十分可能で多くの人々が働く施設になります。
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（１／２）

団体名 釧路太田農業協同組合釧路太田農業協同組合釧路太田農業協同組合釧路太田農業協同組合

『厚岸町厚岸町厚岸町厚岸町のののの産業振興産業振興産業振興産業振興（（（（農業農業農業農業））））』について

厚岸町は漁業と酪農の町であり、その基幹産業を中心に商工業や観光業など

のいろいろな産業により、町が成り立っていると思っております。

その中で、とりわけ漁業関係においては、水揚げされる魚介類の品目が多く、

漁協を中心とした販売戦略により、宣伝活動等も非常に活発であり、道の駅厚

岸味覚ターミナルコンキリエや厚岸漁協直売店など、マスメディアにも大きく

取り上げられることで、厚岸町の観光客の増加に大きく貢献していることと思

っております。

しかしながら、観光客だけでは一時の財政効果はあると思いますが、厚岸町

全体を見たときには、これから先１０年間の総合計画を策定するにあたり、厚

岸町自体の活性化にはあまり効果は期待できないと考えます。

ここ数年は、厚岸町の人口も右肩下がりに減少傾向をたどる中、観光業だけ

の充実では人口減少に歯止めはかからないと思っておりますので、厚岸町にお

ける定住者が増加することにより、町が活性化すると思っています。

そのためには、第一次産業の更なる振興が不可欠であり、その一助としては

そこで働く従業員や従事者を、一過性の在住ではなく、厚岸町として定住支援

を行うことにより、少しでも人口減少が解消できるのではないかと思っていま

す。

また、厚岸蒸溜所のような企業誘致や、厚岸町だからできる新しい産業の創

設や企業誘致により、厚岸町での雇用が創出され、そこで働く人々が厚岸町に

定住することで、厚岸町の人口増加に一躍担えると考えております。

まずは、基幹産業の充実に向けた支援のほかに、厚岸町における第一次産業

のＰＲ活動が不可欠であり、マスメディアやさまざまな情報手段により、もっ

と農林漁業の素晴らしさや大切さを推進していくようにお願いしたい。

酪農振興に向け、就農者確保のための定住支援や子育て支援の更なる充実を

はかるとともに、第一次産業体験ツアーなど他町村とは違うツアーの創出が必

要と考えております。
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（２／２）

団体名 釧路太田農業協同組合釧路太田農業協同組合釧路太田農業協同組合釧路太田農業協同組合

また、観光業を支えるために、宿泊施設の整備は不可欠であり、通りすがり

の観光客だけでの集客ではなく、連泊して楽しめるような観光業の創出も必要

であり、既存のホテルや民宿だけではなく、新しい形のリゾートホテルやペン

ション、温泉宿など観光も取り入れた形での宿泊施設が必要ではないかと思い

ます。
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団体名 釧路太田肉牛同志会釧路太田肉牛同志会釧路太田肉牛同志会釧路太田肉牛同志会

『介護施設等介護施設等介護施設等介護施設等のののの充実充実充実充実』について

高齢者社会において、現状の年金生活では先詰まりが目に見えている。

今後の課題は、少子化問題も重要と思われるが、それ以上に高齢者の生活に

必要な施設（特に介護施設）の充実が重要になると思われます。

若い世代だけでは、解決出来る問題ではないので、町として最大限の知恵と

努力を望みます。

現状では、自宅介護が出来る環境にある人は、ごく一部なので最優先で国の

助成等で充実した老人介護施設の建設に取り組んでほしい。
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団体名 厚岸町消費者協会厚岸町消費者協会厚岸町消費者協会厚岸町消費者協会

『高齢者高齢者高齢者高齢者にやさしいまちづくりにやさしいまちづくりにやさしいまちづくりにやさしいまちづくり』について

厚岸町消費者協会では、これから１０年先を踏まえた上で、いつまでも（終

身）住み続けられるシステムづくりがこれから重要との意見が多く出され、こ

こに提案いたします。

○サービス高齢者住宅の必要性

○地域で支え合うシステムの構築

厚岸町で行われているサービスの情報や国の援助の仕組みがよくわからずに、

心痛める事がないように、日頃から自治会や関係機関など情報をつかめる環境

づくりが大切

↓

地域の結びつきや人とのコミュニティの場所を提供する団体や個人

これからは必要。人口流出は若者ばかりではなく、高齢者を支える仕組みも、

経済効果につながるのでは…。

○住民サービスについて

デマンドバスについて意見が出されました。

現在予約運行がされています。充分に住民の意見をくみ取り運行されている

とは思いますが、町内（市街）循環型バスの要望も多いのではないかと感じ

ます。

介護認定は受けるまでもなく、足腰に負担がかかると乗り場までの移動が

大変だったり要望がつきませんが、もっと違う方法での対応が出来ないもの

かと思います。

行政でできること、これからは行政と町民が一体になって支え合うことが人

を思いやる心が育まれ、心豊かに暮らせるのではないでしょうか。
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団体名 住の江自治会住の江自治会住の江自治会住の江自治会

