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１．未来会議実施概要

 

（１）団体向けワークショップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各団体に所属する若者が日々何を感じ、何を（将来の）課題と考えているかを把握し、地域課題の解決の

ための地域力向上に向けた関係性構築・団体との協働の可能性等について検討する。 

 時間は１９~２１時。 

 人数は２０名程度。１テーブル４人程度までとし、最大５グループ程度が望ましい。 

 グループ分けによるワークショップ形式。 

 全体ファシリテーターは総合計画担当（ぎょうせい）が担当（１名）。 

 リーダー（発表者）はその場で決定します。 

 

項目 概要 説明担当 
時間 

（目安） 

１．開会  あいさつ、ワークショップの趣旨説明など。 
 総合計画を作成するにあたって各団体及び若者の意

見（生の声）を伺いたい旨を伝える。 
村事務局 5 分 

２．会議概要説明  会議の進め方（全体、個別）について簡単に説明。 ぎょうせい 10 分 

３．検討事項の説明 
①これからの課題・

取り組むべきこと 

 総合計画の概要については述べない。 
 テーマごとの資料を提示し、現在の問題やこれから起こ

り得る問題について考えさせるきっかけをつくる。 
ぎょうせい 20 分 

４．意見交換  （３．の説明等を受けて）各テーブルで所属している
団体の現状や感じている課題（将来起こり得る課
題）などについて意見交換を行う。 

 テーマに即したこれから起こり得る課題に対して、各団
体や個人が何をすべきか検討する（自助・互助・共
助・公助）。 

ぎょうせい 50 分 

５．発表  各テーブルで話し合った内容を共有（発表）する。 
 リーダーによる発表。 

ぎょうせい 30 分 

６．閉会  あいさつ（連絡事項など含む） 村事務局 5 分 

 

 リーダーがとりまとめた資料を基に、それぞれの計画で必要な内容を抽出し、各事務局と調整のうえ、整

理する。 

 

 

 

 

（２）住民向けワークショップ 

 

 

 

 各地区の住民（参加者）が日々何を感じ、何を（将来の）課題と考えているかを把握し、地域課題の解決

のための地域力向上に向けた関係性構築・地域の役割の明確化を図る。 

 時間は１９~２１時（最大 2h を予定しているが、参加人数次第では１時間半程度でも可）。 

 人数は１０～３０名程度。１テーブル６人程度までとし、最大５グループ程度が望ましい。 

 グループ分けによるワークショップ形式。 

 全体ファシリテーターは総合計画担当（ぎょうせい）が担当（１名）。 

 リーダー（発表者）はその場で参加者の中から決定。 

 

項目 概要 説明担当 
時間 

（目安） 

１．開会  あいさつ、ワークショップの趣旨説明など。 
 総合計画を作成するにあたって地域の状況（生の

声）を伺いたい旨を伝える。 
村事務局 5 分 

２．会議概要説明  会議の進め方（全体、個別）について簡単に説明。 ぎょうせい 10 分 

３．検討事項の説明 
①これからの課題・

取り組むべきこと 

 住民主体的な協働の事例等を発表 
 現在の問題やこれから起こり得る問題について考えさせ

るきっかけをつくる。 
 団体ワークショップで出た意見等を紹介する。 

ぎょうせい 20 分 

４．意見交換  （３．の説明等を受けて）各テーブルで居住している
地区の現状や感じている課題（将来起こり得る課
題）などについて意見交換を行う。 

 これから起こり得る課題に対して地域が何をすべきか検
討する（「①人口」、「②農業」、「③外国人」及び「④
住民参画」）。 

ぎょうせい 50 分 

５．発表  各テーブルで話し合った内容を共有（発表）する。 
 リーダーによる発表。 

ぎょうせい 30 分 

６．閉会  あいさつ（連絡事項など含む） 村事務局 5 分 

 

 リーダーがとりまとめた資料を基に、それぞれの計画で必要な内容を抽出し、各事務局と調整のうえ、整

理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特定のテーマにしぼって、ワークショップ形式で行う調査の一つです。 

 テーマが定まっていることで、参加者のモチベーションも高くなり、ワークシ

ョップ形式で実施することで、自由な会話の場で他の参加者の刺激を受けなが

ら自分の意見を述べることが可能です。 

 各種団体の若手に参加してもらうことで、“団体の意見”ではない視点でテーマ

に沿った意見を発表してもらいます。なかなかまちづくりのワークショップ等

には参加が難しい若者を、団体を通じて参加してもらうことに意義があります。 

 コーディネーターは担当研究員が行います。 
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（３）テーマ及び具体的手法 

 

① テーマ 

 

大テーマ「住みたくなる・住み続けたくなる留寿都村をめざして」 

小テーマ「①人口」、「②農業」、「③外国人」、「④子育て」、「⑤買物難民」、「⑥住民参画」、「⑦観光」 

 

② 「未来会議」の進め方 

 

  ●テーブルに４または５人で座る。 

 ※４人は「聞く」「話す」のバランスが最も良いとされています。 

●検討事項について２０分程度で区切りますので、短時間で全員が意見を言い合えるようにしてください。 

●テーブルの上に拡げてある模造紙に、自由に書き込みを行ってください。 

 

③ 未来会議におけるルール・原則 

ルール 原則 

・職員に要望・要求をぶつける会議ではありません。 

（建設的な意見をお願いします。） 

・職員は住民の生の声が聞ける、絶好の機会として参加

しています。 

・予算や規制、しがらみやマンパワーなどは考慮しない

ものとして、かつ実現可能か不可能かの結論は出さな

いものとして自由な意見出しをお願いします。 

・意見交換会ではありません。自分の意見を出し、他者

の意見取り入れて、より良いまちづくりの方向性を見

出しましょう。 

「批判、否定をしない」 

・他人の意見を批判、否定は厳禁！ 

・結論を断定することも×です。 

「自由奔放」 

・笑われるかも、はひょっとするとすごいアイデアかも。 

・すごいアイデアの最初はいつも笑いもの。 

「質より量」 

・できるだけ多くのアイデアを。 

・出し続けることで斬新なアイデアが湧き出ることも。 

「連想と結合」（発散と収束） 

・他人の意見を聞き、連想を働かせましょう。 

・他人の意見に自分のアイディアを加えて新しい意見と

して出しましょう。 

 

④ ラウンドごとの検討 

ラウンド 検討事項 

①第１ラウンド（今の確認） 

 

「テーマにおいて自慢できるところ、改善した方がいいところは

何ですか」 

②第２ラウンド（未来の確認） 

 

「10 年後、テーマにおいて今と比べるとどこがどのように変わっ

ていますか」 

③第３ラウンド（未来を良くするために） 

 

「テーマにおいて、良いところを伸ばし、改善するべきを改善す

るためには何が必要だと思いますか」 

 

⑤ 模造紙のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．未来会議実施結果 

実施日 会議名 会場 参加者数 

７月 23 日（火） 未来会議（関係団体） 

留寿都村公民館 ２階 研修室 

19 人 

８月５日（月） 第１回 未来会議（住民） 11 人 

８月 19 日（月） 第２回 未来会議（住民） 16 人 

８月 28 日（水） 第３回 未来会議（住民） 15 人 
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（１）未来会議（関係団体）【概要】   ７月 23 日（火） 

■ テーマ 1 人口 

今の確認 未来の確認（10 年後） 
未来を良くするために 

自慢できるところ 改善した方が良いところ ポジティブな意見 ネガティブな意見 

・外国人が増えている 

・子どもの出生が増えているように思

う 

 

・村民が減少している 

・外から入ってくる人が少ない 

・定住者が増えていない 

・リゾートがあるのに若者が入ってこ

ない 

・子どもの数が減っている 

・保育士さんが少ない 

・買い物難民 

・商店が減少 

・交流の場がない 

・冬場の雪問題 

・飲み屋が少ない 

・病院に行くのが大変 

・留寿都高校に進学コースができる 

・若者の割合が増える 

・後継者が増える 

・外国人の方が増える 

・外国人の子どもが増えている 

・飲みや・屋台村ができている 

・キッチンカー増加 

・移動販売が主流 

・買物バス開始 

 

