
【６】 経済・産業

# 意見等 回答 担当

1
やはり経済が成り立たなければ町も会社も人もすべて成り立ちません。何かを犠牲にするの
ではなく、優先順位をつけて取り組んでほしいと思います。

ご指摘のとおり、経済的な基盤が盤石でなければ町は立ち行きません。美幌町の持続的
な経済発展を進めるために、今回の住民満足度調査をはじめとする各種調査等を参考
に、「選択と集中」の見地から優先順位を設定して今後も取り組んでいきます。

まちづくりG

2
年々町に空き家が増え過疎化していき、若い人たちが他市町村に流れ、元気がないで
す。若い人たちが残れるまちづくりをしてほしいです。

若者が地元に残り働くことのできる産業の振興は、まちづくりの基本であることから、農協、
森林組合、商工会議所等と連携して取り組んでいきます。

まちづくりG

3 産業を強化して生活できるだけの給料がもらえる職を作ってください。
商工会議所等の関係機関と連携しながら企業誘致に努めるとともに、既存企業の育成を
推進していきます。

商工観光G

4
働く人の仕事場の確保（積極的な企業の誘致）
台風、自然災害が尐ない土地です。工場誘致に力を入れてください。
（10件）

企業（工場）誘致については、広域的な取組として美幌町・大空町・津別町・北海道との連
携により「産業活性化計画」を策定し、この計画に基づいて誘致を推進しています。美幌町
はじめ大空町や津別町は、地震、台風等の自然災害が尐なく、自然環境に恵まれている
ことから、今後も、関係機関と連携を図りながら立地条件の優位性を活かした企業（工場）
誘致に努めます。

商工観光G

5 パートの賃金が低すぎる。高齢者の働くところが尐ない。失業率などの調査も必要。

北海道における最低賃金は全国で11番目ですが、東京都や神奈川県と比べると依然低
い状況にあることから、今後も最低賃金引上げを北海道等に要望していきます。
また、高齢者の就労窓口としては「みどり就労センター」がありますのでご利用ください。
失業率の調査については、町では実施していませんが、ハローワーク（国の機関）が公表し
ている有効求人率、就職率等を参考に地域の状況を把握しています。

商工観光G

6
就労問題の取組を強化していただきたい。人材リサイクル的な考え方です。（若年者の雇
用促進、退職者の雇用促進→各専門職分野の派遣会社設立等）

雇用促進については、関係機関団体と連携しながら進めているところですが、求人等につ
いては「ハローワーク」や「みどり就労センター」が就労窓口となっています。

商工観光G

7

町内の多くの商店が参加して商品表、パンフレット等を作成して、インターネット、ファックス
等で買い物ができるシステムを作り、買った品を配達、届けるやり方ができれば、高齢者、
障害者、病気を患っている人、小さな子どもがいて外出が難しい人など助かるし、商店の売
り上げも伸び活性化するのではないかと思う。

現在、美幌町では商工会議所が中心となって買い物弱者を対象とした『宅配・便利サービ
ス』をしていますが、平成26年度以降は事業内容の拡大を図り、一般町民や事業所を対
象とした『宅配移動便利サービス事業』を展開し、商店街活性化を図っていく予定です。現
在も電話やファックスでの注文を受け付けていますが、今後はさらにタブレット端末による商
品表などの導入を検討し、利便性の向上を図りながら事業を推進していきます。

商工観光G

8
スマッピーカードのプリペイドサービス（10,000→15,000になる支援）など、商店街の方々の
努力には感謝しています。スマッピーのお陰で地元で買い物する機会が増えました。続け
てほしい支援です。

スマッピーカードのプリペイドサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。同サービ
スについては、町内消費の促進につながっているものと認識しているところであり、平成26
年度も継続する予定ですので、今後ともよろしくお願いいたします。

商工観光G

9
中心市街地の活性化について、大手企業が進出する中で中心地区商店の生き残りを考
えたとき、大手企業の扱う商品の弱点を綿密に調べ、各商店はその弱点をついて専門化
していくべきではないか。例えばこの商品はウチにしかないといった考え方が必要と考える。

大規模小売店舗の進出等により、中心市街地の各商店は苦戦を強いられています。この
状況を改善し顧客を呼び戻すためには、大手企業（大規模小売店舗等）との差別化を図
る必要があり、連合商店会等の関係団体と協議を進めているところです。