『夏祭夏祭夏祭夏祭りりりり参加団体参加団体参加団体参加団体へのへのへのへの支援支援支援支援』について

７月に開催されている夏祭りには、自治会、各団体が参加し、イベントとし

て盛り上がっておりますが、少子高齢化により、参加人数の減少や各団体の費

用負担増により、参加団体の減少が懸念されます。

地域として、祭りに参加することは、健全な地域コミュニティによる、まち

づくりにもなると考えられます。

今後、祭り存続のためにも、各団体の道具類の更新費用、運営費の一部補助

をお願いいたします。
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団体名 トライベツ自治会トライベツ自治会トライベツ自治会トライベツ自治会

『子育子育子育子育てててて』について

（子供を）育てやすい町

出産から義務教育までの支援

親が子を育てるとして、町が子を育てる考え方で町づくりを考える。
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団体名 松葉町自治会松葉町自治会松葉町自治会松葉町自治会

『防災防災防災防災・・・・自治会活動自治会活動自治会活動自治会活動』について

○防災について

防災拠点の充実。災害時の避難所（避難場所）の設備の充実をはかる。特

に災害情報が確実にとれるように、避難場所にはＷｉ－Ｆｉ設備を設置して

ほしい。

また、防災訓練を小学校、中学校と連携して実施することを望む。

○自治会活動について

各自治会においても、同じ問題をかかえていると思うが、会員の高齢化に

より、活動を積極的に行える人が減少している。また、会員数が減少してい

るため、活動自体が消極的になっているように思う。一定数の規模確保のた

め、自治会の統合、再編成が必要になるのではないかと思う。
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団体名 宮園丘陵自治会宮園丘陵自治会宮園丘陵自治会宮園丘陵自治会

『まちづくりについてのまちづくりについてのまちづくりについてのまちづくりについての考考考考ええええ』について

地元で取れる昆布、牛乳等をもっともっと商品化して販売することを考えら

れないでしょうか？

地元の人達だけでは無理と思います。厚岸には空いている土地が沢山ありま

す。そのような土地を無償で貸し、全国には金持ちが沢山おります。そのよう

な人に厚岸に目を向けてもらい、運送費のかからない地元産の昆布、牛乳を商

品にするための工場をつくり、町民の働く場所として･･･

人口減に歯止めをかけることが出来ると思います。
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団体名 厚岸町老人クラブ 松竹梅友の会厚岸町老人クラブ 松竹梅友の会厚岸町老人クラブ 松竹梅友の会厚岸町老人クラブ 松竹梅友の会

『子供子供子供子供のののの成長成長成長成長にににに優優優優しいしいしいしい町町町町づくりづくりづくりづくり』について

厚岸町は観光と漁業の町というイメージがあります。反面、それしかないと

も言えます。

昨年、少子化が進み、子供の数も減少しつつあります。町の人口も当然減少

しつつあります。

あるカーリングの選手の言葉ではないですが、

「この町にいたから出来た」と言っていましたが、自分が成長して、町を変え

ていく人材つくりに力を入れたらどうでしょうか。

例えば、子供の成長を促す施設とか、いつでも勉強を教えてくれる場所など。

また、町の歴史を伝えていく人材も必要ではないでしょうか。
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団体名 特定非営利活動法人 のんき村特定非営利活動法人 のんき村特定非営利活動法人 のんき村特定非営利活動法人 のんき村

『障障障障がいがいがいがい者者者者がががが真真真真にににに自立自立自立自立するするするする為為為為のののの新新新新しいしいしいしい観光観光観光観光スポットスポットスポットスポット作作作作りりりり』について

障がいのある人達の社会参加を支援する団体として、これまでの取り組みと

今後のご支援をお願いしたい点について、書かせていただきます。

高齢化の進行と財政難を考えると、障がい者に対する補助制度は厳しい環境

になっていくと思われます。このことを見据えて、のんき村では、自ら観光資

源となるような「花のスポット」を計画し、２０年以上に渡って取り組んでき

ました。

資金難と障がいのある人達に無理なく働いてもらうことを重視して進めてい

ることから、中々思うように実績が伴いませんが、昨年には地域おこし協力隊

の方からアドバイスもいただき、今年度はこれまでにない出来となって、特に

育児中のお母さん方からの問い合わせが増えています。

お願いしたいことは、これまでも協力隊のアドバイスの他にも、うみえもん

のＨＰでの紹介や、あみかでの野菜購入などの協力をいただき、大変感謝して

いる所ですが、出来ればこのような活動を広く知っていただき、学校や高齢者

施設、各種グループのお花見などに活用していただけるよう、働きかけていた

だければ、大変助かります。

今年の花は、１０月上旬まで咲いていますので、是非見ていただいて、厚岸

町の新たな観光資源作りにご協力をお願いいたします。
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団体名 厚岸町遺族会厚岸町遺族会厚岸町遺族会厚岸町遺族会