・農家減少 

 

・役場ではない「村」の総合窓口をつくる 

・道の駅を中心に発展 

・勉強会や情報交換の場をつくる 

・移動販売は地元のお店と連携 

・働く場所の増加 

・住宅の増加 

・独身者に出会いの場をつくり、パートナーができる

環境をつくる 

 

【発表の概要】 

今の確認    

・村民が、今は減少している。 ・日本人は減っていて、外国人は増えているという認識。 ・定住者も含めて外から入ってくる人が少ない。  

・子どもは減っていると感じている人がいる一方、子どもの出生率が高いのではないかと見えている部分もある。 ・村に、希望、夢を持って入ってくる若者が少ない。 ・保育士が少ない。 

・商店が減少しており、買い物難民がいて、交流の場が少なく、飲み屋も少ない。 ・病院に行くのが大変であるという医療に関しての問題点もある 

・冬の除雪の問題。留寿都村を離れていく人は、やはり雪の問題があるので、そこが解消されれば留寿都にいられるのかもしれない。札幌など、雪の少ない、豊浦や伊達、壮瞥のほうに行ってしまっているのではないか。 

 

10 年後の未来   

・留寿都高校が、今は農業と福祉だが、進学コースができているのではないか。 ・若者の割合が増えているということは、後継者が増えている。 

・留寿都では、農業従事者でも、親子、孫と後継者が回復している。ほかの地域に比べると、まだいい状態ではあるのではないか。ただし、農家全体としては減少している 

・外国人は今よりもかなり増えてくる。 ・外国人の子どもの割合も各段に、10 年後には増えているのではないか。 

・交流の場がないということで、そういう飲み屋、屋台村のようなものができている。 ・道の駅のキッチンカーがもっと増えているのではないか。  

・買い物難民に対してのサポート、移動販売が今よりももっと盛んになっているのではないか。 ・役場がテスト的にやっている買い物バスも定期的に走るようになっているのではないか。 

 

未来を良くするために  

・何でも行政、役場に頼るが、役場ではない、村の何か架け橋になるような窓口があると良い。道の駅を中心にいろいろ発展していくと良い。 

・道の駅を中心とした発展、今は道の駅が６時で終わるが、９時、10 時まで何かやれるよう、さらに夜もにぎわうような、村の発展の拠点になっていく。 

・移動販売をやるにあたり、今ある地元のお店と提携しながら充実させる。 ・うまくいっている地域の情報などを学ぶ勉強の場を積極的につくり、勉強していく必要がある。 

・人口を増やしていくために一番重要なのは、働く場の増加と、住居の増加。  

・夫婦が増え、子どもが生まれ、それが広がることが重要。結婚というか、そういうのを前提としていくような独身者の出会いの場をつくっていく必要がある。 
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■ テーマ２ 農業 

今の確認 未来の確認（10 年後） 
未来を良くするために 

自慢できるところ 改善した方が良いところ ポジティブな意見 ネガティブな意見 

・注目されている野菜が多い 

・ブランド野菜がある 

・農家が儲かっている 

・機械化が進んでいる 

・野菜が新鮮でおいしい 

・野菜は健康に良い 

・ダイコンの形がきれいで白い 

・長芋 小さくても大きくても味は同

じ 

・温泉の熱を利用してホワイトつくる

と良いな 

・昔と比べると楽になっている 

・豊かな大地 ジャガイモ花がステキ 

・レトルトカレー８００円 

・農家の減少 

・人手が足りなくなっている 

・家族経営が多い 

・シカ等が増えている 

・熊を見た 気を付けよう 

・加工品が少ない 

・農家の人が潤わないと周りの人が潤

わない 

・アスパラガスが減っている 

 

 

・スマート農業 ＩＣＴ化 

・ドローンが飛んでいる 

・経営面積が倍になる 

・機械の大型化 

・畑に人間がおらず、機械化されてい

る 

・農家カフェ 自分の家の野菜 

・世界の向けて輸出する 

・加工場の増加 

・カレーを食べよう 

・一人で農家ができているかも 

・嫁さんと子どもが大勢いる 

・農家が減っている 

・作りづらい畑が放土地になる 

・シカが増えている 

・長生きをしよう 

・加工して輸出する 

・ルスツの野菜を食べる 

・男同士でも婚活支援 

・婚活支援を多くする 

・同性愛のすすめ 

・外国人を増やしましょう 

・農家の人がストレス発散するために、集まる場所が

必要（ラウンドワンとか） 

・ＩＣＴへの補助 

・基盤整備への補助 

・食育活動 

・異業種で情報共有 

・昔の良いところを思い出そう 

・人とのつながり 

 

【発表の概要】 

今の確認      

・注目されている野菜が多い。 ・ブランド野菜がある。 ・農家が儲かっている。 ・機械化が進んでいる ・農家の減少が毎年ある。 ・人手が少なくなってきている。 

 

10 年後の未来    

・スマート農業が進んでいたり、ドローンが飛んでいたりする。 ・農家の軒数が減っていって、経営面積は倍になっている。 ・機械が大型化している。 

・そこまでネガティブな意見は出なかったが、昔の農業を知っている人たちがたくさんいたので、将来なるであろうという農業のこういった姿は本当に良いのかという話があった。 

 

未来を良くするために   

・後継者不足なので、婚活支援の回数を多くして、そういったチャンスを増やせれば良い。 ・人によっては、男同士でも良いから結婚することで、人手不足も解決されるのではないか。 

・加工して輸出する ・農家と農家以外の業種の人との交流の場所が少ないので、農家と農家以外の人が交流できる場所をつくったら良い。 

・留寿都村全体で情報の共有をすることが、大切なのではないか。 ・農家がストレス発散するために、ラウンドワン等ができたら良い。 

・ICT の補助や基盤整備の補助（村に対する意見）。 ・労働者不足ということで、外国人労働者についても考えると良い。 ・留寿都の野菜を食べて、地産地消して、みんなで仲良くしましょうという意見があった。 
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■ テーマ３ 外国人 

今の確認 未来の確認（10 年後） 
未来を良くするために 

自慢できるところ 改善した方が良いところ ポジティブな意見 ネガティブな意見 

・人口の一割 

・増加する在日外国人 

・観光として（スキー客） 

・宿泊としている 

・商業参画 

・居住 

・空き家の買い取り シェアハウス 

・在日外国人との共生 

・定住とは別もの 

・働くところは少ない 

・国の性質 

・文化の違い 言葉のカベ 

・言葉のフォロー 

・子ども・学校 

・食（宗教） 

・差別 人種 種類 

・現金 クレジットカード 

・ゴミ認識 

・医療 カードが使えない 

・移動（バス） 

・人口２割 

・表記が変わっている（日・英など） 

・労働力は観光相手 

・でも観光もっと多国籍 

・定住 or 観光 

・IR できたら 

・IR からのショッピングモール 商工

発展 

・新アクティビティ他商売 

・海外の食材のお店 

・海外のまちができる 

・外国人経営者の増加 

・お祭（外国人事業主） 

・インターナショナルスクール 

・外国人の定住は微妙 

・ルスツリゾートの周りがニセコ化 

・地元の人がほぼ高齢者 

・ゴミ認識 

・医療 カードが使えない 

・移動（バス） 

・人口増→受け入れ体制 寄り添う 

・異文化交流 勉強 

・地元の人との交流 

・住む所 

・生活環境 

・衣食住 

・ルスツのルール 

・表記・言葉 

・海外受けする農作物 

・他町村との交流 

・アンテナショップ発信先 

 

