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平成平成平成平成 29292929 年年年年度度度度    市町村職員道市町村職員道市町村職員道市町村職員道内内内内先進事例研修の概要先進事例研修の概要先進事例研修の概要先進事例研修の概要    

    

１１１１    目目目目    的的的的    

   個性豊かな地域づくりや行政課題の解決等に向けた取組を行っている道内市町村等の先進事例

を学ぶとともに、訪問先や地域リーダーとの交流を通じて、分権型社会における市町村職員の資

質向上や人材の育成を図り、活力ある地域づくりの推進に資することを目的とする。    

    

２２２２    日日日日    程程程程    

平成 29 年 10 月 30 日（月）～11 月 1 日（水） 3 日間  

 

平成平成平成平成 29292929 年度市町村職員道外先進事例研修年度市町村職員道外先進事例研修年度市町村職員道外先進事例研修年度市町村職員道外先進事例研修    行程行程行程行程    

 （本図は「電子国土 Web」のデータを使用しています） 

 

３３３３    対象者及び人員対象者及び人員対象者及び人員対象者及び人員    

市町村の一般職員（対象職員：原則、５年以上の勤務経験（民間企業等での勤務経験（前歴換

算）を含む）を有する 35 歳以下の職員）とし、研修人員は 20 名程度とする。 

    

    

    

    

    

    

    



- 2 - 
 

３３３３    研修先及び研修先及び研修先及び研修先及び研修テーマ研修テーマ研修テーマ研修テーマ    

 〈研修〈研修〈研修〈研修１１１１〉〉〉〉芽室芽室芽室芽室町町町町    

     (1)(1)(1)(1)    テーマテーマテーマテーマ    

     「芽室町発達支援システムと農福連携の取組について」 

  (2)(2)(2)(2)    日時日時日時日時    

                    平成 29 年 10 月 30 日（月）15：00～17：00 

     平成 29 年 10 月 31 日（火）9：30～10：50 

  (3)(3)(3)(3)    場所場所場所場所    

                    ◆座学：芽室町保健福祉センター（河西郡芽室町東２条２丁目 14） 

     ◆見学：株式会社九神ファームめむろ（河西郡芽室町中美生２線） 

  (4)(4)(4)(4)    講師等講師等講師等講師等    

                    芽室保健福祉課長：有澤 勝昭 氏 

芽室町保健福祉課係長：吉川 泰子 氏 

芽室町子育て支援課係長：清末 有二 氏 

芽室町企画財政課企画調整係長：中 村 宗 紀 

株式会社九神ファームめむろ 特定非営利活動法人プロジェクトめむろ：古御堂 由香 氏 

  (5)(5)(5)(5)    研修先の概要研修先の概要研修先の概要研修先の概要    

            アアアア    人口人口人口人口    

              18,731 人／7,894 世帯（平成 30 年１月末現在） 

            イイイイ    取組の概要取組の概要取組の概要取組の概要    

     芽室町は、平成 21 年度に発達支援を要する人たちの乳幼児期から学齢期、就労期まで一

貫性と継続性のある支援を構築する「つなぎ」の仕組みである「発達支援システム」の運用

をスタートした。その中で、障害の早期発見から療育、日中活動の場やグループホーム等の

整備による生活支援、そして、雇用の場の確保といった就労支援を庁内の福祉、商工、教育

部門の関係課が連携して取り組んできた。 

     雇用の場の確保については、平成 24 年度に基幹産業である農業を事業とする新たな福祉

就労事業所の誘致に取り組み、平成 25 年４月には、道外企業３社の出資による「株式会社

九神ファームめむろ」が開設した。同社は就労継続支援Ａ型事業所の指定を受け、農業と農

産物の一次加工を事業とし、現在約 20 人の障害者と雇用契約を結んでいる。障害者は仕事

を通じて能力向上を図りながら一般就労を目指している。 

    

    〈研修〈研修〈研修〈研修２２２２〉〉〉〉大樹町大樹町大樹町大樹町    

  (1)(1)(1)(1)    テーマテーマテーマテーマ    

     「航空宇宙の取組と宇宙のまちづくりについて」 

  (2)(2)(2)(2)    日時日時日時日時    

     平成 29 年 10 月 31 日（火）13：25～16：00 

  (3)(3)(3)(3)    場所場所場所場所    

                    ◆座学：大樹町宇宙交流センターＳＯＲＡ（広尾郡大樹町字美成 170−1） 

     ◆見学：ＪＡＸＡ大樹航空宇宙実験場（広尾郡大樹町字美成 170−1） 

         インターステラテクノロジズ株式会社（広尾郡大樹町字芽武 690 番地 4） 

  (4)(4)(4)(4)    講師講師講師講師等等等等    

     大樹町副町長：布目 幹雄 氏 

     大樹町企画商工課航空宇宙推進室推進係長：菅 浩也 氏 

     インターステラテクノロジズ株式会社 エンジニア：堀尾 宗平 氏 
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  (5)(5)(5)(5)    研修先の概要研修先の概要研修先の概要研修先の概要    

            アアアア    人口人口人口人口        

                    ５,６３９人／２,６９７世帯（平成３０年１月末現在） 

            イイイイ    取組の概要取組の概要取組の概要取組の概要    

                    昭和５９年に北海道東北開発公庫（現日本政策投資銀行）が「北海道大規模航空宇宙基地

構想」を発表。昭和６２年に北海道新長期総合計画のプロジェクトの一つに「北海道航空宇

宙産業基地構想」が盛り込まれ、大樹町が候補地となった。昭和６３年には、宇宙の町へ向

け「大樹スペース研究会」が設立され、以来、大樹町は官民一体となって「宇宙のまちづく

り」を進めている。 

     大樹町では、平成７年に「大樹町多目的航空公園」が美成地区に竣工し、航空宇宙産業基

地構想実現への第一歩を踏み出している。平成２０年にはＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）

と連携協力協定を締結した。平成２６年、展示等を兼ね備えた宇宙交流センターＳＯＲＡが

航空公園内にオープンして、各種宇宙関連事業の拠点として活用されている。同公園では、

ＪＡＸＡをはじめとして、民間企業や大学等により様々な実験が行われており、今年７月に

はインターステラテクノロジズ社による観測ロケット「ＭＯＭＯ（もも）」が打ち上げられて

いる。また、町内外において航空宇宙に関連したさまざまな取組が行われている。 

 

    〈研修〈研修〈研修〈研修３３３３〉〉〉〉浦河町浦河町浦河町浦河町    

  (1)(1)(1)(1)    テーマテーマテーマテーマ    

                    「ちょっと暮らし、移住・二地域居住の取組について」 

  (2)(2)(2)(2)    日時日時日時日時    

     平成 29 年 11 月１日（水）9：00～10：55 

  (3)(3)(3)(3)    場所場所場所場所    

     ◆座学：浦河町役場２階集団指導室（浦河郡浦河町築地 1 丁目 3 番 1 号） 

     ◆見学：生活体験住宅民間Ｆ「ぬくもり体験住宅」（浦河郡浦河町荻伏町 486-9） 

  (4)(4)(4)(4)    講師等講師等講師等講師等    

                浦河町副町長：山根 博範 氏 

    浦河町商工観光課移住交流推進室長：吉田 正明 氏 

    浦河町商工観光課移住交流推進室主査：荒木 麻里 氏 

  (5)(5)(5)(5)    研修先の概要研修先の概要研修先の概要研修先の概要    

            アアアア    人口人口人口人口        

                    12,603 人／6,760 世帯（平成 30 年１月末現在） 

            イイイイ    取組の概要取組の概要取組の概要取組の概要    

     浦河町は、人口減少等で疲弊する町の活性化を目的に、平成 17 年度より移住ワンストッ

プ窓口を設置し、18 年度から、移住希望者がお試しで生活を体験することができる「うら

かわ生活体験事業」（ちょっと暮らし事業）を中心に、移住交流の促進に取り組んできた。 

     北海道が毎年発表している北海道体験移住「ちょっと暮らし」の実績では、５年連続で滞

在日数は２位（町村では１位）、利用者数も４位以内に推移し、体験先としての人気は高く、

体験を経て完全移住した人も 58 人に上る。 

     町は、東名阪でのプロモーションによるＰＲ活動や、移住者等をサポートする町民ボラン

ティア「うらかわ暮らし案内人登録制度」「うらかわ生活体験住宅確保事業（空き家リフォー

ム補助金）」等により、官民協働で受入体制を強化している。さらに、完全移住・二地域居住

者の増加を図るため、「空き家バンク」の充実や、職業体験を盛り込んだ移住体験モニターも

実施している。 
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兼社会福祉係 ①
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向 山 正 則 上富良野町 主査 教育振興課学校教育班 ②
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教育委員会生涯学習課

海事記念館管理係 ②
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係兼北方領土対策係 ②

松 浦 純
北海道市町村

振興協会
主査 事業推進担当

古 一 直 喜
北海道市町村

振興協会
主査

事業推進担当
（福島町派遣）
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〈〈〈〈    研修研修研修研修１１１１    〉〉〉〉    
 

芽室町発達支援芽室町発達支援芽室町発達支援芽室町発達支援システムとシステムとシステムとシステムと農福連携農福連携農福連携農福連携のののの取組取組取組取組についてについてについてについて    

――――芽室芽室芽室芽室町町町町のののの事例事例事例事例からからからから――――    

 