『正行寺境内正行寺境内正行寺境内正行寺境内のののの忠魂碑忠魂碑忠魂碑忠魂碑のののの修繕修繕修繕修繕』について

明治、大正、昭和の戦争で国を守るため犠牲になられた２３０余名が祭られ

ている忠魂碑について、大正１１年８月に当時の梅香地区の児童公園に建てら

れ、昭和２６年４月に現在の正行寺境内に移転してから長い年月が経過する。

この間、厚岸町遺族会員やお寺関係者により維持管理がなされていますが、

忠魂碑は一度も修繕をしたことがなく、近年経年劣化が目立つようになってき

ているので、厚岸町による忠魂碑の修繕に対するご支援をお願いいたします。

35



団体名 厚岸町手をつなぐ親の会厚岸町手をつなぐ親の会厚岸町手をつなぐ親の会厚岸町手をつなぐ親の会

『おおおお年寄年寄年寄年寄りとりとりとりと障害児障害児障害児障害児（（（（者者者者））））のののの住住住住みやすいみやすいみやすいみやすい町町町町』について

私の住む上尾幌は同じ厚岸町内とはいえ、とても不便を感じます。住民がど

んどん流出（死亡も含む）しています。地方にいる子供の所で暮らす人、施設

に入所する人、様々です。今、何らかの活動に参加できている人はごくわずか

で、その人々が動けなくなると、上尾幌はどうなってしまうのか？町内におい

ても同じ現象であると思われますが･･･

デマンドバスも前日までの予約が必要だったり自然にバス券の購入が必要だ

ったり、聞こえてくるのは面倒、料金が高い、ということが多いです。また、

学校に合わせるために時間帯が合わないという声も。

今後、汽車がどうなるか分かりませんが、釧路に出るにもマイカーがないと

交通手段が断たれてしまいます。その辺のところも考えていただきたいと思い

ます。

知的障害や精神障害が６５歳になった時、これまでの福祉から一般老人福祉

の領域に移行されてしまいますよね。

制度やサービスはどうしても老人福祉と同じく言えないのが現状です。コミ

ュニケーションや環境の変化などに強い不安を持つのが特性ですので、とても

適応しがたいのが予想され、居場所がなくなってしまいます。施設にも適応で

きない。親は先に亡くなり、兄弟なども自分の生活に手一杯となれば、この子、

この人方はどうなってしまうのか？国の施策が良い方に変わることが望ましい

ですが、無理でしょうね。

町としては、どのように考えていられるのでしょうか？

36



団体名 社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会

『福祉施設維持補修福祉施設維持補修福祉施設維持補修福祉施設維持補修にににに要要要要するするするする支援支援支援支援』について

現在、社会福祉協議会が運営する厚岸町立特別養護老人ホームは、最も古い

多床室では昭和５６年開設から３５年以上経過し、慢性的に不具合のある暖房

や給湯などの設備の根本的な改修が必要であること、４人部屋などの多床室の

個室化など、個人の生活環境を整える必要があり、これまで継続実施している

入所者の生活維持に必要な備品整備とともに、今後、自然災害に備えた大規模

改修または建替えの検討をお願いいたしたい。

また、厚岸町社会福祉センターは、町内唯一の大規模な公演観劇施設であり、

施設維持補修に要する支援を今後もお願いしたい。
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団体名 厚岸町ＰＴＡ連合会厚岸町ＰＴＡ連合会厚岸町ＰＴＡ連合会厚岸町ＰＴＡ連合会

『地域力地域力地域力地域力でででで子子子子どもをどもをどもをどもを育育育育てててて、、、、郷土愛郷土愛郷土愛郷土愛をををを育育育育むむむむ』について

近年、保護者の町内会活動への参加率の減少、共働きの増加が認められ、Ｐ

ＴＡと地域の連携のあり方について再検討しなければならない時期に差しかか

っていると感じられます。

「子どもは地域の宝です。」学校と地域とで目指す子ども像を共有し、互い

の主体性を尊重しながら柔軟に役割を調整しつつ、各自が出来ることに取り組

むことが大事なのではないかと考えます。

今、全国的に広がっている地域食堂を厚岸に設置していただき、「孤食」の

高齢者や単身赴任の方々等の地域住民の交流の場となれば良いと思います。ま

た、町内の小中高校生も交流を深められるような場として、学習支援等を行な

ってもらえるような環境だと、とても良いと思います。

小さい頃に関わった地域のおじさん、おばさんやお兄さんお姉さんの優しさ

や人情が、やがて郷土愛へとつながっていくのではないかと思います。
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団体名 厚岸中学校厚岸中学校厚岸中学校厚岸中学校

『学校学校学校学校にににに関関関関わるわるわるわる組織組織組織組織・・・・活動活動活動活動のののの再考再考再考再考』について

厚岸町の町民の皆様におかれましては、平素より物心両面で支えていただい

ております。心から感謝申し上げます。

さて、今後の１０年を見通した、新たな総合計画の策定ということで、僭越

ながら学校の立場で記述させていただきます。

○学校をとりまく関係機関の活動の再考及び組織の再構築

学校はさまざまな機関からご理解とご支援をいただいております。また、

地域の学校として、さまざまな機関と連携して進めることが使命でもありま

す。しかしながら、現在学校が抱える課題も莫大な量であり、それは年々増

加していることも確かです。難しいことは重々承知しておりますが、かつて

１０数校の学校があった時代、働き方改革を推進する現状を考慮し、ご検討

いただければ幸いです。（どの町村も同様だと思いますが･･･）

４年前に釧路新聞社が行なった調査では、「自分の町が好き」という中学生

の割合が断トツで多かったのが厚岸町でした。学校、教育に多額のお金もかけ

ていただいております。

今後もよろしくお願いします。
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団体名 高知小中学校高知小中学校高知小中学校高知小中学校