【発表の概要】 

今の確認   

・人口の約１割が外国人で、今後、ますます増えていくのではないか。 ・今の外国人は主に観光、スキー客が多く、留寿都で働くということではない。働く場所が少ないということもある。 

・ルスツリゾート等で働いている人の子どもが何人か学校に入っており、そこに向けた国や地域の特性、食生活等を考慮したフォローが必要。 

・商工について、観光客だからということもあるが、ほとんど現金払いでクレジットカードが使えない。医療や日々の生活の買い物で、クレジットカードが使えるところが村には少ない。 

 

10 年後の未来   

・近くにニセコがあるので、リゾートの周りが倶知安の山田地区のようになるのではないか。 

・IR ができたら、その周辺からショッピングモールや海外の食材の店など、リゾート周辺を中心に外国の人が増えていくのではないか。 

・労働力としては、ニセコを見る限り、観光業界が主となる。 ・現在国が言うような農業者の労働力というところは少ないのではないか。 

・10 年後も、働く場は観光業界で、さらに多国籍になっていくのではないか。 ・観光客相手の職場で働く人が増えることから、インターナショナルスクール的なところができる。 

・外国人主催のイベントなども行われるのではないか。   

 

未来を良くするために  

・「今の確認」も、「未来の確認」も、どちらかというと観光の方に目がいったが、外国人住民の方向性が、観光になるのか、定住してくれるのかで、「未来を良くするために」が変わる。 

・観光の場合、短期住民の受け入れ態勢というか、村民が外国人をおもてなしするような感じ。 定住の場合、外国人が留寿都のルール等も受け入れて、地元とのつながりを強く持ってくれることが必要。 

・村への要望、今のごみ袋は日本語表記で、わからない外国人がいるかもしれないので、英語表記のごみ袋をつくる。  

・診療所ではクレジットカードが使えないということなので、そういったところに対応する体制づくりをする。  

・リゾートやその周辺にコミュニティができた場合の、そこから生活用品購入の場への移動手段の拡充。 
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■ テーマ４ 住民参画 

今の確認 未来の確認（10 年後） 
未来を良くするために 

自慢できるところ 改善した方が良いところ ポジティブな意見 ネガティブな意見 

・花の堆肥の提供 ・シルバー人材がない 

・住民とのコミュニケーション場所ない 

・楽しみをつくる場所ない 

・喫茶店みたいな場所がない 

・自分が参加していないからわからない 

・他の祭等に参加してない 

・お祭等やっていても参加しない 

・学びの場がない 

・子どもたちの遊び場・学びの場がない 

・図書館がない 

・夏のスポーツの祭がない 

・村行事に参加・協力 

・祭り等多く参画してほしい 

・村民が一度に参画できる行事 

・ビール会・ビアガーデン 

・お酒がない 

・村民が集まって、酒を飲んで、話し合

えない（飲酒運転になる） 

・団体の現状がわからない 

・リゾートの温泉に入りたい 

・リゾートの巡回バスがない 

・留寿都温泉がせまい 

 ・行事がなくなる 

・楽しみがなくなる 

・子どもたちは家で遊ぶ 

・学ぶ場所がないから他町村へ学びに

行く 

・老人が交通が不便で都会に出る 

・音楽フェスをやる 

・カラオケ広場 

・留寿都温泉を広くしてほしい 

・ボランティア精神をもちましょう 

・映画館がある 

・キャンプ場 

・農産物加工等に定年が参加してほしい 

・人とのつながりをつくる 

・お寺の１本化 

・１年に２回村住民で集まりたい 

・良い人材を見つける 

・子ども時代から村行事に参加する環境づくり 

・人を知る 

・村まつりの充実 

・村の主催の花火大会 

・アニメのフェス 

 

【発表の概要】 

今の確認  

・村祭りや村行事をやっていても、自分たちの団体がやっている行事にしか参加しないので、何をやっているのかが、わかっていない人のほうが多い。 

 

10 年後の未来   

・このままでいくと、村行事は盛り上がらなくなり、なくなっていくものの方が多くなるかもしれない。 ・出かける場所がないということで、子どもたちは家で遊ぶことが多くなる。 

・学ぶ場所がなくて、子どもたちは限られたものしか学ぶことができず、やりたいことがあれば村外に出ていってしまう。 

・老人の交通について、もっとできることがあるのではないか。   

 

未来を良くするために  

・子どものときから村行事に参加する環境づくりをする。親が行事に出て、そういう環境をつくってあげればこの先も行事が続いていける。  

・村に頼るばかりでなく、自分たちでも何かフェスをやるとか、もっと楽しめるカラオケ広場など、人が集まれることをやっていく。  

・村主催での花火大会等をやったり、本当に住民が楽しめることを行う。   
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（２）第１回 未来会議（住民）概要   ８月５日（月） 

■ テーマ  子育て 

今の確認 未来の確認（10 年後） 
未来を良くするために 

自慢できるところ 改善した方が良いところ ポジティブな意見 ネガティブな意見 

・素敵な保育所 

・子どもセンターぽっけ新しくてきれ

い 

・カワイイ園児いっぱい 

・中学から親元を離れる子どもがいる 

・以前は子どもに生の演劇を見せよう

と親が頑張っていた 

・かつては公民館で 10 年くらいコン

サートしていた 

・勉強はできる 

・保育士が足りない 

・保育所以外に預ける所がない 

・他町村は給食が出る高校 

・教育費はいくら？ 

・高校への通学不便 バスがない 

・村の子が留寿都高校に行かない 

・留高生減少 

・子育て世代が暮らす住宅がない 

・真狩高校は京極までスクールバスで

迎えに来る 

・親も一緒にいなくなるケース 

・自宅から通える普通科高校が選べな

い 

・子ども達が将来のことあまり考えて

いない 

・チャイルドシートをつけるためには

車が小さいが、大きい車が買えない 

・スマホやゲームで遊ぶことが多そう 

・外で鬼ごっこ、缶蹴りしている子ど

もいない 

・ダメダメと言われる 

・今自由に遊ぶ場所がない 

 

・通学費助成 

・新幹線で札幌に通学できる 倶知安

までの足があれば 

・学校・保育所 運動会が村全体の関

心ごと、楽しみになっていると良い 

・子どもの数が増えていると良い 

・留寿都生れの子ども達が村に戻って

くる 

・教育費が 0 円（給食もタダ） 

・教育費用の負担なし 

・経済事情関わらず、進みたい道に進

めると良い 

・移住者が増えて、子育て世代が増え

る 

・勉強の補填ができる環境があると良

い 

・外国人の子どもが入学？ 

・外国人が当たり前の保育所、学校に

なっている 

・留高の魅力ＵＰして生徒ＵＰ 

・留寿都高校スクールバス  

・魅力ある学科 

・看護科をつくる 

・保育士の充実 専門性ＵＰ 

・子どもが他町村とふれあえる 

・子どもはもっと減る 

・村にリターンしても働く場所が限ら

れる 

・型にはまった子どもにしかならない 

・札幌市近郊の学校にしか行かなくな

る 

・学校があるか不安 

・誰が子どもたちの将来を負担するの

だろう 

 

・まずはお金がかからない 

・留寿都村で子育て世代 特色ある助成・補助（医療

費免除） 

・子どもを必要な時だけ、預かってもらえる制度 

・保育士を増やすために村の魅力をつくる 

・若い子が住みたいと思える村にする 

・保育所・小中学校の教育レベルは高くあってほしい 

・留高普通科が充実 進学希望者の受け口 

 

【発表の概要】 

未来を良くするために    

・まずはお金がかからなことが大事。 ・留寿都村で子育て世代に対して、特色のある助成や補助医療費が免除など、これだったら留寿都村に子どもと一緒に住みたいというようなものがあれば、子どもも増える。 

・他町村にはない、留寿都村だけの特色あるサービス。 ・村に若い人が住みたいと思える魅力がないのかもしれない。 ・募集しても来ないのは、条件だけじゃなくて、住環境など、そういったものの影響。 

