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平成２４年度第７回石狩市厚田区地域協議会 

【日 時】 平成２４年１０月２９日（月） １８：３０ ～ ２０：２０ 

【場 所】 望来コミセン みなくる ホール 

【出席者】 １０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 ～  教育委員会 市民図書館 板谷副館長、寺尾主査 

支 所 ～  尾山支所長・池垣課長・成田課長 

事務局 ～  髙田課長・栗谷主査 

（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．協議事項 

        ・新たな地域づくりの展開について② 

～地域おこし協力隊制度活用に向けた検証（必要性の検証）～ 

      ５． 報告事項 

        ・厚田小学校図書館の概要について※都合により「３．情報交流」の前に報告 

        ・議会報告会の開催について 

        ・地区防災計画に進捗状況について 

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 

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．協議事項 

 

 ・新たな地域づくりの展開について②【～地域おこし協力隊制度活用に向けた検証（必要性の検証）～】 

髙田課長： 

 

それでは皆さんお晩でございます。開会の前に二点ほどお知らせがあります。まず一つ

目として本日は盛重委員、大黒委員、河野委員、美馬委員より都合により出席できないと

連絡を受けております。 

それから次第にはありませんが、今日は石狩市民図書館の方から本庁職員の方が２名来

ておりまして厚田小学校の図書館である分館が現在改装しておりまして、その辺の概要の

説明をさせて下さいという事で来ておりますので、会長挨拶の後にでも図書館の方から説

明を頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは、第７回厚田区地域協議会を開催いたします。開会にあたりまして佐藤会長の

方からご挨拶よろしくお願い致します。 

 

佐藤会長： 

 

皆さんお晩でございます。日が短くなり、今は午後５時を過ぎたらすっかり暗くなって

しまいます。 

これからはいよいよ魅力的な厚田の冬を迎えるという事になるんですけど、魅力と感じ

ているのは私くらいで吹雪になると家から出ないで犬コロみたいだと言われるんですが、

最近年なものですから、あんまり犬と一緒に吹雪の中を歩かない様にと家内に言われてお

ります。それでは早速議題に入りたいと思います。新たな地域づくりの展開について～地

域おこし協力隊制度活用に向けた検討（必要性の検証）～という事で、前回は地域おこし

協力隊制度の説明を受けました。皆さんと検討の結果、これを継続して検討し導入するか

どうかをもう少し検討しましょうという事でしたので、今日はその二回目という事であり

ます。 

資料の一をご覧ください。テーマは地域おこし協力隊の活用に向けた検証となります。

当然目的はこの制度の活用をするかどうかをこの地域協議会で検討して、それをするかど

うかという事を少し話し合いたいと思います。前回までは地域協議会でその制度の概要や

その必要性について説明していただきました。これを検証するという事で確認されました

ので、その検証の手順としては①、②、③とあります。 

①は活用におけるメリットやデメリットを考えてみようという事で、この活用というの

は当然外部人材になります。その協力隊を受け入れる訳で、外部人材を受け入れるメリッ

トとデメリットがこの厚田区であるのかどうかという事を少し話し合いを行ない検討して

みようという事であります。 

②は地域課題から制度活用の必要性を探ってみましょうという事で、地域課題について

はもう一枚の資料になりますけど、これはこの地域協議会の座談会の中で出た皆さんの意

見を支所で整理していただいたものとなります。地域課題は【産業】、【商業】、【観光】そ
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れから【雇用】、【住環境】、【教育文化】、【その他】という風に分類されております。それ