『またまたまたまた来来来来たいたいたいたい町町町町、、、、そしてそしてそしてそして住住住住みたいみたいみたいみたい町町町町』について

○観光地として、

・どの店に行っても、いつもニコニコ元気で明るく親切な人がいると、観光

客や近隣の町の人がまた来たいと思ってくれるのでは。

○安心・安全で住みたい町

・町民が交通ルールを守り安全な町へ

・避難場所付近の通路や階段に照明をつける、広さも拡張

・大人も子どももみんな仲良く、あたたかい町へ

昔からのしがらみにこだわらない、根拠のないうわさ話、ひがみ、ねたみの

ない町になれば･･･。

子どもも青年もお年よりもみんな頑張っています。役場の方々も本当に大変だ

と思います。仕事だからで片付けず、お互いの良さを認め、励ましあえる町に

なればと思います。
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団体名 真龍小学校真龍小学校真龍小学校真龍小学校

『給食費無料化給食費無料化給食費無料化給食費無料化』について

給食は食育と密接に関連すると共に、子供たちの成長に大きく寄与していま

す。本年度より町として学校でかかる教材費等の補助をスタートしましたが、

ぜひ給食にも視野に入れるべきだと提言します。

白糠町をはじめ他町村では給食無料化をすでに実施しているところもあり、

町民へのサービスを充実することで、他町村から移り住んでくれる人が増える

ことを見込んでいます。実際に鶴居村のように効果を上げているところもあり

ます。町の未来は人への投資にこそかかっていると考えます。
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団体名 真龍中学校真龍中学校真龍中学校真龍中学校

『学校教育学校教育学校教育学校教育・・・・家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育・・・・社会教育社会教育社会教育社会教育のののの連携連携連携連携のののの強化強化強化強化』について

現在、本校では「社会をたくましく生き抜き、社会で役に立つ人を育成する」

ことを目標に学校教育を行っています。そして、それは、厚岸町の未来を担う

人材育成の一翼を担っているものと考えます。

しかし、２０４０年には地方自治体の半数が消滅するとの予想もあり、本気

で早急に手立てを講じる必要があると考えます。

「町づくり」は「人づくり」であると強く考えます。しかし、「人づくり」

には多くの時間が必要となるからです。

もちろん学校教育だけで人の育成は不可能です。家庭、学校、地域社会が同

じ考えで子ども達を教育していくことが必要不可欠です。

現在、本町においても教育委員会の主導によりコミュニティ・スクールの導

入が進められているところです。コミュニティ・スクールは、学校と保護者や

地域の皆さんがともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、

一緒に協働しながら子供たちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づく

り」を進める法律（地教行法第４７条の６）に基づいた仕組みです。

しかし、「町づくり」を進めるための人材を育成するためには、自治体（ま

ちづくり推進課）や町の商業・産業界を巻き込んだ取り組みを行うことが必要

であると考えます。

その中で、家庭教育力、学校教育力、社会教育力を向上させる取り組みを行

い、人材育成をすることが求められると考えます。
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団体名 厚岸翔洋高等学校厚岸翔洋高等学校厚岸翔洋高等学校厚岸翔洋高等学校

『これからのこれからのこれからのこれからの地域社会地域社会地域社会地域社会をををを担担担担うううう人材人材人材人材へのへのへのへの教育教育教育教育のののの充実充実充実充実』について

○健康教育

助手席に赤ちゃんを乗せ運転席で喫煙をしている。居酒屋で児童と同席し

ているのに喫煙をしている。という様子をよく見かけます。生徒の制服や学

習用具にもたばこの臭いがしみ込んでいる者もおり、喫煙による害や副流煙

による他者への害について、児童生徒はもとより、大人への教育や禁煙指導

への取組も必要であると考えます。

○環境教育

農業・水産業・観光業を主としている町で、ゴミの不法投棄は問題です。

世界的には、マイクロプラスチックも問題になっています。クリーン大作戦

などの事業が実施されていますが、学校での環境教育に加え、各産業団体で

もゴミ不法投棄に関する取り組みや住民の意識改善が必要であると考えま

す。クリーン大作戦の実施がないような街を望みます。
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団体名 厚岸かぐら同好会厚岸かぐら同好会厚岸かぐら同好会厚岸かぐら同好会

『厚岸厚岸厚岸厚岸かぐらのかぐらのかぐらのかぐらの現状現状現状現状をををを維持維持維持維持するするするする件件件件』について

私ども、同好会としては、会員の減少や高齢化など多数の課題がございます

が、なんとか後世にこの貴重な地域の歴史であります、無形文化財「厚岸かぐ

ら」を伝えていこう、残していこうと日々活動に励んでおります。

今現在は、学芸員、海事記念館の職員の皆様方の支えと協力のもと、頑張っ

ております。私の考えですが、これからは町の職員の方々による会を結成して

「厚岸かぐら」演出して、お願いするところでございます。

検討してほしい。
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団体名 厚岸華道連盟厚岸華道連盟厚岸華道連盟厚岸華道連盟

『町民町民町民町民のののの高齢化高齢化高齢化高齢化といきがいといきがいといきがいといきがい、、、、文化協会文化協会文化協会文化協会のののの関関関関わりわりわりわり、、、、観光観光観光観光』について