佐々木 健 司 新篠津村産業建設課農業振興係 

横 山 史 織 島牧村総務課総務係 

蛯 名 大 介 寿都町町民課健康づくり係兼社会福祉係 

                 田 中 拓 弥 伊達市経済環境部農務課農地再編推進室農地再編係 

大 甕 翔 太 滝上町住民生活課税務第二係 

井 出 英 行 本別町農林課 

 

１１１１ 芽室芽室芽室芽室町町町町のののの概要概要概要概要    

  芽室町は十勝管内のほぼ中央に位置しており、１市４町に隣接している。面積は 513.76ｋ㎡を有

しています。南北に 35.4km 東西に 22.6km の広がりがあり、南は帯広市、北は清水町、音更町、

鹿追町、西は日高町に隣接しており、近年は、帯広市のベッドタウンとして発展しています。平成

29 年９月末の住民基本台帳によると、人口 18，760 人、世帯数 7，870 世帯となっています。 

  芽室町の産業を平成 22 年の就業者数でみると、第 1 次産業 2,326 人（24.7%）第 2 次産業 1,591

人（16.9%）第 3 次産業 5,189 人（55.0%）となっています。町の主な産業は農業であり、平成 27

年農林水産統計によると、農家戸数 589戸、経営耕地面積 20,108ha １戸当たり耕地面積 33.8 ha、

農業粗生産額（平成 27 年）29,658 百万円となっており、馬鈴薯、小麦、小豆、甜菜、スイートコ

ーンが特産品となっており、特にスイートコーンの作付面積・収穫量は全国１位を誇っています。 

（寿都町 蛯名 大介） 

    

２２２２ 芽室町の発達支援システムの概要について芽室町の発達支援システムの概要について芽室町の発達支援システムの概要について芽室町の発達支援システムの概要について    

  「発達支援システム」とは、発達支援を必要とする方に、乳幼児から就労期まで一貫性と継続性

のある支援を構築する「つなぎ」の仕組みのことで、芽室町では平成 21 年度より取組を始めてい

ます。具体的な取組としては、地域の方々に発達障

害に対する正しい知識を身に着けてもらうため、

町広報紙へのコラムの掲載や講演会を開催してい

るほか、関係機関の連携を図ることや、専門的な検

査・相談をタイムリーに受けられるよう、臨床心理

士の資格を持っている「発達心理相談員」や特別支

援教育に精通した現職教諭を「地域コーディネー

ター」として子育て支援課に配置しています。 

  また、母子手帳を補完するため、子どもに関すさ

まざまな情報を書き込むことができる子育てサポ

ートファイル「めむたっち」を全戸に配布し、必要

な情報を必要な時に必要な方へ引き継ぐことを可能にしました（作成は任意）。 

  このほか、就労期には「障害者就労体験・職場実習事業」を実施しています。「障害者就労体験」

は、広報紙の発送業務を体験してもらうのもので、年齢制限はなく、支援員の同行が可能となって

芽室町保健福祉センターでの座学① 



- 7 - 
 

おり、平成 27 年度は９名の申し込みがありました。また、「職場実習事業」は、広報紙の発送業務

のほか、事務軽作業や公共施設の清掃を行うもので、年齢要件は 18 歳以上となっており、支援員

の同行はできないものの、平成 27 年度は 10 名の申し込みがあるなど、障害者の一般就労に対する

大きな役割を担っています。 

  芽室町では、本システムの運用により、保健・保育・教育・福祉・医療・就労等の関係機関や外

部機関の協力を仰ぐことで「横の連携」による支援が提供可能とするとともに、就学前から学齢期、

就労期に至るまで、ライフステージをまたぐ「縦の連携」による支援も提供可能となりました。 

（伊達市 田中 拓弥） 

 

３３３３    芽室町発達支援システムの効果について芽室町発達支援システムの効果について芽室町発達支援システムの効果について芽室町発達支援システムの効果について    

  芽室町発達支援システムは、発達支援を必要とする方に、乳幼児から就労期まで一貫性と継続性

のある支援を構築する「つなぎ」の仕組みのことで、以下の二つの方向性があります。 

 

  １：保険・保育・教育・福祉・医療・就労の関係機関間、または外部機関協力を仰ぐ「横の連携」 

  ２：就学前から学齢期、さらには就労に至るまで、ライフステージをまたぐ「縦の連携」 

 

  「横の連携」による支援の一貫性と、「縦の連携」による支援の継続性をそれぞれ提供しており、

また、それぞれの連携を円滑に行い、発達支援を必要とする方がそれぞれのライフステージにおい

て必要な支援がスムーズに受けられるよう、以下の取組を行っています。 

 

    (1)(1)(1)(1)    地域コーディネーターの配置地域コーディネーターの配置地域コーディネーターの配置地域コーディネーターの配置    

   町内小学校からの割愛人事により、特別支援

教育に精通した現職教員を芽室町子育て支援課

にしています。個別支援計画作成に係る庶務、相

談、研修や幼稚園保育所から高等学校との相談、

役場内で関係課との連絡調整などを担い、支援

拡充や横断的な連携の強化につなげています。 

 (2)(2)(2)(2)    発達心理相談員の配置発達心理相談員の配置発達心理相談員の配置発達心理相談員の配置    

   臨床心理士資格を持った、専門的学識に基づ

く心理判定業務員を配置しています。身近で専

門的な相談、検査を受けることができ、相談や検

査後も本人や保護者に関わったり、幼稚園保育所や学校などへの巡回相談を行ったりすることで

継続的な専門相談が可能となっています。 

 (3)(3)(3)(3)    子育てサポートファイル「めむたっち」の全戸配布子育てサポートファイル「めむたっち」の全戸配布子育てサポートファイル「めむたっち」の全戸配布子育てサポートファイル「めむたっち」の全戸配布    

   母子健康手帳を補完する内容として、ライフステージごとの記録、医療や相談の記録などを書

込み、ファイルにするもので、母子健康手帳の配布と合わせて全ての子どもに配布しています。

発達支援を必要とする子どもにとっては、各関係機関へ情報をすぐに提供できるツールとなって

おり、全ての保護者にとって、子どもの成長記録などを見返しながら育児を楽しむツールとなっ

ています。上記の取組以外にも、発達障害の早期発見に向けた取組や障害者の働く場の確保、各

取組に必要な条例の整備などを行いながら、すべての人を自立させ、活躍の場や役割を持たせる

ことを目標とし、包括的な成果を目指す芽室町発達支援システムを運用しています。 

（本別町 井出 英行） 

 

 

芽室町保健福祉センターでの座学② 
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４４４４    九神ファームめむろの概要について九神ファームめむろの概要について九神ファームめむろの概要について九神ファームめむろの概要について    

  芽室町は、乳幼児期から成人期までライフステージに応じた一貫性・継続性のある支援を進める

ため、平成 21 年から独自の「発達支援システム」を運用しています。また、「誰もが当たり前に働

いて生きていける町、仕組み」を目指し始まった「プロジェクトめむろ」があり、その中核事業と

して「九神ファームめむろ」による取組があります。 

  就労継続支援Ａ型事業である「九神ファームめ

むろ」は、平成 25 年に設立された株式会社九神フ

ァームめむろが運営しており、全体で 19 名が働い

ています。知的障害のある従業員が 17 名、精神障

害のある従業員が２名で、事業者と障害者が雇用

契約を結んだ上で、就労の機会を提供し、仕事を通

じて能力向上を図りながら一般就労を目指してい

ます。給与月額は約 11 万円と、同様の事業所の中

では、十勝管内で最も高い水準です。従業員は旅行

積立を行っており、旅行を楽しみにしています。 

  今回、施設を見学した嵐山工場では、町の仲介に

より、町内の農業者から３ha の農地を借り、ジャガイモ、カボチャ、小豆きなどを生産し、工場で

加工を行い、全量をクックチャム（障害者雇用の実績のある会社）に惣菜の材料として販売してい

ます。工場内では、ジャガイモの皮むき、芽の取り除き、カット、洗浄などを行い、そこで働いて

いる方々は皆、責任を以て楽しく仕事を行っています。農地では、高齢の農業者が農業サポーター

として指導しています。自前の農地で生産した野菜だけで間に合わない場合は、ＪＡめむろから規

格外品を安価で買い取り、加工しています。「九神ファームめむろ」は、販路開拓を先に行い、売れ

るものを作ることで、安定した経営につなげ、障害者の安定的かつ継続的な雇用につなげています。 

  「九神ファームめむろ」が目指す一つのゴールは、「九神ファームめむろ」での就労を経て、一般

企業に就労することであり、「九神ファームめむろ」の事業である、「ばぁばのお昼ごはん」という

外食事業や、今回の研修でも宿泊した、国民宿舎新嵐山荘と連携した就労キャリア事業により、調

理、接客やベッドメイキングを経験しながら、一般就労を目指しています。（島牧村 横山 史織） 

    

５５５５    農福連携による雇用の場の確保とその効果農福連携による雇用の場の確保とその効果農福連携による雇用の場の確保とその効果農福連携による雇用の場の確保とその効果    