・若い子が住みたいと思える村にする。 ・子どもが必要なときにだけ、保育所だけじゃなくて預かってもらえるというような制度が、留寿都村だけにあれば、子育て世代にとっては良い。 

・小学校、中学校の教育レベルが高くあってほしい。 ・塾などがなく、生徒が少ない分、中学校までの教育レベルが高くあると良い。 ・留寿都高校に普通科があってほしい。 

・大学の進学希望者の受け口になるような、農業だとか福祉に特化したものだけでなく、進学に特化したものがあると、留寿都から普通科、留寿都高校に行く子どもたちもふえるのではないか。 
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■ テーマ 買物難民 

今の確認 未来の確認（10 年後） 
未来を良くするために 

自慢できるところ 改善した方が良いところ ポジティブな意見 ポジティブな意見 

・買物車の支援 

・移動支援 

・ボランティア 

・何のためのビアガーデン？日ただ買

って飲食するだけ 

・休憩できる場所がない 

・車がないと好きなことができない 

・車がない 

・車が運転できない 

・自分の力で運転して買い物に行けな

い 

・思うように歩けない 

・大量の買い物ができない 

・バスがあまり通ってない 

・公共の乗物の便が悪い 

・配送の充実がない 

・家族に頼れない煩わしさ がまんし

ている 

・車ないと高齢者は死活問題 

・妻に先立たれた高齢者は弁当変えな

いと生活できない でも体は元気 

・一つの店ですまない 

・ハマナスクラブなくなる 

・地元で魚が買えない 

・冬の買い物が行けない 

・移動販売車が増える 

・通販がさらに増加している 

・インターネットで買い、配達される 

・留寿都でしか買えないものが置いて

ある店 

・ボランティア組織で移動支援 

・福祉の充実 連れてってくれる 

・車を運転できる人が、買い物したい

人たちを連れていくルールができる 

・通学バスの利用 子どもと高齢者の

交流 

・自動運転車による買い物支援ができ

ている 

・買い物バスが定期的に運行 

・買い物ツアーがある 

・大型スーパーと村が協力して、買い

物バス兼病院バスを出している 

・リゾートにショッピングモールがで

きて、何でも買える 

・大型スーパーができる 

・楽しみながら買い物ができている 

・道路の除雪の改善している 

・地元の商工会（商店）が活性してて

ほしい 

           

・おしゃれなカフェ開店 

・配食サービス充実 

・学校給食センターで配食つくっても

らう 

       

・思い切って、あまり営業していない小売店を無くし

て、中規模の百貨店をつくる 

・お年寄りのために、その百貨店が買い物バスを出す 

・行きたい時に行きたい環境 

・公共の乗物の便を良く 

・買い物バス定期的に 

・街の景観を良くする 街並みの整備→街に人が集ま

る対策 

・バスツアー増やす 

・移動販売車の増加 

・すぐに配達してほしい 

・玄関まで 

・スクールバス兼用 

・できないという観念を一旦置いておく 

・地元の店でインターネット販売 

・買い物代行ボランティア 

・ひとりに負担がかからないように 

 

改善した方が良いところ ネガティブな意見 

・お店がもうからない 

・大きな店（スーパーなど）がない 

・ホームセンター的なお店がない 

・本屋がない 

・道の駅の営業終了時間が早い 

・商店街がなくさみしい感じ 

・良い質のものがない 

・店が少ない 

・店が減ってきている 

・生鮮食品が充実していない 

・店に品物の数が少ない 

・看板・屋号のある店がセブン・ロー

ソン・セコマ・ハマナス・道の駅等

他が目立たない 

・移動販売車が市街地しかこない 

・近くの店まで遠い 

・徒歩で行けるお店が少ない 

・喫茶店がない 

・お店が閉店している 

・個人商店が減少している 

・交流しなくなる 

・世間がせまくなっている 

・頼る家族がいない 

・健康被害→精神不健康 

・大型スーパーできたことにより傾く

人もいる 

 

【発表の概要】 

未来を良くするために      

・思い切って留寿都のお店を一つにまとめて、大きな百貨店みたいな店にしたらどうだろうか。 ・買い物に行きたいときに行ける環境であれば良い。 

・公共の乗り物の便をよくする、買い物バスツアーを定期的に開催する。 ・買い物バスツアーも、バス停とかではなく個人のお宅の玄関まで。荷物も運んでもらえると、大きい物も買い物がしやすい。 

・スクールバスの運行していないときに、スクールバスを兼用したら良い。 ・移動販売車がふえてほしい。 ・移動販売車の回ってくる日にちも、一週間後とかではなく、欲しいときにすぐ持ってきてもらえる配達サービス。 

・買いたいものをすぐ買いたいという感じだと良い。 ・買い物代行や移動支援のボランティアもあると良い。 ・地元のお店がインターネット販売をしている良い。 ・買い物をされる方の負担がかからないと良い。 
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（３）第２回 未来会議（住民）概要   ８月 19 日（月） 

■ テーマ  農業 A 

今の確認 未来の確認（10 年後） 
未来を良くするために 

自慢できるところ 改善した方が良いところ ポジティブな意見 ポジティブな意見 

・跡取りの若者はそこそこいる 

・道の駅で地元の農産物を買えるのは

良いことだ 

・大規模経営多い 

・道の駅きれいで野菜も豊富 

・農業所得が他の地区より高そう 

・じゃがいも・だいこんなどルスツブ

ランド有名 

 

・跡取りがいなくて離農している 

・跡取りがいるところ、いないところ

の差がはげしい 

・アグリ女子が少ない 

・農家青年の活気が無さげ 

・主要作物をルスツで食べられるショ

ップが少ない（ブランド力をいかし

ていない） 

・自家野菜を使ってのレストランなど

がない 

・道の駅以外で買える所がない 

・農家と関わることが少ない 

・個人で売り込み少ない 

・ブランド力を生かした作物の売り方

をあまりしていない 

・大根ピックの第１位の料理が一向に

商品化されない 一過性？ 

・離農したところの土地を利用、買え

る法人がある 

 

・無人の直売所が増える  

・新規就農受入れ 

・今のまま行けば、それなりに子どもは

いそう 

・共同経営のお店が出店している 

・農業に興味のある女性の体験農業増え

る 

・農家をやる外人が増える 

・機械化されて労働負担が少なくなって

いる 

・ルスツブランドの野菜の種類が増える 

・作れる野菜や果物が気候で変わってく

る 

・農家１家の規模が大きくなる 

・法人化したり…大きな農業 

・特産品の加工場・商品化 

・従業員増加 

・留高の特色化 新規就農できるレベル 

・離農したところの畑を高校で使う 

 

・高校産野菜の直売所拡大 高校ブラン

ド 

・嫁対策 大イベントする 

・女の人がトラクター乗る 

・鹿牧場ができているかも 

・個人農家でブランド野菜のネット販売 

・だんなが後ろから小さいイモ拾う 

・特産の野菜の良さを知らせる試食を道の駅で展開し

ては！ 

・ルスツブランドの野菜の６次化 

・大根以外の料理 おいしいもの発掘 

・原発以外の自然エネルギーを使います 

・大根ピック以外 長いも じゃがいもとか 

・留寿都野菜の使い道料理教室 

・有機栽培の安全な野菜をつくる 

・新規就農者への有利な制度つくり 

・留寿都豚・野菜のブランド力 UP 

・留寿都産農作物を直売できるアプリをつくる！ 

・農家と他の人との協力体制 

・お試しセット 野菜 

・住民が留寿都の農業を理解する 

・鹿肉食べる 

・工場を作って箱詰め発送してくれる 

・野菜セットの販売 例えばカレー 豚汁 

・商業と農業の協力 お店 

・農家の人と町の人と交流会を！！ 

・地産地消のお店ができる 

 