○ 生涯学習課のアンケートにも書いたことですが、町民文化祭では、参加す

る者も見る者も高齢化が問題となっています。

見てくださる方は、高齢の方が多く、交通手段がない方が多いようです。

これは、文化祭だけでなく、他の催事（講演会など）にも言えることです。

臨時のバスなどあればいいと思います。（その際、会場近くで乗降できると、

なお良いです）

○ 文化祭に出展してくださる方の中には、いきがい大学などでモノを作る方

も多いようです。

年に１回、文化祭に出展するのもよいですが、情報館のギャラリーなどを

利用して、小規模の展示をするのも、参加者にとっては“はり”になるので

はないでしょうか？

○ “じゃらん”の道の駅ランキングに、厚岸のコンキリエが入っていました。

項目別の点数を見ると、リアルタイムの情報発信が低かったのが気になりま

した。他にも観光の情報などの項目があり、ここに厚岸のかぐら、床潭の八

木節などの紹介が組み込まれていれば、厚岸の歴史も感じられないか、と記

事を読みながら考えました。そして、これはあまり関係ないのですが、コン

キリエ駐車場には、車中泊の方も多いようです。コンキリエにシャワーを含

めパウダールームがもっとあるといい、と思いました。
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団体名 厚岸歌謡学園厚岸歌謡学園厚岸歌謡学園厚岸歌謡学園

『まちづくりについてのまちづくりについてのまちづくりについてのまちづくりについての考考考考ええええ』について

最近、大勢の観光客が来ているようですが、良い宿泊場がないため、通り客

になってしまう。厚岸を一目で展望できる（コンキリエ付近）ところに沸し湯

でも良い宿泊場（ホテル）があれば、客足を止めることが出来るのではないで

しょうか？東京厚岸会に声をかけては･･･
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団体名 厚岸フラダンスクラブ厚岸フラダンスクラブ厚岸フラダンスクラブ厚岸フラダンスクラブ

『厚岸町民文化祭観客増員厚岸町民文化祭観客増員厚岸町民文化祭観客増員厚岸町民文化祭観客増員』について

今現在、私達の団体活動は、年２回町立病院の老健の患者の皆様に踊り歌と

１時間の中での活動慰問を行なっております。その他厚岸プロパンの展示会の

イベント参加、社会福祉協議会主催の老人連合会の行事に参加、そして町民文

化祭に参加しています。

そしてここ２年程になりますが、当日受付をさせていただいておりますが、

その中で感じることは観客数が少ないのではないかと思われます。１年に１回

の町民文化祭なので是非とも上尾幌、尾幌、片無去などの群部の方々の臨時バ

スを運行したら良いのではないかと感じております。浜中などもそのようにし

ているとお聞きしております。多数の方々に見ていただければ大変嬉しく思い

ます。
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団体名 陶芸 土筆の会陶芸 土筆の会陶芸 土筆の会陶芸 土筆の会

『まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり（（（（住住住住みやすいみやすいみやすいみやすい））））』について

他、地方の人から“厚岸”とは、食や景観などに憧れる所と思われています

が、実際に住んでいる人達には、もう少し弱者（子供、高齢者他）については、

未だ改善が必要と見受けられます。

町で行われる行事に参加し、（観るだけでも）

（１）高齢者の話を聞くと、交通の便が悪い。

（２）他の町村では、送迎バスで、町の行事に参加してもらっていると聞いて

います。それが元気の源になり、喜びを与え、元気になり、町の活性化

につながると思います。もう少し、バスを他の町村のように上手に利用

する方法があるのではないでしょうか。そうすることが、これからの厚

岸町が発展し、誇れるようになってほしいと思います。
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団体名 和紙絵 たんぽぽ和紙絵 たんぽぽ和紙絵 たんぽぽ和紙絵 たんぽぽ

『まちづくりはまちづくりはまちづくりはまちづくりは人人人人づくりづくりづくりづくり』について

厚岸町もどんどん人口が減少してきています。

さて、どうしてでしょう。若者の働く仕事がないのかな。まず、まちづくり

は人づくりからと私は考えます。

○学校教育について

（１）よい教職員を集めること（教育委員会）

・住み心地のよい教員住宅の改善

・釧路方面から車で通う先生、地域にじっくり根をおろし文化との交流

する機会が必要と思う。

（２）先生もピンからキリまでいます。よい先生を配置してください。

（３）翔洋高校 優秀な教職員を集める。

（４）本の森情報館、生涯学習課、翔洋高校の人づくりに更なる発展を期待す

る。

地域産業、豊かな資源を活用、付加価値をつけ製品づくりの出来る企業もあ

って、卒業する若者が就職できて、厚岸町で働ける。製品は、厚岸港から海外

に輸出する。そんな夢もあっていいかな。
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団体名 厚岸町文化協会厚岸町文化協会厚岸町文化協会厚岸町文化協会

『芸術芸術芸術芸術・・・・文化文化文化文化のののの地域連携地域連携地域連携地域連携』について

個人・団体で多くの文化・芸術活動が行われていますが、次代への継承（伝

承）に自分が学び、発表し、活用しても個々には限界があり、行政との連携が

必要と考える。

つながるということが大事。

広報活用の積極性。
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団体名 パークゴルフ協会パークゴルフ協会パークゴルフ協会パークゴルフ協会