  平成 24 年度に芽室町の期間産業である農業を事業とする、新たな福祉就労事業所の誘致に取り

組み、平成 25 年４月には、町の強い熱意に応え、道外企業３社（株式会社クック・チャム等）の出

資により「株式会社九神ファームめむろ」が開設されました。また、同社は就労継続支援Ａ型事業

所の指定を受け、農業と農作物の一次加工を事業として障害者と雇用契約を結んでいます。仕事を

通じて、能力向上を図りながら一般就労を目指しています。 

 

 (1)(1)(1)(1)    九神ファームめむろ設立の経緯・取組九神ファームめむろ設立の経緯・取組九神ファームめむろ設立の経緯・取組九神ファームめむろ設立の経緯・取組    

   平成 24 年に「誰もが当たり前に働いて生きていける町、仕組み」を目指し、出資企業社に対し

て、雇用をする全ての障害のある従業員が、最低賃金以上で常に働くことができる、事業案等の

プレゼンテーションをした結果、町の熱い構想に応えた出資企業による法人設立へと進みました。

株式会社九神ファームめむろの事務所は、休所中の保育所を借りており、加工場は民間の空き店

舗（旧焼肉店）を借りています。また、農産物の生産のための農地は農業者さんから３ha を借り

ています。平成 25 年４月に株式会社九神ファームめむろとして本格稼働し、障害者９名、職員

３名、農業指導員３名（60 代・70 代の農業経験者）によって事業を開始しました。 

    

九神ファームめむろの施設見学② 
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    (2)(2)(2)(2)    就労継続支就労継続支就労継続支就労継続支援Ａ型事業所の認定援Ａ型事業所の認定援Ａ型事業所の認定援Ａ型事業所の認定    

   平成 25 年に、雇用契約を結び、社会保険加入義務とし、仕事を提供する事業所としての「就労

継続Ａ型事業所」の認定を受けました。（障害者自立支援法に基づく事業所登録による） 

    (3)(3)(3)(3)    九神ファームめむろの業務内容九神ファームめむろの業務内容九神ファームめむろの業務内容九神ファームめむろの業務内容    

  アアアア 農産物の生産（ジャガイモ、小豆、カボチャなど）を自社農園で農業経験者の指導の下、農

作業をしています。 

  イイイイ 加工場にて、自社農園の農産物とＪＡめむろから規格外品を安価で買い取った農産物を、一

次加工しています。 

   ※今回、施設を見学した嵐山工場では、見学前に当初の業務を覚える段階での、障害者がピー

ラーを使用し、ジャガイモの皮むきや、作業工程を覚えるのに相当な苦戦をしていましたと聞

かされていましたが、実際に加工場にて見学をした際は、もの凄い速さで皮むきをし、テキパ

キと作業している姿をみて驚くばかりでした。 

  ウウウウ 一次加工をした、ジャガイモの真空パック製品等を各出資企業へ販売しています。障害のあ

る従業員を見て、働く上での経験や努力を、障害があるから「やらせない」ではなく、無理を

してでも、させるからこそ、時間をかけるからこそ、障害者でもできないことをできるように

一歩一歩、働く人になっていく、自立した働きマンへと成長しているのではないかと感じまし

た。こうした業務内容により、年間を通じて就業時間を確保するとともに、安定した賃金を従

業員に支給しています。 

    (4)(4)(4)(4)    農福連携による効果農福連携による効果農福連携による効果農福連携による効果    

   農福連携の取組が始まる以前、障害者が作業

所や日中活動の場で「働いて生きていく」上で

は、自立可能な収入を得て働くことで得られる

達成感、誰かのためにやっているという充実感

を得ることは難しい状況にありました。芽室町

はその状況を変えるため、乳幼児期から成人期

までのライフステージに応じた一貫性・継続性

のある支援を進めるための「発達支援システム」

の運用を開始しました。さらに「誰もが当たり前

に働いて生きていける町、仕組み」を目指して

スタートした「プロジェクトめむろ」の発足を

経て、雇用の場の確保と平均月給 11 万と道内でも有数の高賃金を実現し、障害者が働きながら

経験を積み、自立した一般就労を目指していくことができる環境となりました。「九神ファームめ

むろ」の嵐山工場が稼動してから、１年間で４人が一般就労を達成しました。 

   一般就労先は、町役場や国民宿舎、スーパーなど多岐にわたります。「九神ファームめむろ」の

取組が町内に知れわたり、企業などが障害者雇用に前向きになったことが要因になっています。 

   現在の「九神ファームめむろ」は、１カ月の加工品製造量を当初の５t から 10t に倍増させる

とともに、出資する惣菜チェーン店「クック・チャム」は、来年には帯広にも出店するなど、経

済効果の拡大も果たしています。 

   今後も基幹産業である農業分野を含めて、雇用の受け皿を広げることで、「誰もが社会的に自立

した生活」を実現できるよう、芽室町として取組を進めています。また、町外の障害者も「働き

手」として町に呼び込み、移住・定住人口の増、交流人口の増を図っています。 

（滝上町 大甕 翔太）  

    

    

「九神ファームめむろ」の施設見学③ 
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６６６６    まとめ・今後の展望まとめ・今後の展望まとめ・今後の展望まとめ・今後の展望    

 

 (1)(1)(1)(1)    発達支援システム発達支援システム発達支援システム発達支援システム    

   「発達支援システム」は平成 21 年度、芽室町で発達支援を必要とする方に、乳幼児から就労期

まで一貫性と継続性のある支援を構築する「つなぎ」をベースに取組が始まりました。現在に至

るまでに地域コーディネーターの配置や発達心理相談員の配置など、さまざま取組により、発達

支援を必要とする方が、それぞれのライフステージにおいて必要な支援がスムーズに受けられる

ようになっています。 

   新たな取組として平成 29 年度から、医療的ケア児童支援事業が始まりました。常時医療ケア

が必要な児童に対して、看護師を派遣する事業として、民間保育所などに看護師を配置していま

す。また、要綱などの文言を改正することにより、幅広いケアが可能となるようにしています。 

   その他にも「子育ての木委員会子どもの貧困対策部会」などによる、子どもの貧困対策などの

取組も始まっています。今までの活動を継続しつつ、新たな問題に対しても対策を取っていくこ

とで、今後さらに多くの人が自立し、活躍の場や役割が持てる社会が実現されていきます。 

 (2)(2)(2)(2)    九神ファームめむろ九神ファームめむろ九神ファームめむろ九神ファームめむろ    

   「九神ファームめむろ」は、就労継続支援Ａ型

事業所として、平成 25 年から株式会社九神ファ

ームめむろが事業を運営しています。現在、従

業員は全員で 19 名が在籍しており、月々の給与

は 11 万円前後と、かなりの高水準となっていま

す。主な業務内容として、自社農園で栽培した

農作物やＪＡめむろで規格外品となった農作物

の１次加工品の販売を行っています。 

   また、働きながら一般就労を目指しており、

外食事業を行っている「ばぁばのお昼ごはん」

や国民宿舎新嵐山荘と連携した就労キャリア事

業にも取り組んでいます。 

   このような取組により、障害者の経済的自立を実現するとともに、社会との関わりが持てる環

境が整いつつあります。例えば、今まで障害が原因で不登校になっていた方が、働くことで周囲

とのコミュニケーション能力を高め、現在では立派な正社員として働いています。 

   今後もこのような事業を継続していくため「九神ファームめむろ」では、新たにゴボウや大豆

などの惣菜加工にも取り組み始めています。事業所として今後、さらなる成長を遂げるには、さ

まざまな野菜の加工品や新規事業に取り組んでいく必要があります。簡単なことではありません

が、このような取組が実現していくことで、障害者の方の収入アップにつながると同時に、さら

なる障害者雇用の受け皿拡大につながっていくことが期待されています。 

（新篠津村 佐々木 健司） 

 

７７７７    芽室芽室芽室芽室町町町町でのでのでのでの研修研修研修研修をををを通通通通じてじてじてじて――――感想感想感想感想――――    

    ((((1111))))    新篠津村新篠津村新篠津村新篠津村    佐々木佐々木佐々木佐々木    健司健司健司健司    

    芽室町では、乳幼児期から学齢期、就労期まで一貫性と継続性のある発達支援システムの活用

に取り組んでおり、子育てをする中では非常に安心できる環境だと思いました。取組の中では、

庁内の関係課が連携し、各分野を機能的につなぐことで、きめ細かいフォローが可能となってい

ました。また、「めむたっち」等のツールを活用することで、必要な時に必要な情報をタイムリ

ーに知ることができ、活動する中でもさまざまな工夫がされていると感じました。 

「九神ファームめむろ」の施設見学④ 
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    雇用の確保という点においては、基幹産業である農業を事業とする株式会社九神ファームめ

