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主催 全国小さくても輝く自治体フォーラムの会

in

今、東京一極集中が加速し、人口減少に歯止めがかからない状況が続いています。地方創生が打ち

出される以前から、地方は自発的に人口減少に負けない総合的な地域づくりに真摯に取り組んできまし

た。なかでも小規模自治体は、「田園回帰」の流れの中の主役として、小さいからこそできるチャレンジを

続け、数多くの成果をあげています。このことは、「平成の大合併」の失敗や道州制の非現実性をあらた

めて認識させるとともに、農山漁村の小規模自治体を「消滅可能性自治体」としてのみ見ることができな

いことを示しています。

この間、自治体の基金増加が取り上げられ、自治体財政に余裕があるかのような議論が行われていま

す。こうした議論が地方一般財源保障としての地方交付税に影響することが懸念され、地方一般財源保

障が揺らぐことがあれば、地方創生の失敗をもたらすことは明らかです。また、ＴＰＰ１１の動向も地域経

済への破壊的影響から強く懸念されています。

小さくても輝く自治体フォーラムの会は、今年7月、23回目の全国フォーラムを北海道訓子府町で開催

します。訓子府町は、北海道の北見盆地に位置し、オホーツク管内18市町村の中で面積が最も小さな町

です。町名の「くんねっぷ」は、アイヌ語の「クンネ・プ」(黒いところ・やち川にして水黒し)からきています。

町の基幹産業は農業。肥沃な大地に早くからの農業基盤整備で良質な土づくりを行い、そこから生まれ

る特産品のメロンは道内外の消費者から高評価を受け、さらに訓子府町を含む北見地方の玉ねぎは生

産量全国一を誇っているほか、馬鈴薯や小麦など作物が多岐にわたっています。

平成29年度にスタートした町の第6次総合計画のキャッチフレーズ『「ちょっといいね！」がたくさんある

まち くんねっぷ』の下、農業や商工業振興、人口減少などに対応する施策を展開しています。町外の乳

幼児も受け入れる認定こども園や、高齢者のためのハイヤー・バス利用サービス事業など「安心して子

育てできるまち」「高齢者にやさしいまち」としての事業を実施しています。自然ばかりではなく、市街地も

美しい景観を守り続けています。

今回は、地域経済振興、移住・定住、教育子育て、文化・芸術のまちづくりなどをテーマに交流します。

また劇作家の平田オリザ氏を招き、「文化による地方創生」を考えていきます。7月、北海道訓子府町に

つどい、訓子府町をはじめとした北海道内自治体・地域や全国各地で取り組まれている人口減少に負け

ない、小さいからこそできる創造的地域づくりについて、お互いに学び、交流しましょう。

参加・宿泊申込み

現地事務局 訓子府町総務課

※ お申込みは6月22日(金)までに、お振込みは6月29日(金)までにお願い致します。

〒162－8512 東京都新宿区矢来町123 自治体問題研究所内 電話03(3235)5941 fax03(3235)5933
Ｅメール info@jichiken.jp (担当 竹下・加藤)

〒099－1498 北海道常呂郡訓子府町東町398
電話0157(47)2112 ｆａｘ0157(47)2600

日本旅行北海道北見支店
(担当 五十嵐・山畑)

電話0157(23)2228 fax0157(23)2229
申込み専用メール shinya_igarashi@nta.co.jp

小さいからこそできる

創造的地域づくりを
学び、交流しよう！

平成30(2018)年7月13日(金)〜14日(土)

会場／北海道訓子府町公民館
くんねっぷちょう

後援／オホーツク圏活性化期成会・オホーツク町村会



○プログラム・スケジュール 

日     時 内               容   会    場 

7月 13日

(金) 

13：30 受付開始 訓子府町公民館 

14：30〜14：45 歓迎行事 

14：45〜15：00 開会あいさつ 

15：00〜17：00 記念講演「新しい広場をつくる 机上の論理ではな

い文化による地方創生」 

平田オリザ(劇作家・演出家) 

17：40〜19：40 夕食交流会(屋外で炭火焼) 公民館駐車場 

20:00 バスで北見市内の指定ホテルまで送迎  

7月 14日

(土) 

 

 

8：10 北見市内から送迎バス出発  

8：50〜10：20 分科会と助言者 

①「地域経済の振興」菅原 優(東京農大) 

②「移住・定住、教育子育て」河野和枝(北星学園大) 

③「文化・芸術」寺尾 仁(新潟大) 

④「町村長交流会」(町村長とその代理に限ります) 

公民館および役場各

会場 

(会場は、当日ご案内

します) 

10：30〜11：40 リレートーク「小さいからできる自治」 

 片山健也(ニセコ町長)・谷 一之(下川町長)・菊

池一春(訓子府町長)／コーディネーター 小田 

清(北海道地域・自治体問題研究所理事長) 

訓子府町公民館 

11：40〜11：50 次回開催地あいさつ、アピール文採択、閉会  

12：05 女満別空港行きバス出発 公民館前 

12：40 オプショナルツアー(町内視察)出発 公民館前 

○送迎バス(事前申込みが必要です) 

13 日は女満別空港 13 時 20 分発で開会前に会場の公民館前に到着、14 日は会場を 12 時

05分に出発し、13時 40分発の羽田便に接続します。片道 1,000円。  

○オプショナルツアー／訓子府町内施設見学(希望者のみ) 

 12 時 40分に役場前を出発し、町内各地を巡り 16時 00分に女満別空港に到着予定です。 

○参加費等 

(申込用紙にご記入のうえ、日本旅行北海道北見支店までファックスまたはメールでお申し

込みください。折り返し、参加費・宿泊費の振り込みについてご案内いたします。) 

