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矢臼別演習場周辺まちづくり構想住民懇話会アンケート委員説明会 議事要旨 

開催日時：平成 28 年 1 月 14 日（木）午後 1時 30 分から 3時 00 分 

開催場所：別海町役場 2 階 201 会議室 

出席人数：5名 

＜会議次第＞ 

１ 開  会 

 ２ 委嘱状交付 

 ３ 町長挨拶 

４ まちづくり構想の概要について 

５ まちづくり構想（基本構想）アンケート調査について（中間報告） 

６ 住民懇話会の設置状況及び第 1回住民懇話会の開催状況について 

 ７ 閉  会 

  

１ 開   会 （司会 総合政策課長） 

２ 委嘱状交付 （町長から個人渡し） 

３ 町長挨拶 

 本日は大変お忙しい中、また、寒さの厳しい中、お集まりいただき、ありがとうございます。  

  皆様におかれましては、日頃から、町行政にご理解とご協力をいただいていることに対しまし

て、この場を借りてお礼申し上げるとともに、「矢臼別演習場周辺まちづくり構想住民懇話会」

委員の委嘱について、ご快諾いただきましたことに深く感謝申し上げます。 

さて、本町のまちづくりについては、平成 21 年度に第 6次総合計画を策定し、「笑顔あふれる

豊かさ実感のまち べつかい」を将来像に据え、進めてきております。 

その中で、別海地区においては、平成 26 年度に、市街地の空洞化、或いは老朽化した公共施

設の再整備による町民活動の推進などを目的とする「別海町市街地活性化計画」を策定いたしま

した。 

本懇話会に係る「矢臼別演習場周辺まちづくり構想」は、この計画に位置づけられる「（仮称）

生涯学習センター」、「学校給食センター」の整備に向け、大変重要な構想となります。 

構想の策定に当たっては、3年間を掛け、町民の皆様からのご意見を十分にいただきながら作

業を進めていくことが、補助金を所管する防衛省からも、求められているところでございます。 

本年度は、策定期間である 3年間の初年度にあたりますので、広く別海地区のまちづくりにつ

いて、検討を進めて参りますが、委員の皆様の持つ様々な経験から、数多くの貴重なご意見をい

ただくことをお願い申し上げ、開会のご挨拶とさせていただきます。 

 

４ まちづくり構想の概要について 

 （事務局） 

  別海市街地は、他の地区より一足早く公共施設等が建設され、それらは建築後 30 年以上が経

過し、老朽化が著しく、中心部では空き地や空き店舗も目立つ状況である。 

町では、総合計画において、平成 30 年度までに中央公民館などの施設整備や、中心市街地の

活性化に係る動きの実現を目指している。そこで、現状の分析から見た今後のまちづくりに係る

方針として「別海町市街地活性化計画（別海地区）」を平成 26 年度に策定した。活性化計画をこ

こで全て読み上げるのは難しいので、この場では人口部分を中心に説明したい。 

別海町の人口動向は、過去には 2万人を超えていたが、11 月末現在では 15,486 人。中でも別
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海地区は町全体の人口が減少する中、平成 10 年から見て増加傾向にある。 