むろが、障害者の活躍の場を広げるさまざまな取組をしていました。立ち上げ時に〈障害者 1人

が月 10万円以上稼ぐにはどうするか〉をテーマの一つとし、単に障害者が働く場を作るだけで

はなく、十分な収入を得るところまで考えられており、より障害者の自立を考えた取組であると

感じました。一般就労へ向けた支援も進めることで、いろいろな場で働くことが可能になってい

ることは、障害者の生きがいや目標になっていると思いました。 

    新篠津村には、福祉関連の事業所が３カ所と養護高等学校が１校あり、福祉に力を入れていま

す。しかしながら、基幹産業である農業と福祉のつながりはあまり無い状況です。今後、村の人

口減少が進んでいくと、農業従事者の減少により労働力確保が難しい状況になっていくことが

想定されます。今回の芽室町の事例をそのまま新篠津村へ応用することは難しいかもしれませ

んが、障害者雇用の創出と農業分野における労働力確保という点では今後、関係部門と連携して

取り組んでいくことで、さまざまな可能性が生まれるのではないかと考えています。今回の研修

では、特に他部署との連携の大切さを学ぶことができたので、今後の業務の中でしっかり活かし、

健常者・障害者が共に住みやすいまちづくりに貢献していきたいです。 

    ((((2222))))    島牧村島牧村島牧村島牧村    横山横山横山横山    史織史織史織史織 

    研修先の自治体は地域特有の問題点を明確にし、その問題点を解決するためにはどうすれば

良いかを、町職員は「井の中の蛙」にならないようにと固定観念にとらわれず、見て、聞いて、

感じることを大切にするといった思いをもとに、日々業務に取り組んでいることで効果を上げ

ているのだと感じました。研修先で学んだことや、各自治体職員の方々と交流したことなどを大

切にし、今後に生かしていきたいと思います。 

    ((((3333))))    寿都町寿都町寿都町寿都町    蛯名蛯名蛯名蛯名    大介大介大介大介    

    芽室町の発達支援システムは乳幼児期から成人期までのサポート体制が手厚く感じた。その

一部について報告する。「めむたっち」は、出生と同時に障害の有る無しに関わらず、全戸配布

される。発達支援や障害を要する児童には、支援の一貫性を記すツールとなるが、健常者の子を

持つ親にとっては、子育ての足跡を見返すツールとして使用することも可能となっている。障害

者だけに特化し配布すると、偏見の目で見られる事もあるかもしれないが、出生と同時に全戸配

布されるため、違和感なくお互いに使用できているとのこと。 

    「めむたっち」には、これまで育った成長の記録を記載する事ができるため、ライフステージ

が上がり、保育園から小学校に入学、小学校から中学校へ入学しても、そこに記載された情報を

共有することができるため、個別性に応じた支援方法の検討や、保護者の精神的な負担の軽減と

なっている。取組は情報ツールの「めむたっち」だけではなく、小学校から割愛人事により、特

別支援教育に精通した現役教諭を芽室町の子育て支援に配置した事も大きなメリットとなって

いると感じた。理由として、この配置により、発達支援の早期発見や専門的な障害者サービスの

導入の必要性の検討、必要な会議等につなげることができ、個別性のある支援や障害者雇用、自

立につながっているのではないかと感じた。 

 ((((4444))))    伊達市伊達市伊達市伊達市    田中田中田中田中    拓弥拓弥拓弥拓弥    

    伊達市では、発達支援が必要な方に対して適切な支援が行えるよう、幼稚園・保育所や小学校、

中学校間で情報共有を行う等の連携はしているものの、芽室町のように町職員として発達支援

を専門とする地域コーディネーターや発達心理相談員は配置していません。このような専門職

員を配置することで、発達支援に係る専門的な支援や相談を必要なタイミングで行うことがで

き、保護者にとってもより安心して子育てができる環境の整備につながっていると感じました。 

    また、サポートファイル「めむたっち」の運用は、子どもの成長の記録と併せて相談の記録や

医療機関の記録などを必要な時に必要な方へ引き継ぐことができるため、保護者にとっても非
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常に有効な媒体となっていることから、当市でも十分に活用できると感じました。 

 ((((5555))))    滝上町滝上町滝上町滝上町    大甕大甕大甕大甕    翔太翔太翔太翔太        

    今回の研修を通して、「環境」「人と人とのつながり」「縦と横の連携」、そして【町民の熱い協

力体制】と「町民の理解」「意欲」が整っているからこそ、数々の問題点を克服し、さらなる発

展へとつながるまちづくりが実現していくことを感じ、学びました。実際に各現場で学ぶことで、

いま一度、本町にとって何が問題なのか、何が必要なのか、どうするべきか、どのように有効活

用していくかを、改めて考えるきっかけとなりました。 

    今後は、本研修で学び感じたこと、各自治体職員との意見交換等で交流したことを大切にし、

一つでも多く本町のまちづくりに生かしていきたいと思います。 

    ((((6666))))    本別町本別町本別町本別町    井出井出井出井出    英行英行英行英行    

    研修の冒頭で、「すべての人が自立して納税者になってほしい。納税するということは、そこ

に活躍の場と役割があるということ」との話があり、とても印象に残りました。障害者に対して

就労まで含めて支援するためには、関係団体の情報共有と連携が必須となります。芽室町では専

門員の配置などにより、よりきめ細やかで、スムーズな支援体制が、行政だけでなく町全体で取

り組まれていると感じました。また、「ツールがあっても相談体制がなければ活用できない、連

携協議体だけあっても形骸化してしまう」という有識者の指摘があり、総合的な成果を目指すシ

ステムを構築したとのことでした。今回の研修ではあまり触れられていませんでしたが、構築ま

でのプロセスは、この事例に限らず、さまざまな場面で参考になると感じました。 

    本別町は「福祉でまちづくり」が政策の一つの柱となっており、さまざまな取組を行っていま

す。私は、取組内容について詳しく理解していませんが、今後は福祉分野に限らず、横の連携が

一層重要となっていくと思います。まずは役場内で、お互いの部署で行われている仕事について、

少しでも理解しながら仕事を進めていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「九神ファームめむろ」での記念写真 
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〈〈〈〈    研修２研修２研修２研修２    〉〉〉〉    
 

航空宇宙の取組と宇宙のまちづくりについて航空宇宙の取組と宇宙のまちづくりについて航空宇宙の取組と宇宙のまちづくりについて航空宇宙の取組と宇宙のまちづくりについて    

――――大樹大樹大樹大樹町町町町の事例の事例の事例の事例からからからから――――    

 

阪   光 平 長沼町教育委員会社会教育課社会体育係 

押 切 隆 紀 雨竜町住民課福祉担当 

向 山 正 則 上富良野町教育振興課学校教育班 

大 平 貴 之 厚岸町教育委員会生涯学習課海事記念館管理係 

              佐々木 啓一朗 中標津町総務部企画課行政改革・協働推進係兼北方領土対策係 

 
１１１１    大樹町大樹町大樹町大樹町のののの概要概要概要概要についてについてについてについて    

  北海道の東部に位置し、十勝平野の南部に位置し、西は日高山脈、東は太平洋に面し、町の中央

に日高山脈を源による全長 64.7 ㎞の「歴舟川」が流れている。歴舟川は大樹町１町だけを流れる川

で、昔から住民に親しまれてきており、環境庁公共用水域水質測定では、現在まで６回、日本一の

清流に指定を受け、「水の郷 100 選」にも選ばれている清流である。 

  町の面積は 81,638ha で、その大半は国有林を中心とする山林で、可住地面積は３割となってい

る。気候は大陸型で、四季を通じて快晴の日が多く、年間平均降水量は約 96㎜程度と多くはない。

また、年間の気温差が大きく特に 12 月～２月にかけて厳寒期には氷点下 20℃を下回る。春から夏

にかけては、海霧の発生により気温の上がらない日がみられる。 

  基幹産業は農業を中心とした第１次産業で、特

に酪農(乳牛約２万頭、肉牛約５万頭)は、国内有数

の大規模経営となっており、農業算出額の８割を

占めている。製造業は、メグミルクの工場があるほ

か、食品工場や製材工場などでは、地元の農畜産物

や木材の加工を行っている。天候に恵まれない中

で、小麦、牧草、デントコーン、馬鈴薯、甜菜、大

根、小麦、加工スイートコーン、豆類などを輪作体

制で安定的生産を行っているが、全体の８割を占

める畜産を支える乳牛に与える牧草、デントコー

ンの作付けが圧倒的に多い。 

  漁業は、秋サケの定置網漁業をはじめ、サケ・マス、毛ガニ、ツブ、シシャモ、ホッキ貝などを

漁獲している。中でも秋サケは、特に厳選した、ハシリに獲れる銀毛のオスを「樹煌士」として販

売している。食による観光まちづくり推進協議会が主催する、地場産食材を活用したご当地グルメ

のイベントが、平成 28年には大樹町を会場として開催され、チーズとサーモン（秋鮭）を組み合わ

せた天丼「大樹チーズサーモン丼」がグランプリを受賞するなど、地産地消による生産物のブラン

ド化にも取り組んでいる。商業は、人口減少や帯広市への購買力の流出などにより、事業所数は減

少している。人口は 6,000 人弱であり、概ね横ばいではあるが、一貫して減少傾向にある。  

（上富良野町 向山 正則） 

 

 

大樹町宇宙交流センターＳＯＲＡでの座学① 
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２２２２    宇宙宇宙宇宙宇宙のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの概要概要概要概要    

  昭和 59年３月、北海道東北開発公庫(現・日本政策投資銀行)は｢北海道大規模航空宇宙基地構想｣

を発表した。これは、北海道・東北地域に宇宙産業基地を整備し、｢地域産業の活性化｣と｢定住環境

条件の整備｣を目的としたものである。大樹町は天候が安定していて風も弱い、太平洋に面している

側が大きく開けており有人の島も無い、人口密集地が少ない、平坦な地形が続いている―といった

地理的な好条件がそろっていたことから、航空宇宙産業の誘致を開始した。 

  昭和 62年には、北海道の長期総合計画戦略プロジェクトの一つとして｢北海道航空宇宙産業基地

構想｣が組み込まれ、大樹町が候補地になった。残念ながらプロジェクト自体はその後、尻すぼみに

なっていくが、大樹町は宇宙関連実験の誘致を独自に進め、宇宙のまちづくりを続けていった。 

  平成７年に大樹町多目的公園が竣工し、平成 20年には、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）と連