から網の目のかかっているところは、それぞれの項目の中でダブっている項目です。これ

らは大分前に検討しましたので、あぁそうかこういう事を座談会で話し合ったなとか自分

でこの意見を出したよなどという事を思い出しながらこれを参考資料といたしまして、先

ほどの外部人材の制度活用、すなわち地域おこし協力隊の活用が必要かどうか、この必要

性を具体的な地域課題から検討していこうというのが二番目です。 

③は必要性の判断とその理由を明確に整理していきましょうという事で、もし必要なら

ばどういう課題からそれが必要なのかという事を制度活用の目的やその方法という事を明

確にしようという事。不要ならばただ要らないという訳ではなく、活用できない理由を明

確にしようという事です。この不要ならばという部分ですが、こういう事が想定されても

活用には至らないだろうと思っても、それが地域の問題を解決する重要な課題であるかも

知れないので、そういった部分も含めてなるべく具体的に整理しましょうというのが三番

目であります。 

それで、今日は①と②について検討し、③については11月の地域協議会の協議事項とし

たいと思います。12月の地域協議会では①、②、③の結果を整理して検討内容を再度、全

体で確認したいという風に思っており、そういうスケジュールで進んでいきたいと思いま

す。それでは今日は①、②を皆さんと一緒に少し考えてみようと思います。 

全国で今、この地域おこし協力隊の隊員が約 250名が活躍しています。その他にも、別

の支援制度がいくつかあるんですけれども、平成20年度からそういう支援事業に対するボ

ランティアやＮＰＯも含めて非常に多くの人々がそれに参加して、その地域の活性化に向

けて活躍しているんです。ですから、私達もこの制度そのものをあんまり知らない訳であ

り、この制度をどう活用していくかという難しい部分もあるんですけれども、この①の外

部人材を受け入れて厚田区を活性化しようという問題なんですが、前回はデメリットも出

て参りました。そのデメリットとは、この地域でどんな事をする為にどんな人が必要なの

かという事です。地域で今課題になっている事をするのに、この地域にこういう人が来て

くれると良いとか、そして来てくれるのは良いですけれども、特に産業の無いあるいは雇

用の無いところに人を呼ぶ訳ですから、その人達が三年間を終えた後に果たしてこの厚田

区でちゃんと職業を持って生計を立てていけるだろうかとか、その人の身になって私達は

心配している訳です。あるいはこういう人が欲しいというこちら側の意向を自由に意見と

して出して頂きたいと思います。多分、この制度を活用したら今日紹介しました良い話が

どんどん出る可能性もある訳です。そういう事を夢見ながらこの外部人材の活用について、

皆さんそれぞれどう思うか検討していただければと思います。制度につきましては、支所

の方でまとめて頂きましたので解らないところがありましたら再度、質問や要望・希望を

お願いします。 

 

吉田副会長： 

 

色々な役といいますか、団体に所属させていただいておりますけれども、まずは市役所

の職員の数が少ないというのと観光案内です。例えば、外部から来た人を案内しますよと

いう人はいないと思うので、そういう人がいたら厚田を知って頂く機会が増えるのではな

いかと思うんです。ただ、外部から来るとなると厚田の事を知る迄にだいぶ時間を要する

と思いますけれども、その辺も勉強して頂ける様な人が欲しいなと思います。それから地

産地消の関係でこだわり隊の中で今ちょっと話題になっているのが、厚田で獲れたものを

ブランド化する為の手法です。何か他に無い物を開発してもらう人がいれば、厚田の人と

協力して出来る様な人がいればと思います。また、厚田で獲れた農産物、魚介類を調理す
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る開発のプロみたいな人がいればいいなと思います。地産地消も関係あるのかも知れませ

んけど、先ほどいった厚田で獲れた農産物や魚介類を調理し食べてもらう食堂の様なもの

を行なう為には、調理師免許を持った方がいれば何かそういうものが出来るのかなと思い

ます。保健所の関係とかあるので簡単に出せるものではないと思いますけど、例えば、メ

ロンなんかも無料だったら食べさせられるけれども、お金を取ったら食べさせる事が出来

ないとか色々とあるものですから、農家の人が調理人になってというのも難しいですし、

漁業の方についても、調理師免許を持っている方がいれば良いですけれども、建物自体の

関係等もありますので、調理師免許を持った方で出来ればこういうのは女性の方が良いの

かなと思います。 

 

佐藤会長： 

 