改善した方が良いところ ネガティブな意見 

・農作物をつかったアイデア商品少な

い 

・地元の子はあまり農業高校に行かな

い 

・農業高校の卒業者が農家をついでい

ない 

・農業人口は別に多くない気がする 

将来が心配 

・農家さんの数が減る 

 

 

【発表の概要】 

・留寿都でとれている野菜が道の駅以外になかなか買える場所がない ・アグリ女子が少ない ・農家の青年の活気がない ・ジャガイモ、大根などブランドがあるが、そこを個人で売り込んでいるところが少ない 

・農家と農家じゃない人たちがかかわることが少ないので知っている人が少ない ・農業高校の卒業生が農家の後を継ぐことが少ない 近い未来の話、離農する方も多いので、新規就労の受け入れがあると良い 

・道の駅以外に留寿都の野菜を買えるところが少ないので、農家など直売所、無人でも増えると良い ・離農した空いた畑を法人化して活用できると良い  

・離農した畑を留寿都高校で活用し、本格的なもう少し何か、農家のことが学べるような学校になったら良い ・留寿都は鹿が多いので、鹿牧場ができ、鹿料理が提供できたら良い 

・留寿都の野菜、道の駅以外では買えないので、ネット販売とかがあると良い ・特産品の加工所ができたり、それを商品化するところ ・その先の未来として、その商品化された野菜とかのネット販売ができたら良い 

・そのアプリが開発されて、アプリで簡単に物が買えるようになったら、それを販売する加工所ができて、そこで働く人がふえ、それを詰めて発送する建物とか工場ができたら良い 

・商品化することによって、農家と商工の人たちとか、町の人たちも、もう少し交流が深められる ・商業と農業の協力をして、何かそういうお店ができたりすると良い 

・鹿肉を食べるという話が出ていたので、鹿対策も考える ・地産地消のお店ができると良い  
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■ テーマ 農業 B 

今の確認 未来の確認（10 年後） 
未来を良くするために 

自慢できるところ 改善した方が良いところ ポジティブな意見 ネガティブな意見 

・新しい設備が多い 

・JA を通さないで流通している農家も

多い 

・道の駅に出している人も多い 

・技術がある（品質が高い） 

・大根工場が新しくなった 

・耕作面積が広い 

・しっかりとした輪づくりができてい

る 

・冬はニセコやリゾートで働く場所が

ある 

・若い農家さん多い 

・畑が平 

・作っている物は美味しいらしい 

・農業法人がある 

・外国人も働いている 

・安い（価格） 

・農家のアルバイトがある 

・ブランド豚 

・留寿都豚すごく美味しい 

・どんどん市売れている 

・農薬結構使ってるかも 

・新規参入しづらい（補助がない？） 

・シンボル不在 

・外への PR をそこまでしていない 

・試食コーナーがあると良い 

・留寿都のブランド力が不明 

・新規就農者が少ない 

・人手が足りない 

・畑と畑が遠い 

・儲かっている人と逆の差が激し

い！？ 

・忙しい 

・離農する方がいる 

・留寿都豚のイメージ今ひとつ 

・手間のかかる野菜を作らなくなって

いる 減っている 

・豚が人口の数倍 

・未来の経営者は高い意識をもってい

る人たちだと思う 

・外国人向けのブランド野菜を作る 

・農業の良さを皆に広げる 

・AI ロボット参入 

・無農薬（減農薬）野菜作り 

・後継者育成 

・ドローン使用で効率化 

・生活の一部にする（各家庭）（すべて

の村民が） 

・古民家レストラン 留寿都野菜を使

って 

・求人情報を手軽に確認できる 

・やる人はやっている（効率化） 

・外国人労働者がいる 

 ・新規就農しやすい環境 

・後継者いないところを救うべく法人化 

・補助金増加 

・農業体験の場を増やす 男女問わず 

・人手不足の農家さんのための登録制お手伝いさん 

・一人ひとりが村民を意識する できることからやっ

ていく 

・独身農家さんの婚活イベント 

・ネット販売を増やす 

・共通言語を増やす 専門問わず 

・何に困っているかをあきらめず考える 

・シンボルをつくる（ブランド・キャッチコピー） 

 

【発表の概要】 

・大根が留寿都では有名だがこれといって、シンボルというものがない ・ブランドの豚とかもある ・すごく畑がよく、技術力も高いので、良い作物がとれているので、もうちょっと PR しも良い 

・もうかっている農家と、離農する方が結構いる ・10 年後、ロボット、AI、ドローンなどそういったものがでてくるのではないか ・補助金がなかったりで新規参入しづらい ・後継者育成 ・外国人増 

・後継者が増えていくように、農家と農家がいっしょになって、補助金増加や新規参入しやすい環境をつくる ・農業の体験をして魅力を PR していけたら良い ・婚活イベントを充実させ人口を増やす 

・外国人の方もそうだがどんな方でも、専門を問わず入っていけるようになれば良い   
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■ 外国人 C 

今の確認 未来の確認（10 年後） 
未来を良くするために 

自慢できるところ 改善した方が良いところ ポジティブな意見 ポジティブな意見 

・サツドラにいっぱいいる 

・冬になると増える 

・観光客なのかな？住んでいる人なの

かな？ 

・スカーフ巻いてる人が多い 

・サイクリングで来る人が増えた 

・多国籍化している 

・土地をいっぱい買っている 

・冬の方が夏より観光客が多い 

・迷惑と感じる程近くに住んでいない 

・外国人観光客が増えた 

・空き家を外国の人が買っているとい

う話をよく聞く 

・中国人の観光客が増えてきている 

・寂しそうに歩く母と子を見かけると

声をかけたくなる 

・外国人就労者が増えた 

・民泊利用者が増えた 

・子ども（幼い）は屈託なく遊んでい

る（保育所・小学校） 

・ニセコは英語話せる 

・現在ある英会話サークルなど、知ら

ない人が多い もっと活用 

・道南バスのマナーが悪い 

・留寿都で仕事をしている人たちとの

接点がない 

・外国人が増えてきているのに対して、

外国語を話せる人が増えない 

・リゾート→村内の交通手段が乏しい 

・外国人対応表記が少ない 

・外国人がどういう村にしてほしいか

直接聞いているのか 

・外国人の人と接点がない 

・英語上達する人もそのままの人も 

・ハーフの子どもモデルに 

・家族世帯が増えていそう 

・外国人が増えている 

・子どもの英語力 UP 

・学校に外国人が増える 

・就労外国人の増加 

・もともとの住民との交流が進む 

・夜も少しはにぎやかのなる 

・外国人が増えて人口 2,000 人 keep 

・村民と外国人の自然交流が増える 

・外国人への訪問ヘルパーも 

・ニセコみたいになる 

・民泊施設が増えそう 

・役場・HP・警察・社協・お店 英語

話せるようになる 

・英語だけじゃなく中国語もしゃべれ

る人が必要になる 

・前川さんが英語話せるようになる 

・ゴミの分別ルール浸透 

・留寿都の良い所を守りながら変化す

る 

 

・IR が実現するかで大きく変わる 

・店が増えてほしい 

・おしゃれな街になる 

・文化の壁 

・外国風のイベントをする 

・外国語の標識が増える 

・スマホ通訳システム向上 

・村民との交流の場をつくる 

・外国人受け入れ馴れしている地域から情報を得る 

・プロの中間業者 外人↔村民の間の架け橋的存在必

要 

・空き家を外国人向けのシェアハウスに 

・クレジットカード対応の店を増やす 

・バス or タクシーを増やす 

・村民の welcome な姿勢大事 

・英語版の回覧板作って外国人も町内会に入りやすい

ようにする 

・外国語を話せる（対応）できる人を増やす 

・外国人の受け入れ態勢をつくるために商業発達がそ

もそも必要 

・外人↔村民交流会 

ネガティブな意見 

・働き口が必要になる 

・うるさくなりそう 

・スラム化 

・異文化を受け入れられない人が苦し

むかも 

・無保険の人も出てくる 

・生活困難？困窮？？の外国人もいる

かも 

・今の飲食店がそのまま残っているか 

・外国人と日本人トラブルやもめ事を

どうやって解決するか 

・ルール守りや理解に手こずりそう 

・中国語は難しい 

・ひょっとしたら原発で何かあって外

国人減少 

・ひょっとしたら温暖化で雪が減って

外国人減少 

 