また、増加傾向にある別海地区と、減少を続けるそれ以外の地区との差で、別海地区に住む人

の割合は徐々に増え、現在では約 4 割の人が集中している。人口が増え、一見問題のないように

見える別海地区だが、なぜか住宅地には空き屋が、旧駅前や幹線道路沿いには空き店舗や空き地

が増え、結果として空洞化したと言われるようになってきた。 

別海地区を別海◯◯町と字名が付く地域と別海◯◯番地と字名が付かない地域で分けた人口

を見ると、別海市街地については、ほぼ横ばい。一方で、別海番外地としている部分については

1,300 から 1,800 人と増加傾向が見られる。これはつまり、別海地区が外へ拡大することによっ

て薄まった結果、賑わいがない・空洞化したと言われる現在の状態であるかと考える。 

今後の別海地区の人口予想として、試算では、今後も別海地区は、6,000 人台の人口を維持す

るが、場所によって人口予想や高齢化率は大きく異なる結果であることが分かった。別海市街地

の人口は減少に転じ、また高齢化率も平成 39 年度には 35%まで跳ね上がる。一方で、外側の部分

である別海番外地は継続的な人口増加が見込まれ、高齢化も比較的穏やかである。これにより別

海市街地は既に空き屋や空き店舗が目立ってきているが、今よりもずっと、そして急激に衰退傾

向に拍車がかかることが予想される。そこで活性化計画では、町全体の人口減少・別海地区の空

洞化にはどのような対策が有効なのか、人口増減の中身から考えてみた。 

まず、一般的にまちの住み易さを表すとされている主要な生活環境指標を見てみる。 

別海町、別海町と似た産業構造や人口規模を持つ類似団体、そして中標津町の数字だが、特徴

的なものとしては、別海町の人は収入が多く、 失業率が低く、健康的であることが目立つ。自

然増に係る出生数と死亡者のグラフでは、特殊合計出生率呼ばれる数が 1.86 と比較的高い数値

を維持しているが、徐々に減少していることがわかる。一方で、転入や転出による増減で、社会

増では多い年で 1,000 人、近年だと毎年 700 人が転出し、基本的に減少している。出生とは異な

り、自分の意思で住むまちを選択することができるので、明らかに別海町は選ばれていないと言

っても差し支えないかと思う。所得も多く・安全で・健康・失業率も低いまち別海を良くするた

めには、出生や死亡に関係するもの、例えば子どもをたくさん生める環境づくりや、子育環境の

充実・支援だけでなく、例えば別海町をもっと選んでもらうための事業といった、社会増に対す

る対策が効果的であることがわかった。 

平成 26 年度は、このような分析結果を説明会やパブリックコメントなどの住民参加機会を活

用しながら、選ばれるまちには何が必要なのか考える作業を進め、市街地活性化計画では【住ま

い】、【来街者】、【都市機能】の 3つに注力するよう次の方針を決定した。 

ひとつ目は豊かな地域生活の持続。 

町としては、都市計画や条例などによる独自の規制を定める予定はないが、今後新たに開発さ

れる場所において、これまで同様に上下水道や除雪、防犯灯などを用意し続けることは、今後の

人口や財政状況によっては難しくなることが予想される。また、行政サービスのほか、一定数の

需要がないと受ける事ができない民間企業サービス、例えばインターネット環境などが顕著だが、

市街地が形成されているからこそ実現できるものについても、十分なサービスを受けられない、

提供されないような状況も想定される。 

計画では、別海市街地を基本に、住民に対し制限・規制するのではなく、より住みたいエリア

として区別することで、整備を集中させ、住民の住みたい気持ちを高めていきたいと考えている。

そのためには、郊外への宅地進出や、空洞化する市街地内の対策として、まちなか居住を勧め、

コンパクトな生活圏を設定し、持続可能な生活と地域社会を維持することで事業に取り組んでい

く。 
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次に、地域活動の主役をつくること。 

現在、町では町民とともにより良い別海町を目指し、協働のまちづくりに取り組んでいるが、

今後のまちづくりにおいては、行政の足りない部分を補完する協働だけではなく、企業間の合同

など、企業と町民、または町民同士が結びつき集団化されることで、より良いまちづくりにつな

がると考えている。そのためには、住民が自主的に行う活動や学習などに関わるものとして、公

民館における集団的学習機会や活動に対する推進、ひとづくりへの支援として主にソフト面での

充実を図っていく。 

最後は、魅力ある商業地域と環境の創出。 

「集客交流産業」は、外貨獲得・一発逆転を目指す観光にクローズアップしてしまいがちだが、

一般的に地方の中心市街地に設置した交流施設だけでは、周辺の個店に営業効果を生み出さない

との調査結果もある。二つ目の柱に繋がる部分でもあるが、ひとつ一つの公共施設、事業所、店

に関係性を持たせるソフトこそが結果的に来街装置としても有効に働くものだと考える。そのた