商工観光G



# 意見等 回答 担当

10 中心市街地（商店街）の活性化を望みます。（21件）

中心市街地（商店街）活性化対策については、商工会議所・連合商店会等の関係機関と
連携し取り進めているところであり、各商店会等におけるイベント（夏の感謝祭など）やスマッ
ピーカードプレミアムチャージ事業、空き店舗に対する補助などを実施しています。今後も
商工会議所等の関係団体と協議を重ね、中心市街地の活性化対策を講じていきます。

商工観光G

11 中心市街地（商店街）は時代の流れでどうにもならないように思う。（4件）

中心市街地（商店街）活性化対策については、商工会議所・連合商店会等の関係機関と
連携し取り進めているところですが、大規模小売店舗の進出などの時代の流れにより、中
心市街地における消費は依然、厳しい状況となっています。今後は、地元商店の利便性
等、大規模小売店舗との差別化を図りながら顧客を呼び戻したいと考えているところであ
り、関係団体と協議を重ね、中心市街地の活性化対策を講じていきます。

商工観光G

12
中心市街地に広い駐車場があればいい。
外から来るお客さんの車を停める場所がない。
（5件）

現在の美幌町中心市街地には広い駐車場のスペースがなく、買い物にも丌便が生じてい
ることは認識しています。しかしながら、中心市街地には公用地が尐なく、町で整備をする
ことは難しい状況であり、土地及び建物の所有者の協力が必要となります。今後、商工会
議所等の関係機関と協議を重ね、課題の整理を図り、駐車場を含めた中心市街地の活
性化対策を検討していきます。

商工観光G

13
中心市街地の空き店舗等の有効活用を考えてほしい。
シャッター街をなくそう。
（3件）

シャッター街を減らして中心市街地の活性化を推進するため、空き店舗活用対策として新
規起業者等に対する家賃補助を実施しているところで、平成25年度は、飲食業を中心に
新規オープンした店舗が数か所ありました。今後も家賃補助制度や多用途利用の可能性
等を関係機関と検討し、空き店舗の有効活用を図っていきます。

商工観光G

14 空き店舗を活用して、町のイベントなどをやったらどうでしょうか？
空き店舗を活用した一時的なイベントとしては「マルシェ」や「物産展」の開催などが考えら
れるところですが、良いアイデアがありましたら是非ご意見をお寄せください。

商工観光G

15 市街地中心における物産展等の定期的な開催。
町の特産品等の販売は、JR美幌駅に隣接されている「ぽっぽ屋」で行っていますが、中心
市街地の活性化事業とのタイアップなどを今後検討していきます。

商工観光G

16 閉鎖された跡地を、人が集まるような創作ができる場所にできればと思います。
閉鎖された跡地（空き店舗等）の活用については、他自治体の成功例などを参考に、商工
会議所等の関係団体と進めていきます。

商工観光G

17 以前あった「ばじる」など憩いの場所があるといいと思います。
お食事処を備えた町民の憩いの場としての「ばじる」が閉鎖されてしまったのは残念です
が、町民の皆様が触れあえる場所の提供は今後も必要であると認識しており、同じような
施設の開設を期待しているところです。

商工観光G

18

お土産にする美幌特産品がない。特産品の開発
（例）北見の「塩焼きそば」
（町：ＪＡ：商工会議所等のプロジェクトチームを編成して専門的に開発する）
（6件）

美幌町における特産品開発はこれまで懸案事項でしたが、平成21年に商工会議所が中
心となって「ブランド化開発検討委員会」を立ち上げ、平成24年には「美幌豚醤・まるまん
ま」の開発が進み、現在は特産品として定着を図っているところです。また、「美幌豚醤・ま
るまんま」を使用した商品開発（美幌豚バーガー、メンチカツ、シューマイなど）も進んでいる
ところです。今後も関係団体等と連携しながら、特産品の開発を促進していきます。

商工観光G



# 意見等 回答 担当

19
美幌の特産物で、アイスなど、まずは若い世代が振り向く物を作ると、もっと明るいお金のあ
る町になるのでは？

アイスクリームやソフトクリームなどは、若者をはじめ老若男女問わず人気があり、北海道を
代表するスイーツの1つであると認識しています。現在、特産品開発に携わる関係団体で
は、このアイスクリームに着目し、商品開発を進めているところです。

商工観光G

20 今、美幌は素通りされている。足を止めてくれるものが必要。（2件）
ご指摘のとおり、美幌町観光の現状は通過型観光（素通り）となっており、街なかに立ち
寄ってくれるような方策が必要であることを認識しています。この点は、中心市街地の活性
化対策と併せて、商工関係機関・団体と協議しながら進めていきます。

