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平成 25年度第３回石狩市厚田区地域協議会 

【日 時】 平成25年６月27日（木） 18：30 ～ 20：35 

【場 所】 望来コミセン みなくる ホール 

【出席者】 ９名（15人中） 

役 職 氏 名 出欠 役 職 氏 名 出欠 役 職 氏 名 出欠 

会長 佐 藤  勝 彦 ○ 委員 河 野  すみれ  委員 前 田  和 也  

副会長 吉 田  一 男 ○ 委員 柴 田   肇 ○ 委員 松 浦  百合江  

委員 有 田  修 治  委員 高 橋  敬 二 ○ 委員 美 馬  康 子  

委員 大 黒  利 勝 ○ 委員 中 井  寿美子  委員 盛 重  栄 司 ○ 

委員 加 藤  美津子 ○ 委員 平 賀  敏 子 ○ 委員 渡 邉  教 円 ○ 

    ※正副会長を除き、あいうえお順 

本 庁 ～ 企画課 高野課長、森本主任主査 

支 所 ～ 尾山支所長・池垣課長・熊谷課長 

事務局 ～ 髙田課長・栗谷主査・渡部主任・永澤主任 

（地域振興課） 

【傍聴者】 ０名 

【次 第】 １．開会 

      ２．会長あいさつ 

      ３．情報交流（リラックス タイム） 

        ・地域の「ちょっといい話題」交流 

      ４． 地域振興の取り組み 

        ・地域おこし協力隊活用に伴う先進地視察について 

        ・情報発信基地について 

        ・商工会連合会補助金事業について 

        ・厚田資料室サポートの会の取り組みについて 

５．協議事項 

        ・石狩市過疎地域自立促進市町村計画の変更について（資料１） 

        ・地域資源を活かした魅力あるまちづくりについて５（資料２） 

 ～地域資源の連携による魅力づくりの展開とその成果を探る～ 
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６．その他 

・次回会議の日程について 

７．閉会 
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１．開会 

髙田課長： 

 

皆さんお晩でございます。開会する前に、前田委員、美馬委員、有田委員、中井委員、

松浦委員、河野委員の６名から、都合が悪く来れないと連絡を受けておりますので、報告

をさせていただきます。 

平成25年度第３回石狩市厚田区地域協議会を開会致しますので、次第に沿って進みたい

と思います。会長の方から挨拶をよろしくお願い致します。 

２．会長あいさつ 

佐藤会長： 

 

皆さんお晩でございます。お忙しいところお集まりいただき本当にありがとうございま

す。挨拶は簡単にさせていただきまして、また後の協議事項の中でお話しをさせていただ

きますので、今日の協議会も活発なご意見お願いしたいと思いますのでよろしくお願い致

します。 

３．情報交流（リラックス タイム） 

４．地域振興の取り組み（報告事項） 

  ・地域おこし協力隊活用に伴う先進地視察（厚田支所地域振興課髙田課長から口頭説明） 

  ・情報発信基地について（厚田支所地域振興課渡部主任から口頭説明） 

  ・商工会連合会補助金事業について（厚田支所地域振興課渡部主任から口頭説明） 

  ・厚田資料室サポートの会の取り組みについて（大黒委員から口頭説明） 

５．協議事項 

石狩市過疎地域自立促進市町村計画の変更について（資料１） 

佐藤会長： 

 

まず一点目の「石狩市過疎地域自立促進市町村計画の変更について」という事で資料１

につきまして、本庁企画課高野課長から説明をお願いしたいと思います。 

 

高野課長： 

 

それでは私から「石狩市過疎地域自立促進市町村計画の変更について」という事でご説

明申し上げます。資料№１の方をご覧いただきたいと思います。本年度、浜益区の診療所

におきまして生体情報モニターという医療機器の購入を予定しております。 

この生体情報モニターは、一つの画面に心電図、血圧、体温などの情報が表示され、入

院患者等の病態を継続的に監視できるものでございます。この医療機器の購入の財源に過

疎債を活用するために、今回この過疎計画の変更を行なうものでございます。変更内容と

致しましては、これまでの変更前でありますが、入院患者用ベット購入事業であるとか、

平成23年に追加致しました多機能心電計購入事業というように、個々の機器名を表示して

おりましたが、今回はこれを医療機器等整備事業という風に変更致しまして、医療機器全

般に対応出来るよう包括的な表現に改めようとするものでございます。 

私の方から以上となりますので、ご審議の方よろしくお願いしたいと思います。 

 

