標茶町の魅力を高校生の視点で！
～町をどんどん活性化・発信！標茶町～
文化理解ゼミ 広報班
１．はじめに
私たちは「標茶の新しい魅力を発見したい！」「町
内外に発信していきたい！」「標茶をもっと好きにな
ってもらいたい！」という思いを抱き、広報ゼミを結
成した。
まず、私たちが考える標茶町の課題は２つある。１
つ目は人口減少である。標茶町の人口は 1960 年頃ま
では増加していた。要因としては 1950 年から町制で
施行した道や国の機関の設置があげられる。しかし、
1960 年の 17,424 人をピークに現在まで人口減少が

図１：人口の推移と将来推計（標茶町人口ビジョン）

続いている（図１）
。特に若年層の流出が問題であり、
人口の５人に１人が 65 歳以上の高齢者となっている。理由として、高校卒業後、進学や就職を機に標
茶を離れてしまう若者が多いことが考えられる。
２つ目は、町の認知度が低いことである。釧路総

表１：観光入込客数の市町村別比較

単位：千人

合振興局作成の観光入込客数の市町村別比較（表１）
によると、標茶町の観光客数は平成 30 年度にから令
和元年度にかけて増加しているものの、近隣の市町
村に比べて少ないことがわかる。原因としては、町
の魅力が外部に伝わってないことが考えられる。
また、今年度は新型コロナウイルス感染拡大によ
り、釧路市や札幌市等での催事の中止や観光列車で
ある湿原ノロッコ号の運行数の減少などの影響を受
けた。そのため、標茶の魅力や特産品を知ってもらう機会や観光 PR 場面が減少し、町内飲食店・生産
者は大きな打撃を受けている。さらに、花火大会やお祭りなどの町内イベントが中止となり、町全体が
盛り下がってしまっているという現状がある。
そこで私たちが着目したのは「ふるさと納税」である。ふるさと納税とは、2008 年に創設された、生
まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度である。寄付者・自治体の双方にメリットがあり、
近年では、町の魅力や特産品の PR として活用する自治体が増えてきている。
標茶町でも平成 30 年９月からふるさと納税を開始したが、取り組みが浸透しておらず、認知度が低
いのが現状である。
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２．活動目的・目標
以上の現状から、私たち高校生がふるさと納税や特産品に
ついて伝えることで、町外の人の標茶に対する興味関心を高
め、寄付や観光を促すとともに、町民の町に対する愛着を向上
させ、町に貢献する意欲を高めることで、活気のある町、暮ら
しやすい町を目指すことを活動目的とした（図２）
。
また今年度の目標として、
「ふるさと納税に関わる行政の方
や、返礼品を提供している事業者にインタビューをし、高校生
の視点で記事を書く」
「書いた記事を町の広報への折り込みや
SNS への投稿により発信する」「活動の成果を全国規模のコ

図２：活動目的イメージ図

ンクールへ応募する」の３点を設定した。
３．活動Ⅰ インタビュー
（１）標茶町役場担当者へのインタビュー
令和２年６月、ふるさと納税の担当者である企画財政課の久保
田祐介さんを訪問し、標茶町の取り組みについてお話を伺った
（図３）。まずふるさと納税を始めたきっかけは「馬を使った町
おこしを目標として、都市圏の乗馬クラブの引退馬を受け入れる
ための環境を整備するためにクラウドファンデイング型のふる
さと納税を始めた。
」とのことであった。現在では馬と暮らせる
町づくり以外の使用目的も選べるようになり、返礼品の数も増え
てきている。令和２年３月末時点で約 1,200 件、2,600 万円の申

図３：標茶町役場での記念撮影

し込みがあったが、現在の課題としては、やはり知名度が低いこ
とで「今後は役場としても PR に力を入れていきたいと考えている。
」とのことであった。
担当の方からお話を伺い、私たちの活動目的・目標と役場の方向性が一致していることを確認できた。
（２）特産品製造・販売業者の方へのインタビュー
①長坂牧場チーズ工房 長坂泰裕さん
令和２年７月、自社で絞った牛乳でチーズを製造、販売する六
次産業化に取り組んでいる長坂牧場を取材した（図４）
。
六次産業化のメリット・デメリットや、第一次産業の現状、生
産者の目線から見た町に対する思いなど、普段は聞くことので
きない貴重なお話を聞かせていただいた。
私たち高校生が考える目線とは違う町の発展について話し
ていただき、視野を広げることができた。また、私たちの活動に
ついても質問していただき、活動の内容や方向性について、改め
て考えることができた。
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図４：インタビューの様子