ありがとうございました。今、吉田委員が言った事は大変重要な事だと思いますが、厚

田に住んでいる私達は、厚田の良さに慣れてしまっているので、最近の村おこしや町おこ

し、地域おこしをしている人を見ると、その都会から来た人達が何をしたかというと、そ

の地域の素晴らしさを情報発信するんです。なんで出来るのかといったら、そこが素晴ら

しいし環境が素晴らしい事に感動してインターネットを使って YouTubeやなんかで自分が

撮った作品や何かをどんどんと載せてコマーシャルをするんです。別にして下さいと言っ

ている訳ではないのですが、その人はアパレル関係に勤めていた人らしいのですが、私達

とは全く違う分野の人なので、ファッションやデザインなど色々な物を外に発信していく

というのが日常の人なんです。そういうところに来て、自分の商売と同じ様に発信してい

く訳ですが、私達の地域にはそういう方はあまりいないんです。これは過疎化していく地

域の特徴らしく、外には情報を発信していかない訳です。そういう都会に住んでいる人達

は、情報発信をする事は日常的であり、当たり前の事なのでそこに来てする訳で、特に観

光案内なんかはそうです。それから生協さんが去年あたりから良くやっているのが、畑で

レストランという事で特に十勝ですが、畑の中にテントを張って一流のホテルのシェフを

呼び、いわゆる地産地消という事で野菜を使った料理やなんかをそこで食べさせるという

なかなか良いアイデアだと思いました。ただ、これは花火と同じで一時的なものですけど、

今吉田委員が言ったのは、それをブランド化するという事です。厚田に行かないと食べれ

ないというものなど、どんどんと挙げていくと、色んな分野の事が出てくる訳です。 

  

有田委員： 

 

少し疑問なのは、この制度を市で行っているところはありますか。 

髙田課長： 道内で行っているのは、35市町村ありまして、市では美唄市、士別市、留萌市の三市と

なり他は町や村となりますので、割と市は少ないかも知れません。 

 

有田委員： 

 

 それともう一つは、それは石狩市内の人では駄目なのか。石狩市内の人であれば、市内

の事だから市外の人よりは地域の事を知っていると思うんです。 

 

髙田課長： 

 

現在、これに関してはドラマ化されておりまして先週の火曜日と明日の火曜日、全体で

９話位となっておりまして、地域おこし協力隊が地域に入り込んで成功事例だとは思うん

ですけれども、どんな苦労があってここまで漕ぎ付けたよという風にドラマ化されていて

明日の二回目も９時から放送があります。 

  

吉田副会長： それはＮＨＫですか、民放ですかチャンネルは。 
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栗谷主査： 

 

８チャンネルです。遅咲きのヒマワリというタイトルのドラマです。 

有田委員： 私の方で何を言いたいのかというと、市の全体的な部分から話しが見えてないので、厚

田だけの話しになっていくのかなと、同じ事は浜益にも言えると思うので、そういう取り

組みの中で本庁の方の考えはどうなっているのかなと思うんです。 

 

柴田委員： 

 

難しいことです。地域協議会としてそういう方向でいこうという風に皆さんで定めて動

くとなれば、本庁がそれに対して駄目となるのであれば、地域協議会で決めたりしてもど

うなのか。 

 

有田委員： 

 

簡単に厚田地区で動いても良いのかどうかという点なんですが。 

 

佐藤会長： 

 

合併し厚田の様に吸収合併されたところというのは、過疎化していく訳です。地域協力

隊で地域おこしや町おこしを行なう事でこれは市の中の一部となる訳です。だからうちの

例と要は一緒で、厚田区や浜益区がある訳で、全国的にいくつもそういう例があるので、

石狩市も反対はしないと思います。厚田とか浜益がそういう人を入れてなんで反対しない

のかというもう一つの大きな理由は、これは総務省の方からお金が出る訳で石狩市とかそ

ういう地方行政がお金を出す訳ではないんです。 

  

有田委員： 

 

総務省が出すというのは石狩市に出すという事では無いのか。 

 

佐藤会長： 

 

交付金という形で出すんだと思います。  

 

髙田課長： 

 

市に入ります。 

 

尾山支所長： 

 

計画を作った中で、ここの地域ではこういう取り組みをしたいよというのが地域の中で

一本の方向性を見出せれば、それをベースにして今度、本庁と調整しようという事になり

厚田区ではこういう取り組みをしていきたいと示す必要がある。市の方としては、構想の

実施に向けては駄目という何ものも無い訳です。 

 

渡邉委員： 

 

特に議会とかを通して、非常勤職員扱いにするという話しでは無いんでしょうかね。  

 

尾山支所長： 

 

新たな取り組み事例として、それは議会の方にも話しは通します。けれども、石狩市と

しては厚田でこういう取り組みをしたいんだという一つの方向を持って取り組もうとして

います。  

 

渡邉委員： 

 

タイムスケジュールとしては、どれ位のスパンでやりたいという風に決めて地域協議会

で決めたとして、議会を通して了解を得て始めるとしたらどの位の時間がかかるのか。例

えば、来年の４月から始めるよという風にはならないと思います。  

 

髙田課長： 早ければそれもまだ可能だと思います。 
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佐藤会長： 

 