佐藤会長： 

 

ありがとうございました。今、ご説明のありましたように、計画の一部変更でございま

すが、事業内容が変更前は具体的になっておりましたけれども、変更後は包括的に医療機

器等になっております。まずはこれにつきまして何か質問はございますか。 
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吉田副会長： この事業予算はどの位なのでしょうか。 

 

森本主任主査： 約120万程度となっております。 

  

佐藤会長： 他に質問はありませんか。 

 

平賀委員： 変更前を見ると入院患者用ベッド購入事業とあり、これは浜益の事だけなのか、厚田も

含めた事なのか。 

  

森本主任主査 元々浜益の診療所の二階に入院施設がありまして、その入院用の患者ベットをまだ購入

しておりませんが、購入する可能性もあるもので個々の医療機器の名称を謳っていた訳で

すけれども、医療機器というのは突然壊れるというケースもございますので、購入した際

に過疎債が充てられるように全般的に対応が可能となる事を想定して今回、名称の変更を

するものであります。 

  

佐藤会長： これは事業予算が大分増えたのでしょうか。 

 

森本主任主査： 今回は生体情報モニターの方に 120万追加になっただけです。 

  

高野課長： この過疎計画に載っている項目全てに現在のところ予算が担保されている訳ではありま

せん。その予算については、それぞれの年次で個別に予算を付けいくという形になってお

りますので、今回は生体情報モニターを買うという事で予算化されております。 

  

佐藤会長： よろしいでしょうか。それでは他に質問がないようですので、「石狩市過疎地域自立促進

計画の変更について」ご異議はございませんか。 

 

 【異議なく承認】 

  

地域資源を活かした魅力あるまちづくりについて５（資料２） 

 ～地域資源の連携による魅力づくりの展開とその成果を探る～ 

佐藤会長： 

 

それでは二点目の協議事項に入りたいと思います。「地域資源を活かした魅力あるまちづ

くりについて５」ということで資料２をご覧下さい。これは、我がまち座談会で皆さんと

一緒にブレインストーミングをしながら厚田の魅力がどこにあるかというのを探って参り

ました。 

では髙田課長の方から説明していただきたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

 

髙田課長： 

 

会長の方からお話しのありましたとおり、前回、前々回と二回の座談会を通して魅力あ

るまちの姿という事を描き出そうという事で、皆さんから色んな意見や想いを出していた

だきました。資料２はこれまで皆さんから出していただいたキーワードになる部分をこち

らでまとめさせていただいたものとなります。 

見ていただくとお解りになりますとおり、島の部分については大きく「食の島」、「教育
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の島」、「生活の島」、「集客の島」、「自然の島」という事で五つの名前を付けて分類をさせ

ていただきました。それで今日は、これらの島の中にあるキーワードからキーワード同士

の結び付きも連想しながら、更に具体的な資源の活用方法を絞り込んでどんな姿が魅力の

あるまちの姿なのかというところも絞り込んで導き出していきたいと考えております。座

談会の中では、キーワードを書き挙げた時にそれぞれこんな想いがあるとか、こういうよ

うな事を考えているというようなところもお話しをされているかと思いますけれども、今

日は全体会議の中でその辺繰り返しになるかも知れませんけれども、皆さんからキーワー

ドの想いを意見として聞かせていただきたいと思っております。 

「食の島」でいきますと、新鮮とか旬のキーワードから「集客の島」のところでは色ん

な集客施設がありますけれども、集客との結び付きという観点から例えば、キャンプ場を

訪れる人へこの新鮮な食材、それから旬な食材を持参しなくても事前に申し込みを行なえ

ば旬な食材が現地に届くというような仕組みがあったら面白いし、便利で良いのではない

かというところや「生活の島」では、定住というキーワードもありますが、移住や定住を

考えている人にとっては、空家情報とか雇用に関する情報を提供する場所があると非常に

便利で魅力的ではないかという事で、ここに挙がってきているのではないかと思うんです

が、その辺をもう一度紐解きながら皆さんと確認し、将来どんな姿、仕組み、どんな形が

良いのかというところをこのキーワードを通して連想しながら、少しずつ解きほぐしてい

けたらなと思っております。これらのキーワードを活用するという事で実際に今、七団体

の団体が活動しておりますけれども、これらの団体、組織を動かす、コーディネートする

ような組織、会社などもありますと非常に面白いのではないかなという事も考えておりま

す。それがもう１枚カラーの資料があるんですけれども、これは佐藤会長が今日の協議事

項の資料として資料２の他に作ってきていただきましたので、佐藤会長の方から説明をし

ていただき、皆さんから意見をいただいて魅力あるまちの姿を描き出せればなと思ってお

りますので、皆さんよろしくお願い致します。 

 