商工観光G

21
観光に来て滞在する人が尐ないのは、宿泊するホテル等が尐ないため。
町内に、１階公衆浴場、２階・３階ビジネスホテル。あったらいいな。
（5件）

美幌町の観光は「通過型観光」の状況にあり、その原因の1つとして宿泊施設の尐なさが
挙げられます。今後、商工会議所等の関係団体と宿泊施設に関する調査をするとともに、
誘致についても検討し、「滞在型・滞留型観光」への転換を図っていきます。

商工観光G

22
観光の振興面で美幌の欠点は、温泉付の300名宿泊できるホテルがないところです。（企
業開発）

ご指摘のとおり大規模な宿泊施設の丌在が「通過型観光」の原因の1つと言われていま
す。「温泉付きの300名宿泊できるホテル」については美幌町が温泉郷ではないため誘致
は難しいところですが、一般的な宿泊施設の誘致については今後も商工会議所等の関係
団体と協議していきます。

商工観光G

23
もっと観光に力を入れてもよいと思います。美幌峠はもちろん、その途中にある白樺の街路
樹は珍しく、観光のお客様からは北海道らしい景色と喜ばれます。そういうところをもっとPR
してもよいと思う。

美幌峠の道中にある白樺の街路樹は一昔前に町で植樹したもので、通称「ロマンチック街
道」と呼ばれ景勝地の1つとなっています。平成24年9月には北海道新聞にも取り上げられ
るなど、近年、再び注目されており、今後、そのPR手法などを観光物産協会等の関係団体
と協議していきます。

商工観光G

24
美幌峠を軸として（連携して）、付加価値の高い観光を推進し、町外からの観光客を呼び
込むのはどうか。

美幌町の観光は、観光名所として知られる美幌峠を中心に推進していますが、近年、美幌
峠の入込客数が減尐していることから、誘客に向けた方策を観光物産協会等の関係団体
と協議していきます。

商工観光G

25 いつまでも自然豊であってほしいので、それを前面に出してほしい。

ご意見ありがとうございます。美幌には、語源とされる「ピ・ポロ」のとおり、今も「水多く、大い
なるところ」として北海道・オホーツクの大自然が豊かに残っています。また、美幌峠からの
眺望は天下の絶景と謳われています。今後も、この豊かな自然を「地域資源」として生か
し、美幌の魅力を発信していきます。

まちづくりG

26 観光場所を増やしてほしい。
美幌町は観光といえば「美幌峠」ですが、他にも「古梅ダム」や「翠明の滝」など、隠れた景
勝地があります。町内にどのような観光資源が存在しているのか再発掘しながら観光の振
興を図っていきます。

商工観光G

27
観光名所の峠だけでなく、市街地周辺にも「道の駅」を設置するのはどうか？
また、年1回のイベントだけでは効果がないと思う。
（2件）

現在の「道の駅」は、観光入込客数が落ち込んでいた時期に「美幌峠レストハウス」をリ
ニューアルオープンしたこともあり、誘客の起爆剤の1つとして登録（開設）したものです。そ
して、ご意見のとおり、街なかにも「道の駅」を開設することで、さらなる来訪客の増加と町の
活性化が見込まれるところであり、今後、「道の駅」を含めた利便性の高い施設の設置につ
いて検討していきます。

商工観光G



# 意見等 回答 担当

28
他町村は道の駅を重点に町の発展に努力をして資金を稼いでいる。美幌町はもっと道の
駅に力を入れるべきです。現在の道の駅は他町村と比較し、恥ずかしい道の駅と常々考え
ているが、町の意見は・・・。

現在の「道の駅・ぐるっとパノラマ美幌峠」は、雑誌の「道の駅」ランキングにおいて常に上位
に位置し、利用者の方々からは高い評価をいただいているところです。しかしながら、街な
かからは遠く、町全体の経済効果から考えた場合、今後、第2の「道の駅」を街なかに開設
することを検討する必要があると考えています。

商工観光G

29

地域のためにも、お金を稼ぐことをもっと考えた方がいい。気軽に立ち寄れる場所。街の中
に道の駅のような駐車場付きで年中無休を目指して、物産、食堂、野菜、ファーストフー
ド、手作りの食品、スペースある休憩所、プラスアルファなど。遠くから来町してまでも価値
あるものがあればと思う。本州とは比べものにならない。　参考になる町はたくさんあるは
ず。　芽室町、ニセコ町、東川町・・・がんばってほしい。町民もがんばるから。