・参加費 団体会員の町村長・議員・職員、個人会員  3,300円     非会員  4,300円               

・オプショナルツアー(弁当代等)           1,500円 

○北見市内宿泊ホテルまでの送迎バス 

 13 日、訓子府町内には宿泊施設が限られていますので、宿泊には北見市内のホテルを確

保しています。上記「プログラム・スケジュール」の要領で北見市内まで送迎します。 



「第 23回小さくても輝く自治体フォーラム in訓子府町」参加及び宿泊申込書 

ふりがな 年齢 性別 会員    非会員(どちらかに○を) 

氏 

名 

  男 

 女 

 

連

絡

先 

電話  

携帯  

所属・肩書・役職等 Ｅメール  

  

送付先 住所 〒 

※お申込み 1 名様につき申込書は 1 枚ずつご記入ください。ただし、市町村やグループで一括取りまとめ

る場合、代表してご連絡を受けていただく方には「代表者」とご記入ください。 

●参加・宿泊の申込み 次の項目に沿って、必要な「お申込み」の欄に○をご記入ください。 

 内容 金額 お申込み 

 参加費用 団体会員の町村長・議員・職員、個人会員 3,300円  

非会員 4,300円  

 送迎バス 13日の女満別空港 13時 20分発のバスに乗る 1,000円  

14日の公民館 12時 05分発、女満別空港行きバスに乗る 1,000円  

オプション 町内施設見学のバスに乗る 弁当等 1,500円  

夕食交流会 13日全体会の終了後、公民館駐車場で開催(焼肉・海鮮焼) 4,000円  

宿   泊 ホテルルートイン北見大通西 8,500 円 禁煙・喫煙 

ホテルルートインＧｒａｎｄ北見駅前 9,800 円 禁煙・喫煙 

訓子府町・北見市内指定ホテル間の送迎バスに乗る 往復 1,000 円  

※送迎バス 最大乗車定員数 110 名様（バス 1 台あたり最少催行人数 30 名様） 
※空港送迎バスを利用されない場合の会場への交通 北海道北見バスのご利用となります。

女満別空港→北見バスターミナル(1000 円、42 分)、同バスターミナル→訓子府町東町(訓
子府・置戸・勝山・陸別線で 570 円、約 30 分。ＪＲ北見駅ご利用の場合も駅隣りのバス

ターミナルからのご乗車です) 
●2 日目分科会の申込み 

 分科会の名称 ご希望の分科会に○を 

① 「地域経済の振興」(助言 菅原 優・東京農業大学准教授)  

② 「移住・定住、教育子育て」(助言 河野和枝・北星学園大学教授)  

③ 「文化・芸術」(助言 寺尾 仁・新潟大学准教授)  

④ 「町村長交流会」(町村長とその代理の方に限らせていただきます)  

●「フォーラム」申込みは「日本旅行北海道北見支店」(担当 五十嵐・山畑)まで 

このページの必要な項目にご記入の上、日本旅行北見支店までファックス(0157－23－2229)、ま

たはＥメール(申込み専用 shinya_igarashi@nta.co.jp)でお申込みください。 

    
    
    
    
    
    
 



※参加費等の入金指定口座は「予約確認書 兼 ご請求書」にてご案内致します（北洋銀行

北見中央支店の口座を予定致しております）。 
〇 申込みの締め切りは 6月 22日(金)とし、入金の期限を 6月 29日（金）とさせていただきます。 
●宿泊・宿泊地への送迎バスのご案内 ホテルはいずれも北見市内にあり、13 日は夕食交流会終了

後、以下のホテル付近で降車し、14日は朝 8時 10分に同地から訓子府町までバスの乗車となります。 

ホテル名 住所・電話 備考 

ホテルルートイン北見大通西 〒090-0040  

北見市大通西４－７  

ＴＥＬ0157-32-7432 

 

シングル利用無料朝食付 

（お一人様 8,500 円；税金・サー

ビス料込） 募集定員 100 名様 

 乗用車利用にてお越しの場合、

無料平面駐車場あり（ただし、満

車の場合は近隣の有料駐車場を

ご利用いただく事になります)。 

ホテルルートインＧｒａｎｄ

北見駅前 

 

〒090-0040  

北見市大通西１丁目２－１  

ＴＥＬ050-5847-7503 

 

シングル利用朝食付 

（お一人様 9,800 円；税金・サー

ビス料込） 募集定員 50 名様 

 乗用車利用にてお越しの場合、

１泊 500 円の有料平面駐車場あ

り（ただし、満車の場合は近隣の

有料駐車場をご利用いただくこ

とになります)。 

※両ホテルともに禁煙・喫煙無指定にてご予約致しております。お申込書にて禁煙・喫煙

の御希望をおうかがいしますが、ご希望通りにならない事もございます。そのような場

合、禁煙希望のお客様には客室の消臭対応にてご利用いただくこともございますので予

めご了承願います。 
※事務局指定のホテルへご宿泊の場合、ホテル付近にて乗降出来るよう配慮致します。 
※送迎バスご利用の場合、同時に指定ホテル宿泊をお申込みください。同時申込みをされ

ない場合、送迎バスはご利用いただけませんのでご了承ください。なお、訓子府町の会場

←→北見市内の指定ホテル間送迎バスは原則、往復でご利用いただきます。そのため、片

道利用でもバス料金は 1,000 円とさせていただきます。 
※女満別空港までの航空券は各自お手配ください。 
【指定ホテルへの送迎バス乗降順】 
13 日（金） 訓子府町 ⇒ 北見市内指定ホテル の降車順 
14 日（土） 北見市内指定ホテル ⇒ 訓子府町 ⇒ 女満別空港 の降車順 
〇バス事業者 くるねっぷ観光バス ㈱山田産業 
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