【発表の概要】 

・外国人が増えてくる ・最近では中国人の観光客が増えてきているイメージ ・民泊の利用がふえた 

・ウェスティンリゾート、ウェスティンホテルだと金額が高いので、なるべく村内のところの民泊施設を使うほうが安く済むという人が増えてきた 

・外国人が増えてきているのに対して、外国語が話せる人は増えていない ・10 年後も変わらず外国人が増えてくるのではないかという意見  

・逆に、温暖化、原発の問題でいろいろ、外国人は逆に減っていくのではという予想 ・今後、外国人がふえて、人口 2,000 人以上キープしたい ・ハーフの子どもが生まれて、ゆくゆくモデルになっていけたら 

・村民と外国人の交流の場をつくる ・プロの業者さんに外国人と村民の間に立ってもらい、設定ができる場を設けていけば、仲良くなっていけるのではないかな ・バスやタクシーの本数を増やす 

・外国人の受け入れ態勢をつくるために、まず、商業施設の発展は欠かせない ・クレジットカードを使える店をもっと増やしたほうが、外国人は来やすくなると思う ・役場と商工業者が連携して進めていけたら良い 
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■ 外国人 D 

今の確認 未来の確認（10 年後） 
未来を良くするために 

自慢できるところ 改善した方が良いところ ポジティブな意見 ポジティブな意見 

・色々な国から来ている 

・外国人きている 

・外国人増加中 

・外国人は道の駅でも良く見かける（欧

米＋東南アジア） 

・イスラムの人も割といる 

・起業する人が増えている 民泊とか 

・早朝道路で遊んでいる 

・働いている外国人も増えている 

 

・サツドラでレジが混む 

・外国人がきていても現状のまま 

・入口で話し込む、レジ付近でたまる 

・文化の違い？ルール、考え方の違い？

とまどう 

・できることだらけなのに何もしてい

ない 

・交流の場がない 

・言語だけでなく存在としての通訳不

在 

・外国人の受入れ態勢がない 

・村内で外国語サインが見られない 

・バス停で困っている人を見た 

・道の駅では外国語対応ができていな

い 

・言葉がわからない 

・ちょっとこわい 

・意思疎通が難しい 

・コミュニケーション難しい 

・留寿都の人が 3 か国語を話せるよう

になっている 

・どのお店も外国人対応ができる人を

雇っている（5 か国語とか） 

・リゾートと村の間に循環バスが運行

される 

・英語スクールができている 

・村民が出て、外国人の住人増える 

・人手不足の介護や医療のスタッフ、

農業に外国人が増える 

・中国語・台湾語・韓国語が準公用語

で定着 

・外国人居住ブロックができている 

・標識が外国語対応できている 

・外国人労働者が増えていく 

・外国人向けコンビニができている 

・インターナショナルスクールができ

ている 

 

・留寿都村 HP が外国語対応になって

いる 

・外国料理屋さんができてそう！ 

・各施設に外国語を話せる人が配置さ

れる 

・外国人専用の病院できる 

・ハーフの子も増えそう！かわいい

よ！ 

・スケートパークができてそう！ 

・免税店ができている 

・モスクができる 

・外国人墓地ができる 

・定期的に交流の機会をつくる 

・外国語が対応できる店員、村職員が増えると良い 

・来週の未来会議に呼ぶ 

・月 1 回公民館でイベント 

・村内の移動が良くなっている（バス・タクシーなど） 

・イベントのためのバス・タクシーが便利に利用でき

る様になると良い 

・ポケットを国際交流カラオケに！ 

・インターナショナルスクールをつくる 

・農業体験ツアー 

・写経ツアー 

・座禅ツアー 

・若者が集まるカフェができている 

・診療所で外国人相談会 

・外人の健康診断助成あり！ 

・盆踊りに呼ぶ 

・「ようこそ留寿都」新しくきた方への暮らし方説明会 

ネガティブな意見 

・外国人特に中国人に土地を買占めら

れている 

 

 

【発表の概要】 

・現状の意見では、まず、外国人はふえている ・いろんな国からふえており、欧米も東南アジアもふえていて、定住者の方も見られる ・そういった方に対するサインや標識など外国の表記物が非常になさ過ぎる 

・販売している所なでは対応ができていなく、集まった人が滞ってしまっている ・実際にもっと交流したいと思っている 

・10 年後はさらに外国人が増えている ・増えていくに応じていろんな設備関連ができてくる  

・インターナショナルスクール・外国向きの料理屋・病院などが増えるにつれ、ホームページなど外国語が使われるようになってくる ・パートナーや可愛い子どもたちも増えてきていると想定できる 

・10 年後に向けてどうしたら良いか、その外国人と交流できる機会やスペースがほしい ・具体的にポケットでカラオケ交流 ・日本の文化に触れてもらえるような体験ツアー 

・農業体験ツアー、座禅ツアー、写経ツアーでなど、いろんなその体験ツアーができたら良い ・村との交流で、盆踊りであるとかそういったイベントにも参画できれば良い 
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（４）第３回 未来会議（住民）概要   ８月 28 日（水） 

■ テーマ  観光 

今の確認 未来の確認（10 年後） 
未来を良くするために 

自慢できるところ 改善した方が良いところ ポジティブな意見 ネガティブな意見 

・外国人観光客が多い 

・R リゾートホテルありき 

・産業まつり年々増えている 

・カジノ 

・ネームバリューある（有名） 

・札幌→洞爺線バスがある 

・道の駅の駐車場広い、遊べる 

・花火が観られる（一般の方が観られ

るのは案外知られていない） 

・大きなゴルフ場がある 

・自然が多く水がおいしい 

・パラグライダーが飛べる 

・自然が多いのでアクティビティも豊

富 

・スキーコースがたくさんある 

 

・ニセコが有名 

・観光客はリゾート内に行く人がほと

んど 

・交通費が高い 

・おまつりがあまり有名じゃない 

・観光場所のかたより 

・特定の人たちにしか知られていない 

・読めない地名 

・路線バスの本数が少ない 

・豚肉のアピールが足りない 

・飲食店が少ない 

・観光名所が少ない 

・滞在観光より通過観光メイン 

・宿泊施設がリゾート周辺以外に少な

い 

・リゾートホテルあるが交通の不便さ 

・ゆるキャラの知名度が低い 

・ルスツから近隣町村の名所に行く交

通手段が少ない 

・留寿都名物がみそまんじゅうしかな

く、日持ちがしない 

・道南バスで近隣名所めぐりを企画し

ているが、知られているのか？ 

・熊が出る 

 

・世界の RUSUTSU へ 

・外国人向けのお店が増える 

・ルスツ豚が有名に！！ 

・村においしい食べ物屋さんが増える 

・日本人＜外国人と観光客の割合が逆転

しているかも 

・外国人爆増！！ニセコ化 

・リゾート以外の観光名所をつくろ

う！！道の駅に桜を植える ６月に花

見 

・観光客を呼べるイベントができている 

・倶知安駅発着の周遊バスができる 

・桜の名所をつくる 

・道の駅の裏でフェス！ 

・ほうぼうコンサートが有名に！来年

30 回 

・若者が集まるイベントをやろう！！

（フェス・キャンプイベント） 

・芝桜復活（住民参画） 

・日本人の観光増える 

・羊蹄山映えをもっとアピール 

・農業体験型の観光が増える 

・民泊施設が増えている（外国人向け） 

・おしゃれなイベント、インスタ映えス

ポットをつくる 

・「よさこい」から観光客が流れるよう

に 6 月に花見！ 

・カフェやペンションが増えている 

・市街地以外の三ノ原 五ノ原など観光

スポット 

・キャンプ場をつくろう（温泉付き）リ

ゾート温泉 

・道の駅が発展して観光客が増える 

・リゾートと村、分裂 

・リゾートが儲かって村にお金が落ちな

い 

・リゾート周辺だけ発展しているかも 

・道南バス（札↔洞）が廃止される 

・高級品ばかり増えて日用品買えない 

・ますますルスツリゾートと村がはなれ

る 

・リゾートだけ有名 

・ルスツリゾートばかり栄えて、村は店

や人がさらに減る 

・さわがしくなっている 

・高級化して気軽の遊びに来れないかも 

・スキーチケット高騰化 お金持ち向け

になる 

・地元民はおいてけぼり 

 