めには、｢魅力ある商業地域と環境の創出｣の仕組みづくりについて、様々な利害の関係者が集ま

り検討すること。そして、その取り組みを行政が支援することが重要である。 

このように、市街地活性化計画では、来街者の通過点として重要な位置にある旧別海駅前周辺

を重点地区と位置づけ、集中的に展開することで、まずは住んでいる地域の人にとって望ましい

生活の質の向上を図ることとしている。 

そして、今回の矢臼別演習場周辺まちづくり構想となるが、今挙げた方針を実施するためには

元となるお金である財源を、様々な省庁の補助金や防衛省の補助金。また、近年では公共施設建

設に積極的に投資しようとする独立行政法人や財団などの民間投資などもあるが、様々なものを

比較した結果、関連事項の取り組み状況ということで、次のような取り組みを進めている。 

  総合政策課では、平成 25 年度から「別海町市街地活性化計画」の作成を進め、平成 26 年に策

定した。計画において主要施設と位置付けている「（仮称）生涯学習センター」の建設費が多大

となることから、作業を進めるとともに、有効な財源を模索していた経緯がある。一方、生涯学

習課においては、中央公民館の代替えとなる「（仮称）生涯学習センター」の建設基本構想策定

委員会を平成 25 年 12 月に設置し、7 回の委員会での検討を重ね、平成 26 年 4 月に同委員会から

答申を受けた。このように、教育委員会においても「生涯学習センター」や、老朽化した「学校

給食センター」の建替えに際し、北海道防衛局と補助金の協議を進めており、北海道防衛局から

「まちづくり事業」について提案を受けている。 

これらのことを踏まえ、防災や町民の生活の質向上に係る市街地活性化に関する計画を策定す

ることで、これまで防衛補助の対象とならなかったものも対象とすることができる防衛まちづく

り事業が、現在の別海町の課題に対し最も有利な条件であると判断した。 

次に、これまで検討を進めてきた、補助金の良い面と悪い面についてだが、国土交通省の社会

資本整備事業が補助率 40％以下となっており、今回「まちづくり構想」を策定し活用しようとす

る民生安定化事業は、補助率が 75％となっている。ただし、この防衛まちづくり事業の実施は、

施設建設までに準備期間となるまちづくり構想、別海町ではこれを「矢臼別演習場周辺まちづく

り構想」という名前にしたが、この計画策定が施設建設に先駆けて必要となる。 

まちづくり構想では、市街地活性化に係る具体的な実行計画のひとつとして、今年度を含め 3

カ年を用い、基本構想から実施計画をつくることになる。 

 

3 カ年の流れは、主に次のようになる。 

1 年目 H27 年度まちづくり構想（基本構想）：理念や目標などの考え方を決める段階 
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・基礎条件の精査 

  まちにどんな課題があるのか、どのような状況にあるのか 

  統計データや住民懇話会などでの意見 

・関連計画の把握 

  総合計画、市街地活性化計画、防災計画、民間団体の意向 

・各種想定事業 

  課題解決に向けた方法、しなくてはならないこと 

  新たなまちづくりに必要な機能 

 

2 年目 H28 年度まちづくり構想（基本計画）：形以外の基本的な事柄を決める段階 

・施設整備計画 

  建設場所、施設における機能別の内容、規模など 

  課題解決に必要な機能を具体化する 

・管理運営計画 

  施設を運営するのに必要な体制、経営的な資金 

・利用促進計画 

  施設内での利用者の想定と自主事業の想定 

  まちづくり構想補助条件である交流や防災を進める内容 

 

3 年目 H29 年度まちづくり構想（実施計画）：基本的な事柄を動かすのに必要な内容を決める段階 

・運営、収支計画 

  その施設で具体的に何を提供するのか、年度毎に複数年の内容を具体的にしたもの、事業実施

計画 

・概算設計 

  条件に合うように機能を決定し、図面・仕様を作成する 

  施設工事費の大まかな金額の確定 

 

この 3つが大臣承認されることで、次の施設建設に係る部分に進む事ができる。 

最後に検討体制として、皆さんに参加していただく住民懇話会も含め、次のような体制でまち

づくり構想の検討を進めている。町民参加としては、住民懇話会を基本に、広くまちづくりに係

り、皆さんの状況を把握するために実施したアンケート調査。また、広く町民に事業の内容を説

明して、相対的な意向を探る住民大会。計画の案を公開し、個々人からの意見を頂くパブリック

コメントを実施することで、検討を進めていきたい。その他、庁舎内部としては、職員等の会議

や、外部の関係する機関による会議等を開催しており、多くの町民の皆さんの参加、関係機関等

の協力等を受け、3 カ年を進んでいきたいと考えている。 

最後になるが、住民懇話会の皆様には、まちづくりに係る様々な部分で構いません。ご意見い

ただき、今後の別海町のまちづくりにつなげて行きたいと考えているので、 よろしくお願いい

たします。 

 