非常に重要な事を忘れていたんですが、受け入れの受け皿や入って来る人達を地域とく

っ付け無ければならない。知らない人が知らない所に入って来て、そこの地域の人とくっ

付けるという作業をしなければならない訳ですけれども、この間、説明して頂いた時は二

年間でしたけれども、三年間の中なんです。そうすると、入って来た人が途中で逃げ出し

たり、上手くいかない人間関係で駄目になる事例が多いようです。だからその研修とか色

んなプログラムを綿密に立てた上で受け入れをしないと駄目だと思うんです。そういうプ

ログラムを考えるとなると一年位は準備が必要だと思います。  

 

柴田委員： 

 

そうですね。やはり住む所をきちんと確保することも必要だと思います。  

佐藤会長： 

 

どこに入って何をしてもらうかという事のプログラミングも必要で、そういう研修プロ

グラムだとか、地域との人間関係を作る為に何をするかとか、そういう事を細かく検討し

ていくのに一年位必要かなと思います。それに従ってやっていくと成功するんだけれども、

それが無いところが失敗しているようです。結構事例が出て来ているので、その事例を検

討すると、やっぱり受け入れる地域のプログラムがしっかりしているかどうかが成功か不

成功かの大きな分かれ目なので、それを考えると、来年の四月からは少し無理かなと思い

ます。そういう事を検討して行わないと、先ほど来年の四月から出来ないのかと言いまし

たが、それは少し待った方が良いと思います。  

 

平賀委員： 

 

我々の出来ない部分を出して、それをどうしたら良いかを外部の人から智恵を借りて、

何が欠乏しているかという事を厚田として前に出さなければならないと思う。  

 

高橋委員： 来る人の要望が先なんでしょうか。こういう事をやりたいというのでは無く、こっちの

要望がメインでそれに対して探すのですか。 

  

佐藤会長： こちらの要望に対して探す形になります。 

 

柴田委員： 前回の時にもお話ししましたが、ここにいる我々だけで地域課題を出しましたけれども、

本当に地域課題というのはそれだけなのかと感じます。他所から見たら、本当はもっとも

っと地域課題があるのかも知れないので、そんな角度で時間をかけて考えて、課題になる

ものを整理して、受入体制をきちんと固めないと、今、会長が言いましたとおり失敗は許

されない事なので、綿密に準備を整えた方が良いと思います。我々も、本当に地域課題は

これだけなのかと感じてますので、違う角度で見た方が良い気がします。 

 

佐藤会長： 柴田委員が言いました様に、この地域でこういう課題を解決していく為に外部人材を募

集すると何名かは来てくれて、だいたいは面接で決める様ですが、成功しているところで

は一ヶ月間そこに住んでもらって地域を回ってもらい、こちらで持っている課題と外部か

ら来たその人が受け取る課題とでは全然違っているというのがありました。そこでミーテ

ィングをして辞めた人もいます。それからそこに入って来て改めて地域課題に魅力を感じ、

そこに住みたいっていう人がいたっていう事だから、実際に地域に入って、足で歩いて、

それを外部の目で見てもらうというプログラムが今必要だと思います。 

 

渡邉委員： 

 

随時、総務省で募集している訳ですか。年に一回だけ募集をして四月からスタートとか
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 そういう縛りはあるんでしょうか。 

 

髙田課長： 今の段階ではそういう縛りはありません。ただ、市の予算の絡みがあります。  

 

渡邉委員： 面接とかそういう絡みはどうなんでしょうか。市の非常勤職員であるとなった場合は面

接があると思うのですが、その辺はそっちで任せるという風にはならないと思うんですけ

ど、例えば地域協議会の中でこういう人が欲しいとした場合に面接とかどうなるのか。  

  

柴田委員： 年齢や性別の他に何か資格を持った人を条件に付けるのか、全く付けないのかといった

事も、地域課題とリンクさせながらどうするのかという部分もあると思います。順序をき

ちんと踏んでいかないと難しいと思います。デメリットとメリットで考えると、デメリッ

トはあまり無いと思われ、メリットの部分をこちらでどうするかという視点かなと思いま

す。  

 

佐藤会長： こういう制度を作ったという事は、そもそもこの制度を使った事でデメリットが出てく

るなんて事は想定していない訳で、地域が活性化して欲しいというメリットばかりの物な

ので、先ほど受け皿が不十分である事から地域との人間関係が上手くいかない為に、その

人が持っているせっかくの能力が活かしきれないで帰っていく例が結構あるので、そうい

う風にしない様にしないといけない。 

皆さんの中で、先週のＮＨＫの番組で北海道ひざくりげを観た方はいませんか。  

 