佐藤会長： 

 

今説明のありましたように、ブレインストーミングによって皆さんの頭の中にあるもの

を自由自在に発散して、たくさんの意見が出されました。魅力というのは確かに私達のと

ころにも沢山ありますが、これは内向きの魅力と外側からの魅力と両方あるんです。私達

のようにずっと永く住んでいる人は、自分の住む地域をどう魅力として感じているかとい

う事と、それから札幌や遠くから来る人達が厚田を素晴らしいと思ってくれる魅力ですが、

こういったものは多様化しているといっても他所には無いものであり、厚田だからあるも

のであり、一点目としてはまず夕日ですが、厚田の夕日を見に来たいと言ってわざわざ来

る人達がいる訳で、魅力を分散させるのではなくて、なるべく絞り込んでいって、その魅

力を出す訳ですが、その出す時になるべく人力、知力を集中した方がその効果は高まるだ

ろうという事なので、今お話しがありましたように、発散した皆さんのブレーンの項目が

沢山あります。だいたい五つの島にまとまり、なるべく絞り込んだ物語、ストーリーある

いは連想した時の具体的なイメージを繋いでいって、こういうところに重点的に魅力を出

していったらどうだろうかとか、今後は発散では無くて収斂していくような縮めていくよ

うなご意見をいただけばと思います。今、髙田課長から言われましたように、例えば、パ

ークゴルフ場でも色んな店を出しております。これは確かに集客する時に厚田の農産物と

か海産物などの新鮮な産物を多くの人に知ってもらったり、買っていただくという事であ

り、そういう事をやっていくという事です。当然、観光案内所にしても、これから沢山の

人が訪れる海浜プールにしても、どうやって集客している所に厚田の魅力を伝えていくか
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という事も重要な事だろうと思う訳であります。 