携協力協定を締結した。平成 26年にオープンした「宇宙交流センターＳＯＲＡ」では、これまでに

実施された宇宙開発実験についての展示が行われており、北海道で唯一の〈宇宙のまち〉を続けて

いる町の取組を来館者へ伝える場となっている。            （厚岸町 大平 貴之） 

 

３３３３    宇宙宇宙宇宙宇宙のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりとととと効果効果効果効果    

  大樹町の航空宇宙への取組は、昭和 60 年を皮切りに現在至るまで、30 年以上続いている。平成

７年には 1,000m 転圧滑走路を有する「大樹町多目的航空公園」がオープンし、平成 10年には滑走

路を全面舗装化し、航空宇宙の実験場として幅広く利用可能となった。 

  そして、平成 26年には大樹町の航空宇宙への取組や、町で行われた実験をパネルや映像実機で紹

介する展示施設「大樹町宇宙交流センターＳＯＲＡ」がオープンし、来場者数も近年増加傾向にあ

り、昨年の視察を含めた来場者数は 3,800 人を超えている。 

  大樹町が公表している「平成 28 年度 航空宇宙

に関する活動等報告書」によれば、平成 28年度の

実験や視察などによる宿泊や食事、レンタカー、航

空運賃などの滞在費用などで約２億 1,100 万円の

経済効果があったものと推測している。 

  政府は近年、宇宙産業の後押しを行っており、昨

年には宇宙二法が成立した。中でも宇宙活動法に

ついては①人工衛星及びその打上げ用ロケットの

打上げに係る許可制度②人工衛星の管理に係る許

可制度③第三者損害の賠償に関する制度―を創設

し、宇宙開発利用の推進を目指している。一見、規

制のようにも感じるかもしれないが、ロケットの打ち上げが失敗するなど、第三者に損害を与えた

場合、国が一定の金額を補償するという事項も盛り込まれている。宇宙活動法成立により、第三者

への損害補償へのコストダウンを図ることが可能となった。このことからベンチャー企業にとって

は活動促進につながり、宇宙産業市場の拡大を促すものと考えられる。 

  また、内閣府は平成 29 年５月に「宇宙産業ビジョン 2030」を発表した。その中では、今後のロ

ケットの打ち上げコストを低く抑えるなどの方法で民間参入を促し、宇宙利用産業も含めた宇宙産

業全体の市場規模の拡大促進を目指し、2030 年代の国内の宇宙産業全体の市場を、現在の 1.2 兆円

規模から、早期倍増を目指すという目標を掲げている。 

  大樹町で「ロケット業界のスーパーカブ」をミッションに掲げ、ロケット開発を行っているイン

ターステラテクノロジズ株式会社は、平成 25年に国内初の純民間商業ロケット「ポッキー」の打ち

上げに成功し、平成 29年７月には「ＭＯＭＯ（モモ）」の打ち上げを実施した。「ＭＯＭＯ」の打ち

上げ費用は、クラウドファンディングにより、2,700 万円の資金を募ることに成功した。 

大樹町宇宙交流センターＳＯＲＡでの座学② 
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  「ＭＯＭＯ」の打ち上げが成功となれば、民間単独では国内初となったが、残念ながら目標の高

度には届かなかった。打ち上げの際には、大樹町多目的航空公園でパブリックビューイングを実施

し、会場には２日間で約 4,300 人が訪れた。打ち上げ実施後の８月には、民間企業４社が小型ロケ

ットを開発し、打ち上げビジネスに参入することが明らかになった。また、北海道経済連合会と日

本政策投資銀行は、さまざまな条件はあるが、大樹町に新射場を整備した場合の道内経済波及効果

を 267 億円と試算しており、北海道新幹線の経済波及効果の 200 億円を超える数字となっている。

このことから宇宙業界への関心は行政だけではなく、国全体として高まっていることが伺える。 

（中標津町 佐々木 啓一朗） 

    

４４４４    宇宙開発事業宇宙開発事業宇宙開発事業宇宙開発事業のののの今後今後今後今後のののの展望展望展望展望ついてついてついてついて    

  大樹町で行われている宇宙開発の取組は近年、特に活発化していて、国内の民間企業単独では初

となるインターステラテクノロジズ株式会社による、宇宙空間に到達する小型観測ロケット「ＭＯ

ＭＯ」の打ち上げは、メディアなどから特に広い注目を集めた。 

  これらはアポロ計画において使用された技術の特許が切れたことにより、低額でロケットの部品

等が作成できることとなったことも影響しており、今後は新たに宇宙開発事業に参入する民間企業

は増加することが見込まれる。 

  国は宇宙開発事業が活発化することを想定し

て、人工衛星等の打ち上げの認可制度・第三者への

損害が発生した場合の賠償について定めた「人工

衛星等の打ち上げ及び人工衛星の管理に関する法

律（宇宙活動法）」とともに、商業衛星が取得した

画像データが、テロリスト等に悪用されるのを防

ぐため、解像度が高い画像の配布先を国の認定を

受けた事業者と行政機関に限定した「衛星リモー

トセンシング記録の適正な取り扱いの確保に関す

る法律（衛星リモセン法）」を制定した。これによ

り、今後ますます加速していくと考えられる、航空

宇宙開発関連事業に関する法整備が進んだ。 

  日本政策投資銀行北海道支店と北海道経済連合会は、大樹町が進めているロケット打ち上げ射場

の整備により、観光客や出張者、雇用や消費が拡大し、年間 267 億円もの経済効果があると試算し

ている。これは、北海道新幹線が新函館北斗駅まで開通したことにでもたらされる経済効果（およ

そ 200 億円）を大きく上回っている。恵まれた立地条件、充実した施設、地域のバックアップ体制

など、必要な条件が整っている大樹町の航空宇宙関連事業は、今後ますます発展していくことが見

込まれる。                              （長沼町 阪 光平）    

    

５５５５    大樹町大樹町大樹町大樹町でのでのでのでの研修研修研修研修をををを通通通通じじじじてててて学学学学んだことんだことんだことんだこと    

  大樹町は酪農や漁業などの第１次産業が基幹産業であるが、恵まれた立地条件により、先進的な

事業である航空宇宙事業を官民一体となって行っている。平成 29年７月 30日には、小型観測ロケ

ット「ＭＯＭＯ」の打ち上げ実験が実施されたことで、非常に注目されている町である。 

  しかし、現在に至るまでの道のりは、決して平坦ではなく、昭和 62年に北海道の長期総合計画戦

略プロジェクトに｢北海道航空宇宙産業基地構想｣が組み込まれ、候補地となった大樹町は「宇宙の

町づくり」を進めていった。しかし、当初は基幹産業である酪農や漁業にその資金を回すべきとし

て、住民からは疑念や反発の声が上がっていた。現在でこそ、官民一体の先進事業として成功して

いるが、当時の大樹町民から見れば、他市町村であまり事例がなく、先行きが不透明な事業で、さ

大樹町宇宙交流センターＳＯＲＡ 
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らには基幹産業にも今後、影響を及ぼす可能性のある事業には、期待よりも不安が大きかったので

はないかと考えられる。町を挙げての協力体制を取ることができるまでに至る背景には、この事業

に関わる方々が積み上げてきた誠実な努力と強い信頼によるものだと感じることができた。 

  その結果、平成７年に大樹町多目的公園が竣工

し、滑走路や格納庫の整備や各種実験が行われ、そ

の実績もあり、平成 20 年にＪＡＸＡと連携協力協

定の締結に至った。これにより、大気球を用いた宇

宙科学実験が開始され、以前よりもさらに多くの実

験が実施されることとなった。町民の理解と協力に

より、現在では打ち上げ実験時の特定区域への立ち

入り規制、漁船による海に着水したロケットや残骸

の回収などは、無報酬で地域が協力している。 

  また、航空宇宙事業が大樹町に与える経済効果に

ついても年々増加傾向にあり、平成 28 年度の推定

経済効果は約 2億 1,100 万円程度あったと推測されており、経済面でも大樹町を支える事業に成長

してきている。民間によるロケット打ち上げ射場の設置なども、国から話があるようで、平成 29年

６月の読売新聞には、将来的に大樹町にロケット打ち上げ射場が整備されれば、観光客や出張者が

増え、それに伴う消費や雇用も拡大し、北海道新幹線の年間約 200 億円を超える、年間約 267 億円

の経済効果を見込むことができるという記事も掲載されている。 

  今後の見通しとしては、現在の滑走路を増設し、北海道におけるスペースポート（宇宙港）を整

備する計画があり、滑走路の延長や増設、中小型ロケット打ち上げ射場の整備などを検討している。

さらに平成 27年頃からは、町の取組を町内外の子供たちに知ってもらうため、航空宇宙に関する催

しも行っている。今後は、より力を入れて町内外から参加する子供を増やしていく方針という。 

  また、航空宇宙事業については、町外の一般の方々からも高い関心があり、現在 735 名の一般の

投資者や出資者から、約 2,700 万円に上る経済援助があり、本年実施された観測ロケット「ＭＯＭ

Ｏ」の打ち上げ実験では、発射ボタンを押す権利を一般の方が 1,000 万円で購入するなど、話題に

なっていた。さらに初めての打ち上げは、発射失敗や打ち上がらないことも多いが「ＭＯＭＯ」は

初回で発射自体は成功し、ある程度の高度まで打ち上げることができたことに、世界的にも関心を

集めており、今後の発展によっては、さらに注目が集まるのではないだろうか。 

（雨竜町 押切 隆紀） 

    