・留寿都村が農村であることをもっと PR する 

・英語表記 中国語 韓国語 色んな国の 

・企業誘致 リゾートだけじゃなく、競争 

・ルスツでしか食べられない食物をつくる！（足止め） 

・留寿都のことを SNS などで拡散 ユーチューバ— 

・女子ウケする何かつくる 

・ご当地メニューをつくる 

・ルスツでしか買えないお土産・食べ物・グッズ 

・スイーツのお店をつくる 

・ルスツリゾートとのコラボ 

・アクティビティスポットをつくる 

・安い宿を増やす（民泊含め） 

・写真をとるスポットをつくる 

・日帰り BBQ スポットをつくる（どんどん市）あるか

ら 

・ルスツでしか見れない景色 

・赤い靴ふるさと公園を素敵にする 

・ルスツ神社パワースポットが有名に（お守りなど） 

・村外の人を対象の体験ものがあれば 

・重兵衛沼をメジャーにする 

・有名商品とのコラボもあり？ 

・テレビ・映画ロケ 

・PR して CM 呼び込む 

・るすっぴー動くゆるキャラに 

・るすっぴの妹もつくって村の PR 

・石崎くんユーチューバ—に 

・ルスツブランドのアピール 

・友美をテレビに！ 
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■ テーマ 人口 

今の確認 未来の確認（10 年後） 
未来を良くするために 

自慢できるところ 改善した方が良いところ ポジティブな意見 ネガティブな意見 

・中学生まで医療費無料 

・子どもはわりと多い（いる？） 

・野菜をただで食べられる 

・介護施設がある 働く場所としても

ある 

・市街地に人口が集中 

・加森観光があり、若者が一定数いる 

・生活に便利な場所（地域）が決まっ

ているので市街地に集中しやすい 

・リゾート職員で人口増 

・空き家を外人が買う 

・若い後継者が帰ってくる 

・女性が元気 

・都市部にわりと近い位置に留寿都村

がある 

・千歳・小樽・札幌・苫小牧・函館も

わりと近い 

・町内会のつながり 知り合い 

・静かで良い 

・だいたい顔見知り 

・治安が良い 

・高齢者が優しい 

・子どもがのびのびと過ごせる 

 

・住宅がないから増えない 

・高齢化 25％低いが… 

・人が都市へ出て行ってしまう（札幌

等） 

・進学する高校が限られて、転出する

若者が多い 

・働く場所の数が少ない 

・病院が少なく都市に移住 

・働ける場所（就業場所）が少ないた

め若い人が少なめ 

・離農する人が多く、部落の人数減 

・商店が少なくなった 

・カムバックする人少ない 

・国際カップル少ない 

・在宅生活の限界が早い 福祉サービ

ス量少ない 

・外国人がいるがふれあいがない 

・リゾートの人とはほとんど関わりが

ない 

・嫁対策 だんな対策 

・仕事リタイヤした人が転出しちゃう 

・外国人が増える 

・外国人ばかり 

・外国人労働者が増える 

・空き家が増える 

・加森はまだある 

・英会話スクールができている 

・介護施設が増える 

・ルスツ温泉がでかくなっている 

・GPS トラクターばかりになる 

・大学まで医療費無料 

・外人が集まるバーができる 

・農業の大規模経営 

・外国人の定住者が増える（ニセコみ

たいに） 

 

・畑に空きがでてくる 

・加森はあるが従業員の高齢化 

・介護施設がいっぱいで入れない 

・子どもの数が減る 

・店が閉店している 

・治安が悪くなる 

・商店がへる（なくなる） 

・農業従事者が減る 

・今の 10 代 20 代が村にいない気が

する 

・子どももスキー人口減少 

・バスがなくなる 

・高校がなくなる 

・避暑 ワーキングスペース（IT 系）夏に東京から作

業場移す 

・企業誘致 加森以外の企業 競争 働き手が増える 

・住宅を増やす 

・若者・高齢者それぞれのシェアハウスができている 

やすらぎの郷的な by くらもとそう 

・買い物が便利になる 

・若い人に魅力がある施設をつくる 

・個人事業主が増えるように、開業する補助金があれ

ば良い せめて近隣並みに… 

・終活拠点をつくる 

・交通手段の充実（バス・タクシー）→利用者が増え

る 

・キャンプ場・アスレチックなど遊ぶ所 

・インターネットや宅配での買い物が便利になる 

・若者にとってメリットを！！楽しいイベント！ルス

ツリゾートタダ！！ 

・自然をアピールする 星空 夕日 

・子どもの医療費が大学まで無料（22 歳まで） 

・教育の充実 留寿都高校が進学校に？！ 

・体験住宅数週間 移住体験 

・教育資金の 3/4 助成 

・コストコ・IKEA 来い！！ 

・山の奥に刑務所 

・国際カップルが増える 

・千歳↔ルスツ直行便増で住みたくなる 

・集団見合い 後継増える 

・新規就農者へ助成を！ 

・ブランド作物をつくり儲ける 離農 STOP！ 

・色んな職種と知り合う機会をつくる 

・カジノ 

・全村 Wifi 化している 

・光回線全村 

・朝日 TV のぱくり「人生の楽園」的な場所 
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■ 住民参画 

今の確認 未来の確認（10 年後） 
未来を良くするために 

自慢できるところ 改善した方が良いところ ポジティブな意見 ネガティブな意見 

・花いっぱい運動（5 月下旬・6 月上

旬） 

・ふるさとまつりお手伝い 

・産業まつり（8 月末）JA 青年・女性 

・フリープランネットワーク利用の活

動 

・盆踊りの踊り手さん参加 

・ビアガーデン（商工会・農家） 

・フリースタイルスキー教室 

・盆踊り（8 月 14 日）女性団体連絡

協議会 

・青年部ビール会 

・少年団（野球・スキー・陸上） 

・街頭指導・PTA・交通安全指導員 

・それぞれ個々のやる気の大きさの違

い 

・コミュニティがない！ 

・情報がない 

・集まる場所がない 

・企画が限られる…？ 

・リーダーとなる人がいない 

・子ども会 減ってきている（3 町内

会）→個人主義になっている 

・村に参加していなくて、どんなこと

があるのかわからない！ 

・若者がボランティアする機会がない、

集まる機会もない 

・買い物など自分で頼んで個人的に行

ってもらう 

・自分で除雪しないといけない 

・近隣住民が知らない人 

・たくさんの人が集まる場所ができて

いる 

・リーダーをつくる育てる研修ができ

る 

・特典をつけてイベントを盛り上げる 

・互いに声をかけ合いボランティア参

加している 

・業者とつながりのあるリーダー現る 

・SNS で集いを周知 

・スポーツジムができている 

・町内会・子ども会関係ない集まりが

できているかも 

・同時通訳の性能が良くなり、外国人

との交流が増える 

・知り合いが増える集いの計画 

・子ども対象ではなく大人向けのスキ

ー教室ができる 

・国際交流のイベント増える 

・専門分野の良い所を生かして形とし

ていく 

・多業種との連携を図り 

・スノーボード教室ができる 

・人とのつながり！！ 

・リーダー的存在がいなくなり集まり

が少なくなる 

・まつり減少 

・イベントに参加する人が少なくなる 

・町内会なくなる？ 

・全てのイベント減少 

・子ども会もなくなる？ 

 