この厚田の島の魅力をまとめてみました。今、説明のありましたとおり、カラー刷りの

裏表となりますが、厚田の地域資源の中で絞り込みますとこれは豊かな資源そのものなん

です。これは海産物や農産物や山の物は一挙に揃っている訳で、他の色んな所は海はある

けれども、山や農産物は豊かかという事です。特に札幌という大票田を構えてまして、大

都会の人達というのは豊かな自然の恵みを求めてくるという事で、地域資源としても豊か

であると思われます。これも厚田の魅力の島の中に書かれていますが、それと同時に豊か

な自然というのを教育環境として使おうという事で、教育の島の中で自然を活用したり、

自然そのものを求めて芸術家が集まったり色んなのがありますから、これは教育環境とし

てだと思います。 

それから先ほどの自然、集客というようなものも含めて景観という事で、これは観光の

景観という事になって、そういう豊かな自然を求めて外の方々が魅力を感じるというのが

厚田の地域資源の最も大きなところだと思います。実はその魅力あるまちづくりをするた

めのいくつかの課題という事で今までもいくつか行なってきました。地域の資源は今、豊

かな自然といいましたけれども、こういう資源と共に人、すなわち厚田に住む住民ですが、

これも正に資源になります。それからそういう魅力を伝える媒体、ＰＲなど情報になりま

すが、今、交通の便が悪いといってもモータリゼーションという事でほとんど車を使い、

そんなに中央バスに頼らないといけないとかＪＲが無いから駄目だという事にはあまりな

らないのではないかと思うんですが、そういう魅力を伝えるあるいは魅力を求めてくる人

達の足を少し考えた方が良いかなという事で交通。 

厚田区は宿泊所が少ないが、これは泊まりに来る人のニーズが少ないからなのか、それ

を運営してもペイしないのかというのもあると思いますが、その観光地としての魅力はど

うあるべきかというところですが、それと先ほども柴田委員の方からも出ておりましたけ

れども、おもてなしの心とかそのおもてなしをどうするかといった地域の特性、これは先

ほどいいました人が資源でありますから、こういう魅力ある資源をトータルにコーディネ

ートする、編集する、伝えるなどトータルコーディネートする人材が不足しており、地域

おこし協力隊の検討をしていても出てくるところなんですが、この人材が不足しているか

ら駄目なのか、あるいはその人材を他所から頼る事が必要なのかという地域にとっての課

題がそこにあるのではないかと思います。 

それからもう一つは、人を繋ぐ場所。厚田区というのは厚田、望来、聚富という事でそ

の地域によって若い人や年寄りが集まる場所といいますか、人と人とが集まる場所という

のが無いんです。こういうものも資源としては必要になってくるのではないかと思います。

それから食文化ですが、スポーツと食の体験をしておりますが、食文化をコーディネート

するといいますか伝えていく、あるいは新しいものをつくっていく人々の不在といいます

か、厚田の素晴らしい食材を使いながらちょっとお洒落な物を加工して作り上げていくよ

うな人材が不足しているという事で、これも課題になってくると思いますし、いくつかの

課題にまとめてみましたので、これらも参考にしていただきながら、次にワークショップ

といいますか魅力の島を作る時に今度は大雑把に六つに分けました。今の説明の中から、

やはり地域ブランドを作っていったり、厚田の文化、歴史、自然なども資料室の方で勢力

的に手弁当で行なってくれていますが、その魅力を今度は多くの人に対してどう上手く伝

えていくか、または地域の人達に知ってもらって地域の人達に足を運んでもらう働きをど

うするかという事になりますが、これはＰＲ活動の推進という事になります。 

それから安心・安全の福祉のまちという事で、この安心・安全福祉のまちだからここに
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住んでいて幸せを感じるという人々が地域の中にいれば、素晴らしい地域なんだと外から

来た人も感じる事が出来る、すなわち真ん中に「近説遠来」と書いてありますが、孔子の

論語の中にある言葉で、要するに地域の人々が自分の住んでいる所が凄く良く幸せだとい

う事を考えており、人に自慢したいと考えている事で「近説」つまり近くに居る人が喜び、

「遠来」とは遠くに居る人が来てくれるという事です。そういうところの一つに魅力のあ

る学校というのも魅力の島にありますが、幼小中一貫教育はどこも行なっておらず、特に

北海道はやっていない。こうすると地域の人達も子供達を素晴らしい学校に通わせている

という自慢にもなりますし、それによって学力も向上してくると考えられ、「遠来」という

事で遠くにいる人達が是非そこに入れてみたいという事で若い人達が移り住む地域にな

り、そうすると人口が増えるという事になります。 

それから観光資源のネットワーク化という事で、うちは自然が素晴らしいと言っており

ますが、日本海に沈む夕日は函館からずっと日本海であり、こういうところを上手い具合

にネットワークをする事をまだやっていないのではないかと思います。観光資源をお互い

に持っているところの魅力も、互いにネットワークにする事によって、今はもうネットワ

ーク時代ですから、色んなところの魅力がネットワークで伝えられたら、また厚田の魅力

を一つ引き起こすという事になると思う訳で、私達がこの魅力の島を作るというワークシ

ョップで行なった課題を集約すると、だいたいこういう風にまとまってくるだろうと思い

ます。 

あとは先ほどからずっと出て参りましたトータルコーディネートという事で、いくつか

の魅力がこれから話す中で出てくると思いますが、それらをまとめ挙げてどうＰＲすれば

良いか、あるいはその地域の人達に知ってもらう活動をどうしていくか、それからもう一

つは産業ですが、厚田の新鮮な食材を使ってどう第六次産業として起こしていくかという

トータルな事を出来る人材を一方では育てるけれども、もう一方ではどこかから連れてく

るという手もあります。私達の地域からそういうのを育てていくというのは少し時間がか

かりますけれども、是非、厚田の魅力に誘われて、遠くから「遠来」という事で例えば関

西や九州からやってくるかも知れませんという事をトータルコーディネート出来るような

人を捜し求めるというのも、やはり魅力ある地域づくりには重要な事と思って資料をまと

めてきました。 

皆さんから拡散的に出されたものを結び付けていって具体的にこういう事を魅力に作り

上げていったらどうだろうかという意見をこの五つの島を、勝手気ままに結び付けてこう

いうのはどうだろうかという提案が 10とか 20出てきたものを後で皆さんと具体的にやっ

ていけそうだから最優先にしようとか、優先順位を決めていってその魅力の作り方をより

具体的にしていったらどうだろうかと思っておりますので、あまり難しく考えずこの島の

それぞれのイメージを結び付けながら、こういう事の魅力を出していったらどうだろうか

などご意見をいただきたいと思います。 

 