柴田委員： 場所はどこでしたか。  

 

佐藤会長： 新冠町だったと思います。私はビデオにも撮ったのですが、どうして撮ったかと言いま

すと、あそこは小学校が七校あるんですが、それを全て廃校にして一校にしたんです。ど

うしてかと言いますと、今、厚田区の学校統合の問題を預かっているものですから、凄く

気になっていたんですね。そうしたら、学校統合の問題では無くて何をしたかというと、

大胆に七つの学校を全国に競売したんです。そうしたら大坂の方だったと思うんですが、

そこを美術館にした訳です。年間何万人かが入館した様でした。それからもっと素晴らし

いのは、教員住宅も凄く安く競売したんです。そうして凄く安く買ったのが札幌の夫婦二

人なのですが、そこを少し改修して何をしたかと言いますと、農家をやりだして成功して

ました。どうして成功したかと言いますと、その夫婦に農地を貸した方もやっぱり昔、街

から来て農家をした人だったんです。そういう苦労を知っている訳だから、その若者を家

族として迎えた訳ですが、これが先ほど言った受け皿なんです。 

 

柴田委員： あそこは温泉もあるのですが、温泉の掘り方も立派です。会社と契約をして温泉が出る

出ないは、会社の責任としてというやり方をした訳です。 

 

佐藤会長： もう一つ競売に成功した大きな理由はもう一つあるのですが、その理由は、一校一校の

学校が全てコンクリートでは無く木造りで、あれが凄いと感じました。建物の中全てに木

の温もりがあって、ほとんど改造しないでそのまま使えるという発想が凄い。 

 

柴田委員： 木材が豊富に獲れるんです。 
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佐藤会長： 

 

そうなんです。話しが少し反れましたので元に戻りますけど、どうでしょうか皆さん僕

らはやっぱりこういう人が来て欲しいなとか、自分が出来ない所を代替えでやってもらえ

るのは良いと思います。 

 

柴田委員： 先の話しになりますけれども、もし募集してこういう様な事が出来ますよという様な人

が来るとした場合、我々が全く予期していない様な考えの人が来るかも知れません。 

  

平賀委員： 受け入れる我々の受け皿や考えがしっかりしていないと思います。 

  

佐藤会長： 受け皿がどれだけ準備出来るか。②の地域課題から制度活用の必要性を探ろうという二

つ目の課題に入っていると思いますが、正に地域課題の何にそういう外部人材を活用した

ら良いのかという部分。それともう一つは地域の人が集まって検討してもなかなか出来な

いものがある。 

 

柴田委員： 例えば、青年海外協力隊の様な場合は、こういう技術を持った人とあらかじめ出てると

思います。それに対して応募する人は応募するといった具合に、そういう地域からの課題

に対して応募する人は応募するというのも大切な事だと思うので、少しその辺の窓口を広

げた方が良いのではと思うんです。あとは、いきなりその日からと言うのは難しいので、

一回来てもらい概略を見てもらう期間を設けて、その期間の費用負担を果たしてどうする

のか、期間に含めるのかどうかという部分も含めて詰める必要性があると思います。最初

の募集の段階で興味のある方は、自費で来てみてとしてはどうか。そういうのはやはり自

費の方が良いと思います。 

 

渡邉委員： 例えば、夕日の丘観光案内所とかで働いてもらって、イベント事はそこから発信しても

らって、ホームページを立ち上げたりして色んな情報を発信してもらい、サポート的に入

りながら、色んなところに出向いていく様な事も出来るのかなと思いますけど。支所のデ

スクに居ても良いとは思いますけれども、そういう訳にもいかないと思いますので、出来

るだけどこかに足場を置いて、色んなところに取材に行ったりというのも一つはあるのか

なと思います。農家さんとか漁師さんのところに入るだけでは別の意味だと思うので、そ

うはならないと思います。さっき会長が言いましたとおり、一年をかけて予算の関係もあ

るので四月までは時間もあるので、まだまだゆっくりと検討をしていくのが良いのではと

思います。途中で補正で組んでという話しにもならないのであれば、来年の夏から秋位迄

かけてゆっくりと何が必要だと検討していくのが良いと思います。 

 