・生まれ年の飲み会 世代間交流 

・リーダー育成 

・すごい特典のイベントをつくる 

・気軽に立ち寄れる場所 

・お年寄りのサロン 

・交流する、話をする、関係性をつくる 

・行政まかせにしない 

・住民がまちづくりをする主体という自覚をもつ 

・住民参加型まつりをつくる 

・誘い合い 

・村民運動会復活 ふれあい 

・まつりの日、みんな仕事休み 

・神社のみこしトラックじゃなくする 若者が担

ぐ！！ 

・「大変だから…」マイナス原因でイベントを減らさな

い 

・ルスツ名物をアピールする村まつり 

・若者の協議体をつくって街づくりを考える 

・イベント事を盛り上げる改革をする いつも通りを

やめる 

・飲み会イベントをつくる 

・送迎付きの飲み会 安いハッピーアワー 

・主催側が疲弊しないイベント 協力が必要 

・まずは町内会イベント 

・住民が集まる施設をつくる 

・ルスツリゾート全村民開放 

・総合体育館をつくる 
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３．未来会議の結果分析 

（１）全体を通して 

全４回にわたるワークショップにおいて、参加者が比較的若い世代が多かったこともあり、雰囲気は活気が

あり和やかな中で行われました。また、各テーマにおいて前向きな意見が数多く挙げられたことも特徴の一つ

であり、アイデアを多く出すことによって、お金を多くかけなくても実現できる可能性のある取り組みも散見

されます。 

 

（２）テーマ別意見の特徴 

① 人口 

役場ではない「村」の総合窓口をつくる 左記は、「未来を良くするために」から

抜粋したものです。 

人口減少が深刻になりつつある中、移住

者に向けてどのように留寿都村をアピー

ルしていくべきか多くの示唆が見られま

す。 

役場に依存する提案ばかりでなく、村民

や団体が自力でできることもあり、留寿都

村としての移住政策の方向性と役割分担

を村民とともに検討していく機会を作っ

ていくきっかけになったと言えます。 

道の駅を中心に発展 

移動販売は地元のお店と連携 

住宅の増加 

独身者に出会いの場をつくり、パートナーができる環境をつくる 

避暑 ワーキングスペース（IT 系）夏に東京から作業場移す 

若者・高齢者それぞれのシェアハウスができている 

インターネットや宅配での買い物が便利になる 

自然をアピールする 星空 夕日 

体験住宅数週間 移住体験 

全村 Wifi 化している 

 

② 農業 

ルスツブランドの野菜の６次化 左記は、「未来を良くするために」から

抜粋したものです。 

野菜の一大生産地でもある農業は、加工

や食べ物としての売り出しを国内外に向

けて行っていくことが多く提案されてい

ます。 

また、人手不足や単身者への婚活支援な

どについても意見が出されており、今後の

取り組みとして、農業＝農業振興だけでな

く、農家さんの悩みや周辺も含めた取組が

重要になってくることが示唆されていま

す。 

農産物の海外展開が流通技術の進歩等

により飛躍的に高まっている時代におい

て、留寿都農家と村、住民、商店が一体と

なってブランド化に向けた取組をしてい

く分岐点にあることがうかがえます。 

大根以外の料理 おいしいもの発掘 

留寿都野菜の使い道料理教室 

加工して輸出する 

お試しセット 野菜 

ルスツの野菜を食べる 

男同士でも婚活支援 

独身農家さんの婚活イベント 

外国人を増やしましょう 

人手不足の農家さんのための登録制お手伝いさん 

農家の人がストレス発散するために、集まる場所が必要（ラウンド

ワンとか） 

基盤整備への補助 

異業種で情報共有 

農家の人と町の人と交流会 

地産地消のお店 

何に困っているかをあきらめず考える 

シンボルをつくる（ブランド・キャッチコピー） 

③ 外国人 

移動（バス） 左記は、「未来を良くするために」から

抜粋したものです。 

外国人に対しても比較的前向きな意見

が多く出されています。今までルスツリゾ

ートを中心に訪れる外国人との交流があ

まりないことを残念に思う住民も多くい

ることがわかります。 

外国人との交流においては、盆踊りや公

民館でのイベント等、具体的な提案もあ

り、また、外国人移住者に対しても説明会

の開催や英語の回覧板作成といった意見

も出され、快く受け入れる姿勢を具体化し

ていく方策も提案されています。 

実現可能なものから実施していくこと

も検討していく必要があります。 

人口増→受け入れ体制 寄り添う 

異文化交流 勉強 

住む所 

ルスツのルール 

月 1 回公民館でイベント 

盆踊りに呼ぶ 

村民との交流の場をつくる 

表記・言葉 

海外受けする農作物 

クレジットカード対応の店を増やす 

村民の welcome な姿勢大事 

英語版の回覧板作って外国人も町内会に入りやすいようにする 

外国語が対応できる店員、村職員が増えると良い 

インターナショナルスクールをつくる 

診療所で外国人相談会 

「ようこそ留寿都」新しくきた方への暮らし方説明会 

 

④ 住民参画 

音楽フェス 左記は、「未来を良くするために」から

抜粋したものです。 

住民参画はまだまだこれからという認

識が強く感じられる意見が多くあります。

伸びしろがあるという点では、非常に重要

なテーマです。 

「まずは集まること」、「顔なじみになる

こと」が重要なステップであることが示唆

される提案が多くあります。 

できる人がやれるような住民参画の仕

組みづくりに向けて、情報共有と場づくり

が非常に重要であることが示唆されてい

ます。 

留寿都温泉を広く 

農産物加工等に定年が参加してほしい 

１年に２回村住民で集まりたい 

村まつりの充実 

生まれ年の飲み会 世代間交流 

すごい特典のイベントをつくる 

お年寄りのサロン 

まつりの日、みんな仕事休み 

神社のみこしトラックじゃなくする 若者が担ぐ！！ 

イベント事を盛り上げる改革をする いつも通りをやめる 

飲み会イベントをつくる 

主催側が疲弊しないイベント 協力が必要 

 

⑤ 子育て 

留寿都村で子育て世代 特色ある助成・補助（医療費免除） 左記は、「未来を良くするために」から

抜粋したものです。 

預かりと教育レベルが現代の子育てに

おいて重要であることが示唆されていま

す。 

子どもを必要な時だけ、預かってもらえる制度 

保育士を増やすために村の魅力をつくる 

保育所・小中学校の教育レベルは高く 

留高普通科が充実 
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⑥ 買物難民 

行きたい時に行きたい環境 左記は、「未来を良くするために」から

抜粋したものです。 

公用車の活用やネット販売、移動販売な

ど手段に関する提案が多くみられます。固

定概念を捨てて、最新技術にも目を向けな

がら商業振興を図っていくことの重要性

が示唆されています。 

買い物バス定期的に 

公共の乗物の便を良く 

移動販売車の増加 

スクールバス兼用 

できないという観念を一旦置いておく 

地元の店でインターネット販売 

買い物代行ボランティア 

 

⑦ 観光 

女子ウケする何かつくる 左記は、「未来を良くするために」から

抜粋したものです。 

村内にある優れた、しかしあまり知られ

ていない観光資源の掘り起こしが重要で

あることを示唆しています。また、情報発

信についても工夫を凝らしていく必要性

があります。 

英語表記 中国語 韓国語 色んな国の 

ルスツでしか食べられない食物をつくる 

留寿都のことを SNS などで拡散 ユーチューバ― 

アクティビティスポットをつくる 

写真をとるスポットをつくる 

テレビ・映画ロケ 

 

 

 