【質疑応答】 

 特になし 

 



矢臼別演習場周辺まちづくり構想住民懇話会アンケート委員説明会 

5 

 

５ まちづくり構想（基本構想）アンケート調査について（中間報告） 

 （事務局） 

実施期間を 11 月 20 日(金)からとし、無作為抽出した対象者 2,500 名の方に送付し、本日まで

に、868 通、34.72％の回答を得ている状況で、12 月 11 日時点までの 845 通の回答状況をまとめ

たものとなっている。 

  はじめのページに、回答者の属性として、男性 47.1％、女性 51.7％、以下、年齢、職業とア

ンケート項目がつづき、調査の各項目について単純集計したものとなっている。 

  資料 4ページからは、別海町の生活に係る様々な項目について「そう思う」、「どちらともいえ

ない」、「そう思わない」という回答をいただいている。「そう思う」ということでは、“車が利用

しやすいか”という項目では 6 割の方、“いま住んでいる家の満足度”や、“今住んでいる地域の

環境の良さ”も 5割を超える方が「そう思う」と回答し、“今後も別海町に住み続けたい”とい

う方も半数を超えている状況である。一方、“レジャー施設が充実しているか”という項目では、

「そう思わない」が半数を超えており、また、“公共交通機関に満足をしていない”方も 4割以

上、“他の自治体から人が訪れる魅力をもったまちとなっているか”という問いに対しても、4

割を超える方が「そう思わない」という回答結果となっている。 

  5 ページからは中央公民館の利用状況や利用する目的など、8ページからは別海地区市街地へ

の来外の機会についてなど、10 ページからは災害に関して、12 ページには自衛隊、米海兵隊に

対してなどの調査結果が記載されている。 

簡単ですが、以上で説明とさせていただきます。 

 

－[質疑応答]－ 

 

【委員】 

 最終的な報告はいつになるか。 

 

【事務局】 

 次回の懇話会時に、詳細な分析結果を報告させていただく。 

 

 

６ 住民懇話会の設置状況及び第 1 回住民懇話会の開催状況について 

 （事務局） 

資料 4 表面に住民懇話会の設置要綱、裏面に住民懇話会委員名簿とアンケート委員の住民懇話

会への参加イメージ図が記載されている。 

設置要綱については、第 1条の「設置」及び第 2条「所掌事務」は、すでに説明したとおり、

まちづくり構想の策定において、町民の皆さんからの意見を計画に反映させるために設置し、委

員の皆さんは会議において意見を述べるということが、記載されている。第 3条の「組織」につ

いては、15 名以内の委員で組織するということで、裏面に委員名簿があるが、平成 27 年度の住

民懇話会については、この 15 名により構成されることとなる。また、既に委嘱状を交付してお

り、委員の任期については平成 28 年 3 月 31 日までとなっている。第 5 条では、本懇話会に座長

及び副座長を置き、第 6 条では、座長が会議の議長として、進行役を務めていただくことなどが

定められている。座長、副座長については、第 1回の住民懇話会において選出されており、座長
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に山口長伸氏、副座長に橋本淳一氏が選出されている。 

   