６６６６    大樹大樹大樹大樹町町町町でのでのでのでの研修研修研修研修をををを通通通通じてじてじてじて――――感想感想感想感想――――    

    (1)(1)(1)(1)    長沼町長沼町長沼町長沼町    阪阪阪阪        光平光平光平光平    

    大樹町航空宇宙交流センターＳＯＲＡにおいて、町の担当者の方からお話をお伺いした後、施

設見学として、大樹町内にあるベンチャー企業「インターステラテクノロジズ」で工場の様子や

作業風景を拝見させていただきました。その際、何ら変哲のない普通の町工場で、どこにでもあ

るような工業機械を用いて、ロケットという最先端技術の結晶のような物を作っているという

ことに衝撃を受けました。それだけ宇宙というものが身近になってきているということなのだ

と思います。 

    昭和 63年に「大樹スペース研究会」が設立されて以来、官民一丸となって宇宙開発事業を進

められてきているということですが、その当時は今よりも宇宙が遠いものであったはずで、住民

の方からの反発等も相当あったことは想像に難くありませんが、少しずつ宇宙が身近になりつ

つある今日、その取組が大きな実を結びつつあるということに大きな敬意を感じました。 

 

インターステラテクノロジズ株式会社の見学① 
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    (2)(2)(2)(2)    雨竜町雨竜町雨竜町雨竜町    押切押切押切押切    隆紀隆紀隆紀隆紀    

    航空宇宙事業は、大樹町における立地条件を存分に活かした事業であり、同じことを他市町村

が行うことは恐らく難しく、まさに北海道内はもちろん、全国的にも珍しい先進事業であると感

じた。さらに、ロケットの打ち上げに関して住民の理解や協力が得られている点においても、事

業開始の当初から、大変な努力を重ねてきたことが、講義の中から伝わってきた。 

    特に漁業関係では、ロケット打上げ実験時期には特定の範囲では漁ができず、海に着水したロ

ケットの回収も漁船で行うなど、金銭的負担を伴うことを行っているが、その負担に対して町や

企業からの費用補填が無い形で実施していることに驚いた。この事業に対する住民の理解の表

れであると感じた。 

    また、インターステラテクノロジズ株式会社

の工場を見学した際、今年打ち上げ実験を行っ

たロケット「ＭＯＭＯ」のエンジンは、アポロ

計画に使われた技術の特許が切れたものを改

良して製作しており、他の部品や工具は一般的

に購入できるものがほとんどであることや、製

作目的はあくまでも宇宙に荷物を運ぶことで

あるため、ロケットは乗り物でいう「フェラー

リではなくスーパーカブを作る」というコンセ

プトを伺った。このように、いま有る物やでき

ることを工夫して、低コストで目的を達成するという考え方は、どんな分野の仕事であっても無

駄を無くし、効率化していくために必要な考え方であると感じた。 

    現在の大樹町の基幹産業は酪農や漁業であるが、大樹町における航空宇宙事業の経済効果の

推移や予測を見ても、事業を上手く成長させることで、いずれは新たな基幹産業へとなり、今後

の町の発展を大きく引っ張っていくものと考える。新しい事業を町で定着させ成長させていく

ためには、企業の技術努力だけでなく、事業に対して住民の理解を得て、信頼を得て、町全体で

協力していくことが何よりも大切なことであることを学ぶことができた。    

    (3)(3)(3)(3)    上富良野町上富良野町上富良野町上富良野町    向山向山向山向山    正則正則正則正則    

    平成 29 年にはロケットの打ち上げで話題になった大樹町。宇宙の取組については、約 30 年

以上も前から実施されており、すでに地域住民に浸透している。宇宙について市町村で取組が行

われている事例は少なく、担当職員は大変な苦労があるとのこと。しかし、宇宙については、ま

だ知られていないことがたくさんあり、今後より多くのロケットが発射されれば、大きな経済効

果が見込まれる。気象条件は、第１次産業、とりわけ農業については好条件ではないが、ロケッ

トの打ち上げに関しては日本屈指の場所という利点を生かし、地域ぐるみの活動となっている

ところが素晴らしい。自分の町に戻ってから、何か良い点を伸ばすことはもちろんのことだが、

ウィークポイントをストロングポイントへと変えていくことができる取組を見付け、取り組ん

でいきたい。今、自分にできることをから実践していきたい。 

    (4)(4)(4)(4)    厚岸町厚岸町厚岸町厚岸町    大平大平大平大平    貴之貴之貴之貴之    

    厚岸町は牡蠣のイメージが全国的に浸透しているおかげで、私が厚岸町の者と言うと、ほとん

どの人は牡蠣と口にする。それを聞くと良かったと安心するのだが、これがもし特産物が無かっ

た場合、どうなるのだろうと研修中に考えていた。厚岸町は道東において、和人が最初に入植し

た地ということで歴史が長いという一面があるし、ラムサール条約に登録されている別寒辺牛

(べかんべうし)湿原などがあり、自然が豊かという一面もあるが、これらはあまり知られていな

い。厚岸町は牡蠣を含めて、町をＰＲできるものは｢今あるもの、過去からあるもの｣が多くを占

めている。いや、これに限っては厚岸町だけではなく、多くの自治体がそうだと思う。 

インターステラテクノロジズ株式会社の見学② 
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    それに対し大樹町の場合は、今から 30年以上も前に宇宙のまちづくりを始めた。宇宙開発は

今も世界中で続いているため、30 年前の決断は｢これから作るもの、未来で必要なもの｣をＰＲ

の材料にしようとするものであると言える。 

    今回の研修で学ぶべき点は、厚岸町も大樹町に続けと、宇宙のまちづくりを推し進めるのでは

なく、将来性があり、厚岸町ならではのまちづくりを提案し、官民が一体となって計画を進めて

いくことが町の活性化につながる―ということであると私は感じた。「いまあるもの、過去から

あるもの」はもちろん大切だが、それだけではなく、｢これから作るもの、未来で必要なもの｣と

掛け合わせることで、大樹町のような相乗効果を厚岸町にももたらしていけたらと思う。 

    (5)(5)(5)(5)    中標津町中標津町中標津町中標津町    佐々木佐々木佐々木佐々木    啓一朗啓一朗啓一朗啓一朗    

    大樹町の航空宇宙の取組の研修で特に印象深かったのは「地域の理解」ということだ。ロケッ

トを発射するまでに何度も実験を繰り返すわけだが、その実験は騒音が付きものであったり、発

射物が海に落ちた場合は、拾いにいかなければならなかったりと、屋内で白衣を着て行う実験と

は全く違うものである。宇宙事業の実験においては、住民の協力が不可欠であり、音の出る実験

は、酪農家や周辺住民の理解を得て、発射物の

回収には、漁協の協力してもらい回収を行って

いるということであった。 

    研修先の大樹町は、中標津町と似ているとこ

ろがいくつかある。基幹産業が酪農であり、と

もに雪印メグミルク株式会社の工場があり、用

途は違えど、滑走路も存在する。滑走路のある

中標津空港は、中標津市街地から 10 分でアク

セスできる場所にある。空港についても、騒音

は避けては通れない問題であり、中標津空港周

辺には酪農家の方も住んでいるが、町実施のア

ンケートや要望などに航空機の離着陸に伴う騒音について書かれていることはない。これも昭

和 40年の供用開始から 50年以上経て「地域の理解」を得られたことによるものと考えられる。 

    今回の研修先で、それぞれ違った取組を視察させていただいたが、どれも共通していたのは自

治体だけの取組ではなく、官民一体で、それぞれの役割が明確であった。官民連携という言葉は

よく耳にし、どのようなものかもイメージはできていたが、具体的に何を行えばいいのかという

部分がはっきりしていなかった。実際に連携までにどのような過程があったのか知ることがで

きた。中標津町においても、行政サービスの多様化に対応できるよう、町と地域住民が一体とな

った取組を実施していきたい。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

インターステラテクノロジズ株式会社の見学③ 
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〈〈〈〈    研修研修研修研修３３３３    〉〉〉〉    
 

ちょっと暮らし、移住・二地域居住の取組についてちょっと暮らし、移住・二地域居住の取組についてちょっと暮らし、移住・二地域居住の取組についてちょっと暮らし、移住・二地域居住の取組について    

―浦河町―浦河町―浦河町―浦河町の事例の事例の事例の事例からからからから――――    

 

                   中 村 奨 平 北竜町産業課農業担い手係兼農業委員会農地振興係 

酒 井 雅 寛 後志町村会（余市町派遣） 

桑 原 将 人 寿都町企画課企画係 

板 垣 周 平 豊浦町町民課子育て支援係 

神 森 景 子 中札内村教育委員会教育グループ 

川 原 浩 貴 別海町建設水道部管理課 

    