『スポーツスポーツスポーツスポーツ施設施設施設施設のののの充実充実充実充実・・・・新設新設新設新設』について

医療の進歩・充実により人間の寿命は、年々伸びてきておりますが、いかに

健康で長生きをして寿命を全うするかが大切だと考えております。健康で長生

きすることは、医療費・介護費の軽減にもつながり、子や孫への介護負担の改

善にもつながります。健康寿命をいかに延ばすかが需要と考えます。

そこで、高齢者が気軽に楽しめるスポーツ施設、例えば【パークゴルフ場・

トレーニング・スポーツジム・健康広場・街中カフェ・その他】の充実・新設

が必要と考えます。少額の利用料負担は利用者も理解を頂けると思います。

勿論、子供の福祉・教育は第一と考えております。
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団体名 厚岸町体育協会厚岸町体育協会厚岸町体育協会厚岸町体育協会

『スポーツスポーツスポーツスポーツ施設施設施設施設のののの整備整備整備整備・・・・充実充実充実充実』について

厚岸がどんなまちであれば良いかと問われれば、それは町民が健康で溌剌と

している、そんなまちであって欲しいと願っております。

厚岸町体育協会では、スポーツが健康的な生活を送る上で欠かせないもので

あるとの信念のもと、スポーツ活動の支援に努めて参りました。

支援の成果は、厚岸町出身者のスポーツでの活躍（佐藤綾乃選手・北海高校

野球部）を通じて町民に活力と感動を与えてくれました。

一方で、活躍した選手の多くは、活動の舞台を町外へと移しており、普段厚

岸町民がその姿を見ることは出来ません。

残念なことに厚岸町内では、練習を続けることが難しく、それはスポーツ施

設に課題があるからです。

厚岸町の施設の多くは、昭和～平成のバブル期に建設されたものが多く、既

に３０年を経過しようとしております。老朽化や時代にそぐわない設備、また

種目嗜好の変化により遊休化した施設などが目につきます。

厚岸町体育協会は、町民のスポーツに向ける関心と意欲を高揚させるために

は、施設の整備・充実が不可欠であると考えます。

そのシンボルとしての総合体育館の建設をはじめ、既存各施設のリニューア

ルを提言いたします。総合体育館は厚岸町のスポーツの基地として、大会や合

宿の誘致を行い、町民がより高いレベルのスポーツに親しむことが出来るよう

努力すべきです。既存施設は各種目団体の意見を踏まえ、使いやすいように整

備を続けてください。

町民がスポーツを通じて健康な生活を続けることができれば、医療費の抑制

を図ることもでき、町財政にも貢献できると信じております。

是非、スポーツ施設の整備・充実を、これからのまちづくりの柱に据えて欲

しいと考えております。よろしくお願い申し上げます。
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団体名 厚岸陸上スポーツ少年団厚岸陸上スポーツ少年団厚岸陸上スポーツ少年団厚岸陸上スポーツ少年団

『スケートリンクスケートリンクスケートリンクスケートリンク場場場場のののの夏季夏季夏季夏季のののの利用利用利用利用』について

スケートリンク場は夏季の利用方法がなく、代用として利用するには余りに

も整備がされていないのが現実です。多少の整備を加えることにより、夏季は

陸上スポーツやサッカーの練習場所に利用が可能となります。

スピードスケートオリンピック選手の佐藤綾乃さんも中学時代は陸上部に所

属し、夏季の体力作りに励んでいたこともあり、夏季のスポーツする場所の起

点となると思う。

夜間照明や駐車場、トイレも完備され、周りにはランニングコースもあり、

スケートリンク場を整備することにより、町民のスポーツ意識も高まるはずで

す。他の市町村を見ても、スケートリンク場を夏季のスポーツをする場所とし

て利用している例も無く、新たな厚岸町として、スポーツの町として、他の市

町村のモデルとなり、アピールする場所にもなると思います。
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団体名 厚岸レッドブリッジスポーツ少年団厚岸レッドブリッジスポーツ少年団厚岸レッドブリッジスポーツ少年団厚岸レッドブリッジスポーツ少年団

『グラウンドのグラウンドのグラウンドのグラウンドの整備整備整備整備』について

厚岸レッドブリッジでは、現在厚岸小学校で練習を行っていますが、練習中

のスライディング、バッティング、ダッシュ等により、所々陥没の状態にあり

ます。

このままでは、子供達のケガにつながってくるので、できればマウンド等の

砂の補充を希望します。
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団体名 太田スポーツ少年団太田スポーツ少年団太田スポーツ少年団太田スポーツ少年団

特にありません。いつもありがとうございます。
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団体名 真龍ミニバスケットボール女子真龍ミニバスケットボール女子真龍ミニバスケットボール女子真龍ミニバスケットボール女子
スポーツ少年団スポーツ少年団スポーツ少年団スポーツ少年団