②株式会社エフシーエス 藤原久紀さん
令和２年８月、標茶の特産品である「星空の黒牛」を生産する
株式会社エフシーエスを取材した（図５）
。今後の経営ビジョンや
現在の酪農業の課題について話していただき、今まで知らなかっ
た酪農業の世界を覗くことができた。また、ふるさと納税に関し
ては「一方的に生産するだけでなく、色んな方に食べてもらう機
会が増えることは生産者のモチベーションを上げることにつな
がる。
」と好意的にとらえているということを伺った。

図５：株式会社エフシーエス

最後に藤原さんがおっしゃっていた「大変なこともたくさんあるけど、誰かがやらないと始まらない。
自分が動き出すことで、周りに影響を与えられるとうれしい。」という言葉がとても心に残っている。
③ジンギスカン専門店のざき 野崎哲矢さん
令和２年 10 月、オリジナルジンギスカンや赤い鶏串「ヒナ串」
で町内外から親しまれているジンギスカン専門店のざきを取材し
た（図６）
。オリジナル商品へのこだわりや商品開発の難しさに加
え、日々の衛生管理や HACCP 認証の際の努力についてお話を伺
い、普段何気なく口にしている商品は、たくさんの苦労を経て生
まれたことを改めて実感することができた。野崎さんからは「厳
しい衛生管理や日々の仕込み作業などが大変な中で、お客様から

図６：ジンギスカン専門店のざき

の言葉が何よりも励みになっている。
」という言葉をいただき、お
店の方々の思いを多くの人に伝えたいと感じた。
（３）標茶町長 佐藤吉彦さん
令和２年 11 月末には、標茶町長さんに取材をする機会をいただ
き、町の活性化やふるさと納税に対する考えを聞かせていただい
た（図７）
。私たちの活動についても応援してくださっていること
を伺い、今後も町の魅力を発信し、標茶町のためになる活動を続
けていきたいと強く感じた。
図７：インタビューの様子

４．活動Ⅱ 地域への発信
（１）記事の作成
インタビュー後、記事の作成を始めた。
はじめにインタビューの録音を全て文字
に起こし、その後記事のレイアウトを作
成し、Ａ４用紙１～２枚にまとめた。
まとめ方は、様々なインタビュー記事
を参考にしながら、インタビュアー（私た
ち）の視点でのまとめる方式とＱ＆Ａ方
式の２つを取り入れた（図８）
。
図８：作成した記事の一例（Ｑ＆Ａ方式）
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（２）町内広報（広報しべちゃ）への折り込み
作成した記事は、標茶町で毎月発行されている広報しべちゃに
折り込み、町内の約 3000 世帯に配布した（図９）。７月～12 月ま
での計５回の折り込みを行った。
（３）標茶高校フェアへの参加
令和２年 10 月 17 日には、日専連釧路で開催された標茶高校フ
ェアというイベント内に広報ゼミのブースを設け、標茶町のふる

図９：町内広報にチラシを折り込む様子

さと納税の取り組みと返礼品を提供しているお店の紹介を行っ
た（図９）
。釧路市在住の方を中心に約 50 名の方に説明を聞いて
いただくことができた。今までのような一方的な発信ではなく、
直接地域の方に伝え、相手からも「標茶町がふるさと納税をして
いるのを初めて聞いた」や「もっと保管お返礼品についても知り
たい」などの反応をいただくことができた。また「過去に標茶町
にあったひしのみアイスを復活させてほしい」という話も伺い、
私たちが知らなかった標茶の名産についても知ることができた。

図 10：標茶フェアで説明する様子

（４）SNS・WEB による発信
Instagram に広報ゼミのアカウント（shibe.kouhou）を作成し、
そこにも記事や活動の様子を掲載した。
フォロワーは約 200 名で、
７回の投稿を行った。
また WEB ページを作成し（図 11）
、そこでもゼミの活動につ
いて紹介した。なおこちらについては、標茶高校の HP のリンク
集に掲載していただいた。
図 11：WEB ページの画面