佐藤会長： 例えば、地域協議会でこれを決めたから本庁にお願いしますではナンセンスであり、そ

れを決めたという事は、受か入れまでのプログラムだとかを地道に計画されていれば、議

員さんであろうと市役所の本庁舎の人であろうと、見たらこれは成功しそうだと思う計画

で無ければ駄目なんです。もちろん反対はする理由は無いとしても、これは出来そうだな

とか、これは面白いモデルになりそうだなと思わせる計画を立てるのには結構時間がかか

ります。それこそ英知を集めて、今言った様な事をやっていく訳です。という事はメリッ

トしか無く、デメリットは無いのだからやりましょうかという事でしょうか。 

柴田委員： 大きな方向性としては、それ以外に方向は無いと思うんです。今までずっと我々は過疎
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である事をどうしようかという事で色々と協議をしてきたんですけれども、それを克服す

る為に有効な手立てとして、行政のバックアップもあり大変ありがたい事だと思いますの

で、これをやっぱり梃にして、肉付けをして、万全の準備をして、一歩ずつ段階を踏んで

というのが一番だと思います。 

 

佐藤会長： 普通、大きなプロジェクトを立ち上げてやる場合には、必ず一年前にそのプロジェクト

のミニチュア版みたいなものを立ち上げてやるんですが、これと同じ様に、うちの地域課

題に対して外部の人がアドバイスをくれる、例えば、ＮＰＯだとかそういう事を専門にや

っているコーディネーターなど、そういう人達に来てもらって、本当に今、柴田委員の言

う様に、この厚田区の地理的条件だとかそれから札幌の様な大都市の近隣の場所であれば

何が課題なのかという視点で整理しながら、我々と話し合いをしながら視点をまとめると

いう、地域課題をまとめる方法がまずは必要なのではないかと思います。そこで集約され

ている地域課題に対して、外部人材を活用しようかという段階になってくるのではないか

と思うんです。ですから、こういうＮＰＯなどのプロの人達に何回か来て地域課題を調査

してもらう為の予算だったら申請可能ではないでしょうか。 

 

平賀委員： こだわり隊は今年度なんとか終わりましたけれども、実際にやってみたらやっぱり皆そ

れぞれ仕事を持っている中で関わっており、専属の人がおらず色んな面で大変だったので、

こだわり隊もまた直売を来年もやると思いますので、その時に専従で出来ないか。 

 

吉田副会長： それは私の頭の中にもあるので、先ほど少し触れたんですけど、地産地消の関係でやが

ては自分達で色々としていかなければなりませんが、案といいますか、色んなものに協力

してくれる協力隊が居るのでしたらお願いしてと思います。 

 

佐藤会長： 万が一、こだわり隊の今の状態を外部人材を入れてやるとしたら、外部人材がこういう

事をやりたいと言うかも知れません。例えば、自分でその企業を立ち上げて、生産者と消

費者を結び付ける様な金儲けを考えるかも知れません。我々みたいにボランティアでやっ

ている訳では無いので、そうすると今度は農家に対していわゆる都市部で売れる野菜なり

多品種少量野菜を作って下さいとなるかも知れない。それを作れば、札幌では確実に売れ

る訳ですから、今までのうちの農家の生産形態を変えなければならない。そういう事まで

コーディネートしてもらい、農家を変えていくんです。要するに、売れる物をブランド化

していく事をやってもらう様な人を入れると、このこだわり隊もガラッと変わる様な発想

が必要であり、我々が持っている様な発想では無くて、全く違う発想をする人が重要だと

思います。やっぱり発想が地域を変えると思いますので、我々がなんぼ検討しても出てく

るものというのはだいたい同じであり、明日食べる米にも困る状況であれば、こだわり隊

から買い取っても高い値段で売らなければならない様になり、全く違う発想になってくる

と思い、その発想が地域を元気にすると思います。大量に生産されてしまえば一個の単価

は安いんですが、こういう生産をすると一個の単価は高いんです。農家も考える様になり、

例えば 36種類から 40種類の色の違うトマトとかの野菜を作り、料亭とか高級ブランドを

必要とするところはそういう物を望んでいる訳なので、そういう事をしてくれる人が理想

です。準備の段階に少し時間をかけて、地域協議会独自のプランニングを行なうと言いま

しても月に一回の協議会なので、何人かが中心となってそういうプランニングをして、次

の協議会にそれを出す様な形でいかないと、一年あるからと言っても月に一回なので、今
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日みたいにどうしようかという意見を皆さんから頂いてとしていたら、あっという間に一