『未来未来未来未来のののの少年団活動少年団活動少年団活動少年団活動』について

今、子供達のスポーツに対する関心というものが、なくなっている気がしま

す。私の小学生の頃は部活として活動をしていて、働いている親でも、気軽に

いれた時代でした。現代は、親が動かないとできない。子供がやりたくても、

親の権限でやらせないという形が見受けられます。何か、スポーツをしていれ

ば、規則、礼儀など自然に身につくと思います。ただ、試合など遠征など、遠

出の時は、自家用車で子供達を乗り合わせ、連れていく…。そう考えるだけで

お金の問題もでてきます。母子家庭など特にそうで、やらせたくてもやらせて

あげられないという声も聞こえてきます。少年団で活動する親の負担を少しで

もなくすために、活動費など援助があれば、人が増えるのではないのでしょう

か。

あと、Ｂ＆Ｇの室内も、もっといろんなスポーツができるように、設備をし

っかりしてほしいです！！カーテンをつける、バスケットボードを新しくする

など、いろいろあります。いろんなスポーツを、子供達に教えて、楽しませた

いです。
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団体名 釧路東部消防組合 厚岸消防団釧路東部消防組合 厚岸消防団釧路東部消防組合 厚岸消防団釧路東部消防組合 厚岸消防団

『防災防災防災防災まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり』について

災害に強い地域社会の形成に向けた取り組みを実施していく。

災害とは、地震・火災爆発・豪雨・豪雪などの自然現象を誘因として発生す

る被害を、できるだけ小さくするように厚岸町と町民が一体となって災害に強

いまちを作っていく。

さらに減災を考える。

災害の被害を０にすることを前提として万遍なく防災対策を施すのではな

く、阪神淡路大震災や東日本大震災のような想定をはるかに超える災害が発生

した場合、対応ができない。被害が出ることを想定、被災を覚悟した上で、最

も被害が想定される部分に対して集中的に対策をとること。

また、協働も必要である。

災害の被害を最小化させるため、町政だけの取り組みでは不十分であり、町

民や企業との連携が必要である。また、協働して防災まちづくりを推進してい

くため、町民の防災意識の向上と町民との交流を深めることが必要である。

今後の課題として、建物の耐震化、道路の拡張、医療・福祉・役場・避難所

・備蓄などの機能を有する公共施設を集中立地し、相互の連携により被災時に

おける最低限の機能を維持できる区画。

大規模な災害が発生した場合、被災地において救援・救護などの災害応急活

動の拠点。的確な情報提供、災害対策の体制構築、救援救助や応急復旧活動、

負傷者などの安全な受け入れ、医療支援、復旧活動の中心となる災害拠点とし

て役場・消防署・警察署・病院・学校・大規模な公園などを整備。

結論として自助・共助・公助できる体制作りが必要と感じております。
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団体名 北海道釧路総合振興局森林室北海道釧路総合振興局森林室北海道釧路総合振興局森林室北海道釧路総合振興局森林室

『森林環境譲与税森林環境譲与税森林環境譲与税森林環境譲与税をををを活用活用活用活用したしたしたした森林整備森林整備森林整備森林整備のののの推進推進推進推進などなどなどなど』について

○森林環境譲与税を活用した森林整備の推進

平成３１年度から森林環境譲与税と新たな森林管理制度がスタートする。

森林環境譲与税は、これまでの施策では行われなかった森林の整備を進め

るために、新たに国民に税負担を求めるもので、既存の林務関係予算を減額

することなく、譲与税を上乗せした形で予算を確保し、国の予算事業と譲与

税の両方で、森林整備を一層推進する施策の検討を願いたい。

○教育関係機関と連携した「将来の厚岸を担う人材」の育成

農林水産業が盛んな厚岸町の特性を活かし、漁業や農業、林業などの基幹

産業や関連産業、地域資源や観光など、地域に関する理解を深め、将来地域

の産業を下支えする人材（町民）を教育関係機関と連携して育成することが、

これまで以上に必要になってくることから、町民の森植樹祭実施箇所、町有

林、学校林などをフィールドとした木育や育樹活動を通じ、森林から海まで

の水資源など環境教育を推進することについて、町教育委員会など教育関係

機関と連携して取り組むことを検討願いたい。

○関係者の連携による安全で安心な町づくり

厚岸町においても、大規模な自然災害が発生した場合、町や関係機関、町

民などが取るべき行動を事前に決めておく防災行動計画（タイムライン）を

作成し、住民などの避難を迅速に行い、住民や観光客に対する災害情報の伝

達や避難誘導体制の整備を進め、安全安心な生活の基礎となる災害に強い町

づくりを推進することが大切である。

○「進行管理」に関する記載

これまでの町の総合計画においては、趣旨や期間に関する記載はあるが、

進行管理に関する記載がない。『新たな総合計画』を町民に「分かりやすい

計画」とするためには、指標の明示や進行管理に関する記載は有効である。
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団体名 厚岸警察署厚岸警察署厚岸警察署厚岸警察署