「道の駅」を活用して地域活性化や産業・観光振興を進めているケースが多く見られ、本
町も、他自治体の成功例を参考にしながら、事業展開の可能性等を関係機関等と検討し
ていきます。

商工観光G

30
峠の湯にもっと大規模なドライブイン、物産館的な施設を併設しては。峠の道の駅と同じ
ルートだが。ぽっぽ屋は雰囲気、品種共にみすぼらしい。

「峠の湯びほろ」に物産館的な施設を併設することは現在考えていませんが、平成26年4
月以降、「峠の湯びほろ」施設内の売店を一部見直し、内容の充実を予定しています。
「ぽっぽ屋」については、朝採り野菜などの美幌産品を中心に品揃えしていますが、取扱商
品についてはニーズの高い品物を置くなど、今後も創意工夫していきます。

商工観光G

31
家族皆で休日に出かけられる公園がほしい（自然があり、花があり、遊具があり、小動物が
居る）。美幌には良いところがあるとイメージできるもの。

町内にはせせらぎ公園、郊外にはみどりの村など自然豊かな緑地がありますので、是非お
出かけください。

建設G

32
観光の面で空港←→美幌間の交通の丌便さ、旅行者を迎え入れるためだけでなく、美幌
から出かけるためにも、もっと手軽なバスがあるとよい。

空港連絡バスは、北見～空港線が美幌バイパスを経由しています。美幌市街地からは、
網走バスの網走～美幌線の一部が空港を経由をしていますが、全ての発着便に対応して
いない状態となっていますので、今後も関係機関に要望していきます。

まちづくりG

33
美幌町あげての他に負けないイベント等が見受けられない。（盛り上がりや魅力に欠ける）
（6件）

美幌町には「和牛まつり」や「びほろ夏まつり」などのイベントがあり、来場者数も多く評価を
いただいていると認識していますが、さらなる内容の充実を図り、今後も魅力あるイベントに
なるよう工夫していきます。

商工観光G

34 イベント（和牛まつり、特に冬まつりに対して）内容の検討と見直し（冬まつりは場所の移動）

現在の「冬まつり」の開催場所については、街なかから遠く、見直しを検討しているところで
すが、適地（広い土地及び駐車スペース）が見つからず苦慮しているところです。また、各イ
ベントの内容については、それぞれの実行委員会と協議し、多くの来場者の方々に喜んで
いただけるイベントを開催できるよう、内容の充実に努めます。

商工観光G

35 町民の楽しめるイベント等が多いのが一番よいかと思います。 今後も、町民の方々をはじめ来場者の皆様に喜んでいただけるイベントにしていきます。 商工観光G

36
イベントが尐ない。もしくはあっても規模が小さいものをたくさんするくらいなら大きいものをし
てほしい。あと、どこで何をするのか、全くわからない。（2件）

大きなイベントを開催するには多額の経費と町民の皆様のご協力（運営従事者等）が必要
となることをご理解願います。また、開催等の案内については、町のホームページ、広報
誌、チラシ等により、極力多くの方々に周知しているところです。

商工観光G



# 意見等 回答 担当

37 イベントは尐々マンネリ化している気がします。
平成25年に開催された「びほろ夏まつり」では、今までになかった「美(B)級グルメ」の開催
など、創意工夫をしました。今後も、各イベントにおいてマンネリ化にならないよう、内容の充
実を図っていきます。

商工観光G

38
びほろ焼き肉まつりは、田村まつりと名前変えたら？また、近隣町村では有名歌手などを呼
んでいるが、美幌のイベント等に来るのは無名なゲストばかりである。美幌は一番大きい町
なのにどうしたの？と友人から言われる。無名の人なら呼ばないほうがよい。（2件）

「美幌和牛まつり」は、多くの方々や法人のご協力のもと開催しています。また、歌謡ステー
ジの芸能人については、それぞれの市町村によって予算額も異なり、予算に応じたゲストと
なっていることをご理解願います。

商工観光G

39 もっとイベント等に「ぎゅうたろう」を出してほしいです。
ゆるキャラ「ぎゅうたろう」は、美幌町の各イベントに積極的に出演しているほか、オホーツク
管内で組織される「オホ☆キャラ隊」にも属し、町内外のイベントで活躍しています。

商工観光G

40 もっと美幌町をPRすべき。（２件）
ご指摘のとおり、美幌町には、まだまだ魅力的なもの、PRできる資源が潜在的にあると思わ
れることから、それらの発掘や新たな特産品の開発などが進んでいるところです。また、
Facebookやtwitterを利用したPR手法も検討しています。