１１１１    浦河町浦河町浦河町浦河町のののの地理的特性地理的特性地理的特性地理的特性とととと人口人口人口人口    

  浦河町は、日高振興局管内の南部に位置し、札幌

市から南東へ約 180km（札幌駅から高速バスで約

３時間 20 分）、えりも岬から北西へ 50km（車で

約１時間）の地点に位置し、町の東側は様似町、

西側に新ひだか町が隣接しており、北側は日高山

脈、南側は太平洋に面している。 

  面積は 694.26km２で、そのうち 81%が山林であ

る。中でも、浦河町森林公園（通称：井寒台森林公

園）は、浦河町堺町市街地を望む高台に位置して

おり、絶好のハイキングコースとして利用されて

いる。海洋性気候の影響で「涼しい夏」と「雪の少

ない冬」という、北海道の中では住みよい環境に恵まれており、移住体験先としての人気も高い。 

  人口は、平成 29 年 10 月末現在で 12,647 人であり、戦後の昭和 35 年に最も多い 21,915 人に達

して以降、現在まで人口減少が続いている。浦河町人口ビジョンによると、社会増減は一貫して転

出超過が続いており、全ての世代で転出超過傾向にあるが、特に 20～24 歳の転出超過が著しく、近

年は 15～19 歳の転出も増加している。これは、就職や大学進学のため、札幌を中心として町外に転

出する者が多いことが主な理由であると考えられる。         （後志町村会 酒井 雅寛） 

 

２ 浦河町の産業について 

  浦河町の基幹産業は、軽種馬の生産及び漁業である。特に軽種馬生産については、町内に約

200 の牧場（生産・育成）があり、3,000 頭以上のサラブレットが駆け回っている。 

  その歴史は古く、明治以降、国の馬匹改良の推進に伴い、新冠御料牧場（新ひだか町・新冠

町）、日高種馬牧場（浦河町）が整備され、第二次世界大戦後は、競走馬の需要が高まる中で、

日高管内では稲作などの大規模化が困難な土地条件の制約や、転作開始などの影響も受け、軽

種馬生産への転換・特化が顕著に進展し、国内最大の軽種馬生産地として確立していった。 

  漁業は、町内に２つの漁港があり、平成 27年度には 12,010t の漁獲量があった。内訳はタラ

類 5,546t(46.2%)、海藻類 1,879t(15.6％)、サケ・マス類 1,792t(14.9%)、タコ類 496t(4.1%)

で、主な特産品に日高昆布、サケ・マス類、スルメイカがある。    （別海町 川原 浩貴） 

浦河町役場での座学① 
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３３３３    ちょっとちょっとちょっとちょっと暮暮暮暮らしらしらしらし、、、、移住移住移住移住・・・・二地域居住二地域居住二地域居住二地域居住のののの取組取組取組取組のののの概要概要概要概要    

  浦河町は、人口減少等で疲弊する町の活性化を目的に、平成 17年度に移住ワンストップ窓口を設

置。18年度には、移住希望者がお試しで生活を体験することができる「うらかわ生活体験事業」（ち

ょっと暮らし事業）を開始した。「うらかわ生活体験事業」は、空き家だった職員住宅等を活用した

５棟から開始し、現在は民間住宅も含め 15棟で事業を実施している。 

  北海道が毎年発表している北海道体験移住「ちょっと暮らし」の実績では、５年連続で滞在日数

は２位（町村では１位）、利用者数も４位以内で推

移し、特に体験先としての人気は高い。平成 28年

度までの累計で 695 人（359 世帯）が利用。ちょっ

と暮らし体験を経て、町内への完全移住に至った

のは 58人、二地域居住は 26人に上る。 

  平成 22年度には、町民のボランティアによる移

住・交流サポーター「うらかわ暮らし案内人」の登

録制度を開始し、現在は個人 19人と４団体の登録

がある。山菜採りや釣り、乗馬など町民自らの知識

と経験を活かした活動や、東名阪地域で開催され

ているＰＲイベントへも参加している。 

  また、不足する体験住宅の確保のため、空き家バンクの充実や、空き家を体験住宅用にリフォー

ムするための費用を助成する「うらかわ生活体験住宅確保事業空き家リフォーム補助金」など、官

民協働で受入体制を強化している。さらに、完全移住・二地域居住者の増加を図るため、職業体験

を盛り込んだ移住体験モニターも実施している。           （中札内村 神森 景子） 

    

４４４４    浦河町の移住交流推進事業の効果浦河町の移住交流推進事業の効果浦河町の移住交流推進事業の効果浦河町の移住交流推進事業の効果    

 (1)(1)(1)(1)    移住交流推進事業について移住交流推進事業について移住交流推進事業について移住交流推進事業について    

    どこの町も人口減少が問題として挙げられているが、浦河町も同じ問題を抱えており、年間約

200 人ペースで人口減少が進んでいた。そこで浦河町は、町の活性化及び人口減少を止める目的

として、移住対策の取組を始め、平成 17年度に役場内に「移住促進対策室」と「移住ワンスト

ップ窓口」を設置し、18 年には移住希望者がお試しで町での生活を体験することができる「浦

河生活体験事業」(ちょっと暮らし事業)を開始し、移住交流の促進に取り組んできた。 

    (2)(2)(2)(2)    事業の効果について事業の効果について事業の効果について事業の効果について    

                平成 17 年に取組を始めて 13 年が経過したが、道が毎年発表している体験移住の実績では５

年連続で滞在日数２位となっている。このことから、浦河町は移住体験先としての人気が高く、

事業の効果が伺える。人気の要因としては、北海道では「冬の寒さ」が懸念されるが、浦河町は

海洋性気候の影響により夏は涼しく、冬は雪が少ないという、住みやすい環境に恵まれ、さらに

自然も豊かであることが考えられる。また、移住体験をする際には、体験用住宅に家具や家電一

式が備え付けられてあり、豊富な種類の体験住宅を手頃な価格で利用でき、気軽に生活を体験で

きることから、北海道の生活に憧れを抱く人にとって、移住体験に適した町となっている。 

    昨年、浦河町で移住を体験した人数は 120 人であり、累計人数は 695 人を数える。このうち

58人が町に完全移住を果たし、一定期間を浦河町で過ごす「二地域居住」でも 26人が生活して

いるなど、多くの実績を残している。この実績については、体験の内容によるものが大きい。初

日は担当職員が町内一円を案内することから始まり、馬のまちと呼ばれる浦河町ならではの乗

馬体験や、地域住民の人が集まって開かれる交流会など、各種イベントが多く開催されていて、

これらに参加することにより、町の風土に馴染みやすくなり、地域の暖かさを知ることで、移住

浦河町役場での座学② 



- 21 - 
 

をしやすい環境が作られている。もちろん参加者全員が移住するわけではないが、移住体験期間

中の一世帯当たりの平均消費額が 20万 5,913 円と、年を重ねるごとに上がっており、移住につ

ながらなくても、町の活性化に貢献している。また、移住後もボランティアの「うらかわ暮らし

案内人」が浦河の暮らしのサポートをする体制も整っている。     （北竜町 中村 奨平）    

    

５５５５    今後の展望について今後の展望について今後の展望について今後の展望について    

  浦河町は北海道内では、いち早く移住に関する

取組を進めており、生活体験事業と空き家リフォ

ーム補助金による生活体験住宅の整備・確保等に

より、平成 18～28 年度までの 10 年間で、累計利

用者数が 695 人、うち 58 人の完全移住と 26 人の

二地域居住に結び付いているが、移住希望者が必

ずしも全員移住できている訳ではない。 

  結婚や出産、田舎暮らしへの憧れなど北海道へ

のＵターンやＩターンなどの移住希望は潜在的に

存在しているが、大きなハードルとなるのが現地

での就労である。本州、特に大都市圏の東京など

で生活している方にとって、同じ職種の仕事を北海道でも続けられることは、まずないと言ってい

いだろう。大きく分類すると、新たな職種の仕事に就くか、自分で起業するかの二択になる。新た

な仕事は、働いてみないことには分からないし、起業にはリスクが付きまとう。せっかく移住して

も、数年も経たずに転出してしまうパターンもあり、就労に対するアプローチが必要である。 

  その中で浦河町の「保健師インターンシップ」は非常に有効な取組であると考えられる。浦河町

が採用したい「保健師」という職種に限定し、インターンシップを行うことで、自分の希望する職

種で、実際に浦河町に短期滞在し、働いてみることができる。本当の意味での移住体験ができる事

業である。地元の企業や経営者の皆さんの理解が無ければ成立しない事業だが、漁業者でも、厩務

員でも、工務店でも、さまざま職種の職業体験を生活体験事業と併せて実施することで、移住に対

する不安感を減らし、また、浦河町の魅力を知ってもらう機会が増え、移住の拡大につながること

になる。先進的に移住施策に取り組み、住宅やコミュニティなど受け入れる環境が整っている浦河

町だからこそ、力を入れるべき施策であり、力を入れることができる施策である。 

  移住希望者が失敗しない移住をするためには、目的や考え方、将来設計など移住希望者本人によ

る部分もあるが、住居や仕事などの環境を行政と民間が協力して整え、移住に対するリスクを極力

低減することが重要である。                     （豊浦町 板垣 周平） 

 