吉田副会長： 学校検討委員会という部分では、会長も入っており、今は一度終わっているんですけれ

ども、子供達が住んで安心・安全で厚田の子供達を幼小中という事で一貫教育の出来る環

境を作り上げていき、食や生活の面でも安心・安全であり、自然も豊かで夕日も綺麗でと

繋げていき、何かを中心の核としてやっていけないかなという事で、朝市の関係にしても

北海道で有名な朝市だと思うので、こういうものを大きくと膨らましていくと良いのでは

と思います。 
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平賀委員： 私達もそうですが、朝市も今、若い人達への世代交代の時期に来ていると感じるので、

その辺を漁業組合の元にどのように動いていくのかと思います。 

季節毎に獲れた魚介類を大きなトラックが港に来て運んで行くのは残念だなと感じてお

り、それをストックしておいて加工出来るような場所が小さいくても良いのであれば良い

なと思います。 

  

吉田副会長： そうする事で雇用も生まれるし、せっかく獲れた鰊とかの数の子も留萌市とかで加工さ

れてしまう事で、厚田産でなくなってしまう。だから厚田の鰊を利用して身欠き鰊だとか

に出来ないか。 

  

栗谷主査： 平賀さんの色々な話しを聞いて、朝市からの情報発信だとかそういう事がイメージにあ

ったんですけれども、この厚田「魅力の島」の区切った部分を色々と見ながら考えていた

んですが、「朝市の活用」というのは食の中にあるんですが、「朝市の活用」の部分で今お

話しのあったような「おもてなしの心」という事で、それは自然の中に「おもてなしの心」

とあったり、教育の中には「水産体験」というのがあったりして、それを連結させる事に

よって「ＰＲ活動の推進」という事で佐藤会長に作成していただいたカラー刷りの資料の

ところに繋がっていくのかなと今話しを聞いていて思ったり、それから朝市の活用の部分

で例えば、集客の「情報発信基地」と朝市が合体すると情報が広く届くような気がしまし

た。 

  

佐藤会長： 今言った「情報発信基地」というのは、そこから全てを発信するのが理想です。朝市も

そうですけれども、今旬な農産物は何なのか厚田では今何が獲れていて何が美味しいのか

という事を常にこの「情報発信基地」から発信出来ると良いと思います。要にする「基地」

なので、そこから全ての情報を発信出来るようになると一つ魅力づくりの核になると思い

ます。 

それから定住するために、家が空いているとか借りれるという情報だったり、少し直さ

なければならないけど、直して入居するなら無料で貸せるという情報までもがこの「情報

発信基地」から出ると良いです。また、今はお金が無いけど芸術家になろうとしている人

達なども厚田は食べ物が安いし、空いている建物も使えますなどという情報もあると良い

と思います。 

  

吉田副会長： 良いところというのは六十数年ずっと住んでいると魅力ってなかなか見つけにくいけ

ど、この年になると他の町には無いけれども厚田はこういうのがあるなどと思ってくるん

です。孫にもこんな良いところなので、たまには帰ってきて欲しいなとなると思うんです。

生活の面でも平賀委員が言っているように、定住までいかなくても厚田に住んでみたいな

という人が現れているのは確かなので、それに手を貸すのも役目だと思うんですけれども、

会長が今言った空家の問題だとかをコーディネートするような人がいないと住めない。 

  

平賀委員： 厚田のお寿司屋さんで４時間待ちになる観光客に対して観光案内所へ行く事をお勧めし

たり、帰るお客さんに対しては佐藤会長のお店をお勧めしたりしているんですが、一度、

望来のパン屋さんとかも全て訪ねながら、何か連携して楽しませる事が出来たら良いなと

思っており、ちょっとしたパンフレットがあればと思います。 
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佐藤会長： 今、望来地区を全部連携するように動いているんですが、やっぱりメディアに出る事も

重要だけれども、地域の人だって解っていない訳なので、地域の人達にも良く解ってもら

う動きをしなければならないし、それから多くの人達にも知らせなければならない。まず

は住民がここに住んでいて幸せだと思わないとなかなか遠くの人はそう思わないので、魅

力を身近な人達に知らせていくという事も重要です。 

「銀色の道」って歌があると思いますが、満月の日の夜中２時とか３時に海の方に月が

沈む訳で、その時はずっと銀色の道になるんですがこれかと思いました。夕日が沈むとい

うのはみんな見ていると思うんですけど、月が沈むというのは丑三つ時なのであまり見な

いと思いますが凄いんです。それだけを見たいという事で札幌から車で来る人もいるんで

すが、そういう魅力もあるんですがなかなか解らないんです。 

  