（５）中学生への体験授業
令和２年 10 月 20 日に釧路市立桜が丘中学校の生徒８名に体験
授業を行った（図 12）。内容は①標茶町や標茶高校、広報ゼミ活動
の紹介、②中学生が高校生にインタビュー、③記事の作成の流れで
授業を進め、中学生には主体的に作業に取り組んでもらうことが
できた。しかし、インタビューでは「フリーストールとは何？」
「水
質調査はどんなことをするの？」など、標茶高校について興味を持
ってもらえた一方で、標茶町全体についての質問は少なく、また私
たち自身もうまく答えることができなかったため、標茶について
深く知ってもらえる機会にはならなかったことが反省点であった。
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図 12：受入の様子

（６）コンクールへの応募
活動の成果をまとめ、福知山公立大学 2020 地域活性化策
コンテスト田舎力甲子園に応募した。審査の結果、全国 142
策の応募の中から 19 策に入り、奨励賞をいただいた。
令和２年 12 月には表彰式とシンポジウムがオンラインで
行われ、全国の高校に取り組みをプレゼンした（図 13）
。

５．成果と課題

図 13：シンポジウムの様子と ZOOM 画面

（１）成果
成果としては、５名の方へインタビューを行い、その内容を
多くの人に発信できたことがあげられる（図 14）
。
特に町内広報を使った発信では、3000 世帯に５回記事を配
布できたことで、標茶町のふるさと納税に興味を持ってくれた
人、特産品の魅力や生産者の思いを知ってくれた人が増えたと
考えられる。また、SNS や釧路市内のイベント、中学生への授
業では、町外の方にも発信することができた。さらに全国規模
のコンクールで入賞し、シンポジウムでプレゼンをさせていた
だいたことで、他県の高校生にも標茶高校や標茶町について知

図 14：１年間の成果

ってもらうことができた。
私たち自身の成長としては、地域の方へのインタビューをとおし、コミュニケーション能力や質問を
する力が身に付いた。また記事の作成では、見る人にはわかりやすい表現を心がけることでまとめる力、
簡潔に物事を伝える力が身に付いたと感じる。
（２）課題と今後の展望
課題としては、まず発信が一方通行になってしまったこと
が挙げられる。町内広報や SNS で発信はしたが、それをどの
程度の方に見ていただいているのか、見た結果どのように感
じたのかまで聞くことはできなかった。標茶フェアのように
対面方式で紹介する場面を増やす、町民にアンケートを実施
するなどの方法を検討すべきであった。
また「ふるさと納税の寄付金額を上げる」という目的に対
しても、ふるさと納税の特性上、年末に寄付が集中するた
め、現段階ではどの程度達成できたかをはかることができな

図 15：課題

かった。そのため、この活動の成果が明確にわからないことも課題である（図 15）
。
そのため、今後は広報への折り込みによる発信は続けながらも、町内や釧路市内などでのイベント
に積極的に参加し、直接発信していくような方法を検討する必要があると考える。また、ふるさと納
税に寄付金額を上げること以外にも活動の成果をはかることができる尺度を考える必要があると感じ
た。
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６．おわりに
「標茶の新しい魅力を発見し町内外に発信していきたい！」「標茶町民でもあまり知らない標茶町に
ついて発信し、町民に標茶町をもっと好きになってもらいたい！」という思いを胸に、私たちは１年間
活動してきた。新型コロナウイルスの影響によって思うように活動が進まないこともあったが、この活
動をとおし、私たちは改めて標茶町の魅力に気づき、さらに標茶町が好きになった。また、実際に標茶
で働く方々からお話を聞くことで、自分たち高校生が思い描く標茶の発展とは違う視点についても学ぶ
ことができた。活動で得たことや感じたことを忘れず、これからも標茶町の魅力について町内外に発信
し、標茶町に興味を持ってくれる人を増やしていきたい。また、この活動を後輩に引き継ぎ、さらに発
展させていきたいと感じた。
最後に、この活動は、標茶町長様を始めとする標茶町役場の方々、インタビューを快く受けてくださ
った長坂様、藤原様、野崎様、各企業の社員の皆様、先生方などの協力でやりとげることができた。
ご協力いただいた全ての方に感謝申し上げます。
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