６６６６    まままま    とととと    めめめめ    

  浦河町が移住・定住対策へ取り組んだ背景として、農村・漁村における少子高齢化、都市部への

流出による人口減少が年間約 200 人に及んでいる実態が挙げられる。 

  人口減少の進行と将来のまち全体の体力・サービス低下を危惧した町は、平成 17年度に移住希

望者の暮らし、第一次産業を中心とした就労支援・子育て支援等の相談に対応する「移住ワンスト

ップ窓口」の設置により移住・定住者を積極的に受け入れるまちづくりをスタートした。 
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  平成 18年度に職員住宅５棟を「うらかわ生

活体験住宅」へと改修し、「浦河生活体験事業

(ちょっと暮らし)」を開始した。 

  事業で活用する住宅確保のため、民間業者が

積極的に事業参加する仕組みづくりとして、改

修後に優先的に体験住宅として賃貸することを

条件に「生活体験住宅確保空き家リフォーム補

助事業」を施行し、現在 15棟の体験住宅によ

り事業を実施している。 

  情報発信手段として「うらかわ移住情報ポー

タル」を開設し、移住希望者向に町の概要・就

業支援・子育てに関する情報・空き家を探して

いる人と、手放したい人の双方が見やすい空き家バンクの情報や、イベント情報を掲載している。 

  都市圏でのＰＲも積極的に行っており、東京・大阪・名古屋で開催される「北海道暮らしフェ

ア」や、日高管内３町村が東京都で開催する「北海道ひだか移住相談フェア」にも出展している。 

  また、移住後のサポートも充実しており、町内で無償ボランティア「うらかわ暮らし案内人」を

募り、生活支援の他、各種サークル活動への参加、体験交流事業の運営補助等を円滑にする体制を

構築している。 

  数多くの移住希望者を集める魅力として、多数の競走馬（サラブレット）を生産した歴史や、夏

は涼しく、冬は比較的雪の少ない、穏やかな自然環境も重要な地域資源といえる。また、移住者を

対象とした交流会を開催しており、中でも毎年５月に開催している「山菜採りＢＢＱ交流会」は、

ちょっと暮らしのリピーター増加や定住・二地域居住の継続につながっている。 

  ちょっと暮らしの実績は、平成 18年度の 20人・延べ滞在日数 1,405 日から始まり、現在までに

累計 359 世帯・695 人、延べ滞在日数 38,134 日、完全移住実績 58人、二地域居住 26世帯の実績

を挙げた。これは、平成 17年度から移住希望者に選ばれるまちづくりの取組を 10年以上、地道に

積み上げてきた成果であり、地域資源を活かし、人と人との支援の輪を大切にした受け入れ体制の

構築が実を結んだ結果といえる。 

  若年就労者の確保対策を今後の課題としており、町保健師や看護師の職場体験及び暮らし体験を

セットにしたモニター事業を「北海道ワーキングホリデー事業」を活用して実施している。今後は

職種別の職業体験モニターの企画を増やすことにより、就業人口の安定と町の活性化につなげてい

く方針である。                          （寿都町 桑原 将人） 

 

７７７７    浦河浦河浦河浦河町町町町でのでのでのでの研修研修研修研修をををを通通通通じてじてじてじて――――感想感想感想感想――――    

    (1)(1)(1)(1)    北竜町北竜町北竜町北竜町    中村中村中村中村    奨平奨平奨平奨平    

                浦河町は 10年以上前から移住対策として生活体験事業に取り組んでおり、いち早く取り組ん

だ結果が北海道内における体験滞在日数第２位という数字に現れている。新しい体験住宅を見

せてもらったが、魅力的な作りであり、確かに「浦河に住みたい」と思ってしまった。 

    ＢＢＱ交流会や、暮らし案内人など、町や地域を挙げて取り組む姿勢も、移住先に選ばれる要

因だと思われる。北竜町では平成 24年度から、空き家対策に取り組んでおり、空き家バンクに

１件登録されているが、未だ活用は無い状況であり、移住対策はあまり進んでないように思う。 

    しかし、北竜町でも平成 30年度から、おためし住宅事業を実施予定とのことであり、今後は、

浦河町のような地域全体で移住者をサポートできる体制づくりが重要であると感じた。 
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    (2)(2)(2)(2)    後志町村会後志町村会後志町村会後志町村会    酒井酒井酒井酒井    雅寛雅寛雅寛雅寛    

                浦河町は、地域の人と人とのつながりをとて

も大事にしており、移住後（入居後数日中）に、

町の担当者が車で町内を案内して回るのだ。ま

た、地域の方との交流の場の提供や、町内との

連携を密にして、地域が一体となって、移住へ

取り組んでいるように感じた。 

    現在、後志管内でもいくつかの町村が、移住

体験を行っているが、移住体験を行っていない

町村もある。今回の研修では今後、移住体験を

始めるとしたら―ということを念頭に学ばせ

ていただいた。その中でも二点、非常に重要だ

と感じたことがある。一つ目は、移住体験が完全移住に結び付くかどうかだけに捉われないとい

うことだ。シーズンステイの人が、完全移住した人よりも、地域にお金を落とすこともあり、町

内への経済効果に期待できたりもする。 

    二つ目は、地域の横のつながりを大切にすることだ。移住者からすると、知らない土地で何か

分からないことがあっても、相談できる人がいない状況だ。ゴミの出し方一つにしても、自治体

毎にかなりの違いがあり、近所の関わりが希薄なため、トラブルに発展することもあるという。

そのため、交流の場の提供や、何かあったら相談できるような仕組みづくりも非常に重要である。 

    今回の研修を通じて、浦河町のようにきちん とニーズを把握し、細やかな気配りをし、地域

全体で協力しながら町を好きになってもらうための最大限の配慮をする。これが、これから移住

体験を始める町村に共通して必要なことではないかと私は考える。 

 (3)(3)(3)(3)    寿都町寿都町寿都町寿都町    桑原桑原桑原桑原    将人将人将人将人    

                日本海沿岸のまち・寿都町は、漁業と水産加工業が基幹産業のまちです。当町では漁業就業人

口が減少傾向にあり、次代の担い手確保のため、第一次産業従事者向けの「定住促進住宅」整備

や、資格取得・研修費用を助成する「後継者育成事業」を実施しております。しかし、対象者を

移住者まで拡大した「住宅リフォーム助成事業」や、地域雇用の促進・労働者育成を目的として

町内企業の雇用促進を促す「寿都町労働者育成事業」の取組は、比較的近年の取組で、平成 17

年度から、継続して情報発信、受け入れ、生活支援まで一貫した体制を構築した浦河町の事例研

修での経験を今後の当町の事業推進に役立てまいります。 

    (4)(4)(4)(4)    豊浦町豊浦町豊浦町豊浦町    板垣板垣板垣板垣    周平周平周平周平    

                浦河町の移住に関する取組は、直接結果に結び付けるものという自分の考えを打ち壊す非常

に良い経験となった。まず、移住をしてもらうという考えではなく、浦河町のファンになっても

らう。好きになってもらう。移住することだけが結果ではなく、その過程で町と移住希望者の間

で事業効果が生まれる。サラブレットが好きな方であれば、浦河町の生活体験事業と併せておも

てなしを受ければ、また訪れてしまうだろう。日々の業務でも制限するだけでなく、違う観点か

ら大きな視点に立って業務に当たるべきだということが、浦河町での研修を通じて学んだ事の

一つである。 

    (5)(5)(5)(5)    中札内村中札内村中札内村中札内村    神森神森神森神森    景子景子景子景子    

    浦河町は、移住・定住促進の取組を早くから開始し、体験移住先としての人気を維持している。

完全移住者や二地域居住者が多くいることは、町全体で受入態勢を整えているからこその実績

だと感じる。完全移住につながらなかったとしても、交流人口の増加や個人の消費額が高いこと

による効果は大きい。 

    中札内村は、日高山脈の裾野に広がり、十勝を代表する農業が盛んな地域である。また、とか
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ち帯広空港から車で 10 分、十勝の中心都市である帯広市へは 30 分といった立地条件に恵まれ

ている。高規格道路も整備されており、近隣市町村への通勤圏内であることから移住者も多い。 

    本村において、人口はほぼ横ばいで推移しているものの、人口減少問題は今後の課題となって

いる。現在、移住相談ワンストップ窓口の設置や定住促進に向けた取組を行ってはいるが、現状

のままではまちの力や住民サービスの低下を防ぐことはできないと感じる。 

    浦河町の取組を参考に、さらなる情報発信や移住しやすい環境づくりを行うとともに、中札内

村の特徴を活かした施策を推進していく必要がある。 

    (6)(6)(6)(6)    別海町別海町別海町別海町    川原川原川原川原    浩貴浩貴浩貴浩貴    

    浦河町の取組を聞いて感じたことは、長期的な移住だけでなく、短期的な移住を多く回すこと

によって、少しでも多くの方に浦河町のＰＲを行いつつ、生活必需品などの購入よって生じる経

済効果を狙っていることはとても効率的であり、参考になりました。また、リピーターも多いと

のことで、先輩移住者や町民の方がボランティアで行っている、「うらかわ暮らし案内人」がよ

り多くの浦河町の魅力を参加者へ伝えていると感じました。今回の研修では、話を聞けばなるほ

どと思うことが多かったのですが、実際に話を聞かなければ考えもしなかったことでもありま

したので、大変勉強になったと思います。 
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