大黒委員： 先ほど栗谷主査が言った「情報基地」は凄く良く、私達の方から出た七つの団体も凄く

良い事をやっているので、私もアクアレールの関係を行なっているんですけれども、この

頃水彩画を描く人が厚田区内のあちらこちらで見えるんですが、そういうのを見るとあれ

もＰＲしたからなのかなと思うんです。 

  

佐藤会長： みんな魅力的な事をしているが認識されない、だから協力者もあまり増えないという事

なんです。 

  

吉田副会長： 厚田もこれだけ歴史が古いので、厚田の事を知りたいという人がいても、それを教える

ガイド役がいない。どこかに連れて行って厚田の良いところを見せて下さいと言っても車

の事もありますが、術が無い。だからこそ「情報発信基地」にそれらを兼ね備えた人が居

たり、公用車的に車があったりすればと思う訳で、今回、輪島市へ行きましたが案内人と

言いますかエキスパートが居り、若い人から年配の方は八十歳以上の方になる訳ですが、

その八十歳以上の方は生き字引みたいな方で、平安時代からの事も知っているという事で

案内してくれ、そういう人が居れば勉強をしなければならず、例えば吉葉山や戸田城聖に

しても喋れて連れて歩ける人がいれば何か良い厚田の魅力を引き出せるのかなという気が

します。 

  

佐藤会長： 望来では油田、海岸で瑪瑙が獲れたりという事もあり、望来浜というのは非常に珍しい

地質という事で地質学的にも非常に貴重という事です。 

渡邉委員はどう思いますか。 

 

渡邉委員： 情報発信ということでは、個々には情報を持っている方は沢山いると思いますので、そ

ういう方達の情報をどういう風に集めてどう整理してというのが必要かなと思います。 

 

佐藤会長： 盛重委員はどう思いますか。 

  

盛重委員： 父は元々石狩の人間で僕が違和感を感じるのは、元来住まわれている厚田の方々の心と

いうか、意識が変わっていかないと全てが良い方向へは向かないのかなと最近ずっと感じ

ているんですが、平賀委員が言うように、朝市や海など何でも凄く良いものはあると思う

んですが、元々住んでいる方々は気付いていないというのが一つと、仮に気付いたとして

も何だかんだいっても大分年代が上の方になり、保守的で自分はこのまま終われば良いん
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だという事でそういう意味だと変わる事を求めていない状態で、極々自然な事だとは思う