まちづくりG

41 農業と観光に50年先どりした政策を。

ＴＰＰ問題や農政改革等により先行き丌透明な状況にありますが、農業の根幹である安心
で安全な農作物の提供については、あらゆる状況下においても即応できる担い手の育成、
農地の確保、基盤整備等を進め、基幹産業としての持続的な農業振興を図っていきま
す。また、農業と観光との連携による第6次産業化の取組等についても推進していきます。

農政G

42
本州から若い人たちが農業に感心をもって移住している。もっとアピールし、若者を取り込
む施策を。

本町では、農業への強い関心と就農意欲のある新規就農者の育成、そして農家子弟の経
営継承による農業担い手の確保を積極的に進め、町内各地域で農業実践をしているとこ
ろです。今後も、あらゆる機会を通じて農業の持つ魅力や充実感をPRしながら、意欲ある
農業担い手の確保に努めます。

農政G

43 農協との連携協力強化。
本町は、農協と、農業分野のみならず地域経済活性化についても連携協力しながら、各
種事業を取り進めています。今後もよりよい協力関係を築きながら、本町の産業振興のた
めに連携強化を図っていきます。

農政G

44
日本がTPPに参加することに賛成です。そうしないと日本もそうだし世界各国に新しい希望
と未来はありません。全部ダメになります。今だからこそ活路を見つけることができるし、真
価が問われる時期だと思います。

TPP交渉で重要品目が関税撤廃となれば、本町の基幹産業である農業生産や関連産業
に年308億円の影響があると試算しており、町の崩壊につながると危惧しています。TPPは
農業以外の医療、金融、保険、公共事業など多くの分野にわたり、私たちの生活に影響を
不える問題です。

農政G

45 第1次産業の振興を希望します。TPP（農業関係）丌安に思います。
TPP問題は、農業や経済を大きく左右する重要な問題であり、また、農業、林業等の第1次
産業は、環境や国土保全等の多面的機能を有する極めて重要な産業であると認識してい
ます。本町では、今後も第1次産業を基幹産業と位置付けて振興を図っていきます。

農政G



# 意見等 回答 担当

46 TPP等で大変な農業のために、農産物イベントの充実を。

本町は原料供給型の農業生産が主たる生産構造となっていますが、農産物や加工食品
の付加価値を高めていくことも極めて重要であると考えています。今後も、引き続き消費者
と生産者との交流をとおして新鮮な地場農産物を多くの方々に理解していただくために、直
接販売等、地産地消の取組を進めていきます。

農政G

47 農業の繁忙期に農作業を求職者に斡旋すればよいのではないか。
農業従事者の減尐により、農作業労働力の確保が課題となっています。今後も農業経営
の法人化や企業との連携による農作業受委託について、農業者、関係機関、団体と連携
して検討を進めます。

農政G

48
ビートは健康によいので、美幌で生産してもっと特産物としてうまく売り出せないのか。ビート
を使った特産物をもっと美幌町から作って売れないのか。最近ビートは注目を浴び始めて
いるのでもったいない。本気で本州や海外に営業すればいいのに。（2件）

てん菜は北海道特産の砂糖の原料となるものですが、その絞りかすはビートパルプとなって
家畜の重要な食料となり、さらに葉の部分は畑に鋤込み、緑肥として利用されています。ま
た、副産物のビートオリゴ糖は、健康食品・調味料として大変重宝されています。このよう
に、てん菜は捨てるところの尐ない極めて利用度の高い作物であり、今後も生産を維持・拡
大したいと考えています。道内の主産地では、すでに、てん菜を使用したお酒やお菓子づく
りの取組が進んでいるところであり、本町においても製糖企業と連携し、その可能性を検討
していきます。

農政G

49
農林振興は町の振興の重要な部分です。TPPの問題もありますが担い手問題と規模拡大
に取り組んでいただきたいと思います。

農林業は本町の産業構造の中心的役割を担っており、その生産性とともに農業と林業が
持つ多面的機能の発揮が大きく見直されてきています。それぞれが安定して持続的な産
業として発展するには、担い手の確保と規模拡大による低コスト化等が丌可欠であり、その
取組について引き続き事業推進を図っていきます。
なお、林業においては、国際認証であるFSC認証を取得し、国際基準に則った管理経営が
進んでいます。また、FSC認証林から出材された木材の差別化を図るとともに、普及を促進
し、規模の拡大に取り組んでいます。

農政G
耕地林務G