年は経ってしましますので、誰か智恵を出して何人かでやってみようかという人、つまり

は次の協議会までの準備のプランニングをしてくれる様な人はいませんか。外部人材活用

分科会みたいに。  

 

吉田副会長： もう少し時間を頂かないと難しいと思います。 

  

有田委員：  農業だって漁業にしても、やりたいと言って人が来ても簡単には認めないかもしれませ

ん。  

 

柴田委員： 人を受け入れるからには、前回も私が言いましたけれども、やっぱりその後も夢に向か

って進んでいける様な何かをきちんと用意してあげないといけないと思います。そういっ

た意味では、本当にこれはハードルが高くて新規就農者とか新規漁業者とか、どの様にし

たらその中で漁協なり農協と話し合いが出来て、新しく受け入れてもらえるのかという道

筋をちゃんと作っておかないといけないと思います。関係するところとよく打合せをした

中でこういう事だったから可能だねという道筋をちゃんとつけてあげた上で、受け入れて

将来の事まで考えてあげなければならない。  

 

佐藤会長： 松浦委員へ聞きたいのですが、例えば、若い人が漁業をやりたいと言った場合はどうな

んでしょうか。 

 

松浦委員：  今、お手伝いに来ている方々がいるんですが、だんだんと高齢になってきていて、来年

から行けないといつ言われるかとドキドキしながら来てもらっている状況で、新しい人を

誰か頼みたいけれども、今いない状態で漁業は汚くて寒いし魚外しもそうですけど、すぐ

には上手くならないから、忙しい時だけなら少しだけ手伝いに来てくれるのは良いけど、

常時来てくれる方々がどんどん居なくなっている。きっとうちだけでは無くて他のところ

もそうだと思うんですが、そういう問題を抱えています。それで例えば、今日言う仕事の

事で出荷出来る魚だけでは無いので、傷ついた魚とか出荷出来ない魚を、例えば私達はニ

シンであれば糠ニシンを数の子だけ獲って加工してみたりとか、とにかく加工しないと魚

が売れないんです。だけど、とてもじゃないけど手が回らないので、そういうのを加工し

て例えば厚田のニシンで作った糠ニシンなり、切りこみなり、数の子なり、ハタハタなら

いずしなり、アキアジならトバなりにしてくれる人が婦人部にしても皆そこそこ忙しいの

で出来ないので、そういうのがあればと中井委員と前に話しをしていたんです。最初は全

く解らない人にやって下さいと言うのは無理なので、やはり期間があって、こういう手順

でいずしなりが出来るという手順を教える必要があり、そうする事によって忙しい時だけ

では無く、別に仕事していけるし、すればするだけ収入にもなると思います。上手く回れ

ばブランド化出来るかも知れないし、工場が出来るかも知れないと思います。ただ、今み

んな自分のところの生の魚を捌くだけで精一杯なので、そういう加工業がまとめて出来る

様なところがあればと話していました。 

 

高橋委員：  漁組はそういう事の相談には乗ってくれないんですか。 

 

松浦委員：  乗ってくれてもとっても時間がかかるんです。組合は組合で職員もすごく減らされて、
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組合は組合で手いっぱいなので、そういうのがあれば良いと思います。  

 

佐藤会長： 

  

養殖はどうなんですか。 

  

松浦委員：  養殖はホタテのみです。放流はニシンとハタハタとサケの放流事業は組合と市とでして

います。  

 

佐藤会長：  皆さんから色々な意見をいただきましたが、次回は③必要性の判断とその理由を明確に

しておこうという事なので、来月は①、②、③と連結して少し考えていただければと思い

ます。11月の協議会は地域おこし協力隊という分野でこういう活用してみませんかという

事で提案型の意見を大歓迎ですので次回よろしくお願い致します。 

５．報告事項 

  ・厚田小学校図書館の概要（市民図書館寺尾主査より説明）※情報交流の前に実施 

  ・議会報告会の開催について（地域振興課 髙田課長から口頭により説明） 

  ・地区防来計画の進捗状況について（地域振興課 髙田課長から口頭により説明） 

６．その他 

  次回会議等の日程について 

平成２４年 １１月２７日（火） １８：３０ ～ 厚田保健センター 多目的ホール 

７．閉会 

平成２４年１１月２７日事録確定 

                                    石狩市厚田区地域協議会 

                                      会 長 佐藤 勝彦 