んですが、逆に僕らみたいな子育てをしている若い世代はというと自分の生活でいっぱい

いっぱいであり、厚田にというよりは、厚田よりは石狩、札幌の方が便利が良いのもあり、

家の隣の方も冬のある日に花川に引っ越してしまいましたけど、望来にも一番下の子供が

高校へ行くからという事で動いた方もいると思うんですが、利便性の事を考えるとやはり

今の若い人の感覚で行くと交通も含めて便利な所が良いので、バスもあって、ＪＲや地下

鉄もあって大きな所へとなると厚田にいてここで子供を育てようというのが良いと解って

いても、そちらの方へ向いてしまうのも極々自然な事だと思うし、残っている方はという

と、先ほど平賀委員が言ったように閉鎖的なというような意味合いの部分があり、変化を

求めず新しくいらっしゃる方を受け入れない訳ではないんですけれども、なかなかそこを

寛大にといいますか、良い意味でお節介をしてあげるというところまで開かれた方々がい

るかというとそうでもない。厚田・望来・聚富の三つの地域を見ていると、相容れない部

分というのも正直あると思いますし、それぞれの地域性もあり、別に悪いという意味では

無いのですが、そこの部分が変わって厚田って本当はこんなに良いところなんだっていう

のが皆さんが良い方向へ向いて、まとまって動き始めないと色々ここにある島の部分も情

報発信にしても何にしても上手くいかないのではないかなと感じ、これを見ていると何か

を一つをポイントとして見ると、例えば朝市とした場合、自然の「おもてなしの心」だっ

たり、加工の部分で生活の「雇用の場」だったり、自ずとリンクしてくるんです。そうい

う意味だと何を打ち出していくかというと一つのポイントを決めて取りかかれば、自ずと

全てが引っ掛かってくると思うんです。そこの活動に漕ぎ着けるまでは、地域住民の人達

の気持ちが変わる若しくは、変わるためには厚田って良い所なんだという事で、こんなに

良い事や良い物があるんだというのを地域住民の方々にやはり情報発信していかないとい

けないのかなという部分で、こだわり隊であるとどういうＰＲをするという話しとなり、

ＰＲ班の一発目にあったように地元の人が良いと言って集まるような活動じゃないと他に

発信してもなかなか外から来ないという一人の隊員さんの意見でそうだなと思ったんで

す。地域の人達がまず厚田って良いところなんだ、こういう事やっているんだとか、こう

いう物が獲れるんだというのをアピールするところから始めていくというところなのかな

と思って自分は活動しているつもりなんです。 

  

佐藤会長： やっぱり難しい。地域性というの地域の人達のコミュニティーがある力を持っているか

ら、やっぱり地域性というのは出てしまうんです。 

  

高橋委員： 一昨日、ふるさとの森の会議に出させていただいたんですけれども、森の事に関しては

割とみんな賛成なんですが、風力発電の話しになると凄く否定的な人が多くて、柴田委員

から前に地元の人が賛成しているという話があったかと思いますが、そういう意識で聞い

ているとそうではないのかなという感じを受けたんですが、それはどうしてかといいます

と、例えば、漁組の人、森林組合の人、北商工会の人などが色々と意見を述べているのを

聞いていたんですが、凄く否定的な感じを受けたんです。地元の人に対する説明が後にな

ってしまい、話しが伝わっていなかったから今回開かれた訳ですが、その事に対する不満

なのか、風力発電に対する否定的な考えなのかはっきりと解らないのですが、それから推

し量ると今、盛重委員がいった話しがあるんですけれども、元々からいる人達と今の過疎

だとかそういう問題を考えるのに、その間に凄くギャップがあると思うんです。だから行

政の方達は、厚田全体を考えて危機感を持って行なっている訳ですから、それに対して将
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来の事を考えて、色んな手を行なって今のように色んな事が出来ている訳です。ところが、

元から居る人達で漁業や農業をしている方はそういうのが無いのではないかと思うのです

が、今のままで良いんです。それは今のままでも十分生活が成り立っており安定している

ので、駄目だったら子供達は街の方へ行かせればいいと考える位であり、かなりのギャッ

プがあると思うので、それをどう解消していくか、本当は一番良いのは、主な人達を巻き

込んでやれれば近道だと思うんです。どうも今までやってきて進まないというのは、そう

いうところを巻き込めないというのがあると思うので、それを解消するか、今やってはい

るんですけれども、その人達抜きで爆発的にインパクトのあるものといいますか起爆剤の

ような核が出来ないと、これ以上はなかなか進んでいかないのではないかと思います。両

方から攻めるのも良いんですけれども、集中してやるというのも必要ではないかと思いま

す。 

  

佐藤会長： 高橋委員の意見は核心をついていたと思います。今までのとおりやっていくとこれは紙

に書いた餅なんです。だから何かの突破口が無かったら元々いる地元の人達は価値観は変

わらないんです。要するに人間の行動が変わるというのは価値観が変わって初めて行動が

伴う訳で、だから今までで良いとかこのままで十分だとかという事になり、他所から来た

者が色々とやっているというような考えがもしあるとしたら、そういう元々持っている価

値観というのは変わらないので当然行動も変わらない訳で、そうすると巻き込むというの

は可能なのかどうかという事です。でも、巻き込み方というのは幾つかあると思うので、

例えば、「俺は話しを聞いていなかったんだけれども」と地元の人が良く言いますが、それ

は最初に話しをしなかったのが悪いんです。誰に話すよりも最初に地元の人達に丁寧に話

しをして理解を得てからであり、それを行なっていなかったとなると今、高橋委員がおっ

しゃったように好き勝手にすればいいという風になり、なかなか同意を得られない訳です。

田舎というのはスケールメリットを考えられない場所なんです。例えば、札幌みたいな大

都市というのは、全てスケールメリットで決まっていく訳で、その辺りの戦略ややり方を

議論してもなかなか議論が噛み合わないところなんですけれども、これもまた田舎である

由縁だと思います。 

  