『交通安全交通安全交通安全交通安全・・・・防犯防犯防犯防犯』について

○交通事故のない安全・安心なまちづくり

今後、厚岸町は更に高齢化が進むとみられるため、町内の道路について、

・歩道車の完全分離

・歩道の平坦化と歩車道接続部の段差解消（バリアフリー化）

・歩行者用信号機の更なる設置と、視覚障害者用信号装置の設置

など、ハード面（町の構造）を高齢者に優しい町に近づけていくとともに、

・高齢者及びドライバーに対する交通安全教育

を推進し、ソフト面でも熟成を図る。

○犯罪のない安全・安心なまちづくり

犯罪のない明るく住みよいまちづくりのため、

・通学路等における、死角になる場所や人の視線がない場所の減少

・上記の場所のほか、幹線道路等における防犯カメラの設置

など、ハード面の整備のほか、

・官民共同による啓発活動

・特殊詐欺被害の防止を主眼とした防犯講話活動

を強化し、ソフト面の充実を図る。
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団体名 北海道釧路建設管理部厚岸出張所北海道釧路建設管理部厚岸出張所北海道釧路建設管理部厚岸出張所北海道釧路建設管理部厚岸出張所

『津波防災津波防災津波防災津波防災まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの推進推進推進推進』について

太平洋沿岸の津波想定は、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき公

表される予定です。

今後、３０年以内に震度６弱以上の地震が発生する確率は、釧路が４７％か

ら６９％と大きく上昇しました。

ここ厚岸町においても、津波が発生した際、多くが浸水すると予想され、ま

た避難所まで遠い地域もあることなどから、津波防災拠点施設や津波避難タワ

ーの整備及び避難手段（バスなど）の構築など、更なる地震・津波対策が重要

と考えます。
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団体名 ＮＰＯ法人厚岸ネットＮＰＯ法人厚岸ネットＮＰＯ法人厚岸ネットＮＰＯ法人厚岸ネット
これからの町を語る会これからの町を語る会これからの町を語る会これからの町を語る会

『新新新新たなたなたなたな総合計画総合計画総合計画総合計画でででで一歩進一歩進一歩進一歩進んだまちづくりんだまちづくりんだまちづくりんだまちづくり』について

道東の未来は先ず厚岸町からとの思いで、次の提案をさせて頂きます。

２０１５年に国連で採択された１７の目標、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）

日本国としても取り組もうとしている。

道東に住む私達一人一人が自分達の住む土地や環境のためにできること、地

域社会をより良いものにするために、是非ＳＤＧｓの考え方を元として、この

町を持続可能な町づくりに挑戦していってほしいと思います。どこの町より住

みやすい環境整備をしていきましょう。
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団体名 厚岸を考える会「うるする」厚岸を考える会「うるする」厚岸を考える会「うるする」厚岸を考える会「うるする」

『災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時のののの対策対策対策対策』について

○ 以前にも提言した機会がありましたが、各家庭に設置されている防災無線

やＩＰ電話が事業所等は対象ではないということで設置していないのが殆ど

だと思います。災害は夜にだけ発生するとは限りません。日中は事業所で働

いている人が多いと思います。全額を町に負担せよとは申しません。

何らかの対応を望みます。

○ 町が指定している災害時の避難所について、ネットワーク環境の整備

（Ｗｉ－Ｆｉ設備）の対応を希望します。
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団体名 厚岸町花のあるまちづくり推進委員会厚岸町花のあるまちづくり推進委員会厚岸町花のあるまちづくり推進委員会厚岸町花のあるまちづくり推進委員会

『花花花花のあるまちづくりのあるまちづくりのあるまちづくりのあるまちづくり活動継続活動継続活動継続活動継続』について

私たち「花のあるまちづくり推進委員会」は、花と緑の豊かな潤いのあるま

ちづくりを担うことを目的として平成６年５月１０日に設立しました。設立以

来、各花壇の整備を進める中で花のあるまちづくり、ひとづくりをめざして活

動しています。

しかし、近年の高齢化は当団体も例外ではなく、体調不良等により実際に活

動出来る方が少なくなってきています。花の指導的立場であるフラワーマスタ

ーを増やそうと声をかけてはいるのですが、若い方は仕事についている方が多

く、特に男性は花に関する活動をする余裕が全くないように感じられます。

当団体に参加して共に活動していただける方が増えることが望ましいのです

が、活動に参加しなくても、自宅前のちょっとした空間演出などでまちの雰囲

気はだいぶ変わると思います。

まちづくりはひとづくり。まちもひとも余裕、豊かさを感じられるまちをめ

ざしていただきたいと思います。
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団体名 厚岸かぐら保存会厚岸かぐら保存会厚岸かぐら保存会厚岸かぐら保存会

『厚岸厚岸厚岸厚岸かぐらかぐらかぐらかぐら』について

厚岸かぐらは、数少ない郷土芸能の重要な演舞である。

現在は真龍小学校などで伝承されているが、社会人の若者や団体などに加わ

ってもらい、充実した伝承に拡大していきたい。そのためには、町の支援も欠

かせない。町職員の有志にも加入していただき、演舞が出演する場、回数も増

やしたい。厚岸かぐらの装備も充実させたい。そのためには、財源が絶対必要

であるので、支援の増額をお願いしたい。出演個人の出演料も出費したい。

厚岸かぐらの原形には漫才が演じられ、古老から大変面白かったと聞いたの

で、是非復活させ、皆が一層楽しめる演目にし、厚岸町こぞって支援していた

だける厚岸かぐらにして伝承していきたい。
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第６期厚岸町総合計画策定のための 一団体一提言一団体一提言一団体一提言一団体一提言一団体一提言一団体一提言一団体一提言一団体一提言

平成３１年２月

厚岸町総合計画策定委員会

（まちづくり推進課 企画調整係）