  次に、資料 5 第 1 回住民懇話会の開催状況についてだが、昨年 12 月 21 日に開催された。内容

については、会議次第のとおり、委嘱状の交付や座長・副座長の選出を行った後、「まちづくり

構想の概要やアンケート調査の中間報告」など本日皆さんに説明させていただいたことと同じよ

うな内容でお話をさせていただいている。また、議案第 2 号「こうありたい別海町の将来像」と

いうことで、各委員から意見をいただいており、その概要を資料に記載している。それぞれの団

体の代表者としての立場、また、一人の町民としての立場から、各委員それぞれ意見をいただい

た。意見として、10 年後、20 年度のまちの“将来像”について「子どもが誇れるまち」にした

い。また、一度学校などで外に出ても「帰って来られる」まちにしたいなどの意見。経済に関す

る意見では、中心市街地を活性化したい。農家戸数を減らさないようにしていかなければならな

い。その他、西春別駅前、尾岱沼地区の準中心地とのネットワークの構築などの意見、交流に関

する意見や、防災に対する意見などが記載されています。また、一人の町民としてという部分で、

再度意見をいただきましたが、多くの方が同じような意見を出されていたという印象があった。 

第 2回目からの会議では、皆さんからもご意見をいただきたいと考えておりますのでよろしく

お願いします。 

  以上、次第 5 住民懇話会の設置状況及び第 1 回住民懇話会の開催状況についての説明とさせ

ていただきます。 

 

－[質疑応答]－ 

 

【委員】 

 この事業の大きな目標は、生涯学習センターの建設に向かっているのか。 

 

【事務局】 

 生涯学習センターも大きな目標の１つである。防災に係る施設や、それらを中心としたまちづく

り全体に対して今年はご意見をいただき、来年は場所等を含め、施設のありようについて希望を含

めて具体的にお話していただくということを考えている。 

 

【委員】 

 懇話会委員の中に、中春別農協も入れて欲しかった。 

 

【事務局】 

 住民懇話会を設置するにあたり、市街地の話が色濃いということから、特に関わりが深い団体と

いうことで、道東あさひ農協に入っていただいている。 

 

【事務局】 

 補足するが、3 年間かけて構想・計画をつくるということで、今年度 1 年、皆さんに委嘱してい

る。基本的には、来年、再来年も引き続きお願いしたいということで、都度改めて委嘱ということ

を考えているが、皆さんに意見をいただく機会を重ねていくなかで、新たな人の意見を聞きたい、

こういう人に入ってもらうのはどうか、というような話が広がっていった際、そのような形の取扱

いもできるようにという意味も含めてのものである。今後色々な話が具体化していくなかで、その
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ような部分があれば弾力的に考えていきたいと思っている。 

 

【委員】 

 生涯学習センターに関して、近隣市町などでも建てられており、そこの利用関係や中身について、

当然参考にしているとは思うが、町民の意見だけでなく、そういったデータなども持っているので

あれば提示などはしてもらえないか。 

 

【事務局】 

 生涯学習センターについては、所管の教育委員会等を中心としたチーム体制で、これまで根室や

中標津での状況確認をしてきた経緯がある。今年は基本構想ということで、全体的な構想をつくる

のだが、来年度以降、基本計画ということで、具体的なものについて議論させていただくことにな

る。その中でこれまで町で調べているものなどを提示していき、それも参考にしながら進め、また、

皆さんのほうからも、話し合うにあたりこんなものがあれば話しやすいのだがそのようなものは無

いのか、というような提案もいただければと思っている。 

 基となるものがあれば話しやすいと思うので、具体的に来年度以降の基本計画を進めていくなか

で提案させていただきたい。 

 

【委員】 

 1 月 19 日の住民懇話会の時には、15 名全員が集まるのか。 

 

【浦山課長】 

 はい。基本的に住民懇話会のときには、今後、本日委嘱した皆さんを含めて 15 名体制というの

が確立されたので、当日出席できる方、できない方もいらっしゃると思うが、この体制で進めてい

きたい。 

 

【委員】 

 市街地活性化計画のまちの区域の設定で、ピンク（別海地区）と緑（別海市街地）があるが、こ

れの根拠というのはあるのだろうか。 

 

【事務局】 

 ピンクの線引きの根拠は、別海地区ということで、これを調査した平成 25 年度時点での住宅の

状況や、上下水道の状況を加味したなかで線引きをしたものとなっている。なので、例えば鶴舞町

は「別海町別海鶴舞町」となってはいるが、実際にここのライン取りというのは「別海地区」とし

ての認識はもちろん皆さんもあると思うが、鶴舞町の一部には下水が整備されていないので、緑色

の「別海市街地」というなかに入ってきていない。そのようなライン取りをしている。 

 

７ 閉 会 