平賀委員： その地域に自治会長など、「長老」がいると思うんですが。 

  

盛重委員： 長老がいないから今の状態になっており、みんな一人親方になっているから足並みがそ

ろわないんです。昔は確かに長老みたいな人がいて、一声かけるとみんなまとまったんで

すが、それが今はいない状態で逆に言えば、みんなが長老の状態になっているから話しが

まとまらないんだと思います。もっと酷い言い方をすると自分が良ければそれでいいとい

う状態になっているんです。 

  

佐藤会長： 昔みたいに長老がいて、ちゃんと筋を通して長老を説得するとだいたいその地域はまと

まったと思うのですが、今はいない状態になっているんです。 

  

盛重委員： そう思います。自治会長など窓口的な人から入っていかないとみんな大変なので、どう

すればいいのかという話しの方向性でいけば、高橋さんが言われるように何か目玉をつく

り進めなければなかなか手も無い。トータルコーディネートの必要性という事では七つの

グループに実際参加して頑張っていらっしゃる方の比率を考えると、元々厚田に居て住ま
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われている方の比率というのは、低いと思うんです。若干は入っていながら、だんだん認

知されてきていると思うんです。例えば、やまどりにしてもライフサポートにしても、そ

ういうところの活動で認知され始めているところの活動がより深いところまでアピールす

る事によって、元々住まわれている住民の方々を意識付けのところから入っていかざるを

えないのかなと最近思います。ですからこだわり隊は隊長を筆頭に元々の厚田の住民が頭

になって動き出している部分で、色んな関係の方々が入ってきているので、多分、目立つ

と思うんです。そういう意味だと、こだわり隊が意識改革の一つの突破口になれればいい

なと思ってます。 

  

柴田委員： 私も今、盛重委員が言ったとおりだと思うんですが、こういうような色んな団体で一生

懸命頑張っている人達って地元の人よりも他から来た人の方が比率が高いというのも事実

です。なぜ一生懸命頑張ってやっているのかと考えると、結局、これは手をこまねいて黙

って関わらないでいたら、我々は現実にここに住んでいますから、この先５年、10年と年

齢を考えていくと地域が崩壊するという事だと思うんです。だからどの会合へ行ってもみ

んな同じ顔触れであり、何の会合なのか解らなくなる位、同じ顔触れなんですが、しかし、

みんなやっぱり自分の住んでいる所を少しでもお互いが笑って笑顔で話せるような自治体

というか集まりであってほしいという想いがあるから、みんな自分の時間を使って活動し

ていると思うんです。そこに住んでいる人の一つに責任ではないのかと思うんです。何も

しないでいたら本当に自治体が成り立たないし、地域社会が崩壊すると思うんです。そう

なってしまったら本当に犯罪だとか色んな意味で地域の人同士が不信感を持つような風に

なってもらいたくないし、なんとかそういう事は食い止めなければならないので、住んで

いる者の最低限の努めだと思うんです。行政と一緒にやっていこうという意味合いはそう

いうところにあるんだろうと私は思っているんです。確かに元々いる高齢の方々とのギャ

ップはあり、意識の差は凄くあるんですが、そういう考えを持った人だけでも何とか先を

考えて進んでいかないとどうにもならないと思うんです。そんな想いでみんな活動してい

ると思うので、本当に意識が低くて困ったなと思う事もありますが、やっぱりやらなけれ

ばならないなという気ではいるんです。だから、風力発電と森の話しの時も始めて聞いた

人は「えっ！」という話しで意識が大分違うのですが、もう少し時間をかけて何回か協議

しないと共通認識にはならないなという感じはしたんですが、そもそも発電とは別のもの

なんですよ。たまたま、その場所がそこにあっただけの話であって、それらも一緒に考え

ていかなければいけない。我々地域協議会というのは、この地域のあらゆる事を目配しな

がら真剣に話し合いをしていかなければいけない組織体ですから、色々とありますが、何

とか前に進めましょう。 

  

大黒委員： 私もそう思います。今までやってきた事を自信を持たないと駄目だと思います。 

 

佐藤会長： まとまりましたので、本日の協議を終了します。皆さんありがとうござました。 
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６．その他 

  次回会議等の日程について 

平成25年７月30日（火） 18：30 ～ 厚田保健センター 多目的ホール 

７．閉会 

平成25年７月30日事録確定 

                                    石狩市厚田区地域協議会 

                                      会 長 佐藤 勝彦 


