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平成２４年度第６回石狩市厚田区地域協議会 

【日 時】 平成２４年 ９月２７日（木） １８：３０ ～ １９：５７ 

【場 所】 厚田保健センター １階 多目的ホール 

【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 

    

支 所 ～  尾山支所長・池垣課長 

事務局 ～  髙田課長・栗谷主査・永澤主任 

（地域振興課） 

【傍聴者】 ２名 

【次 第】 １．開会 

      ２．会長あいさつ 

      ３．協議事項 

・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の紹介】（資料①・②・③） 

       

      ４・報告事項 

        ・地域の「ちょっといい話題」交流 

※地域での耳より情報や旬な話題を各委員より報告いただき交流する機会と、引き続きリラッ

クスした雰囲気の中で多くの意見を引き出し、実りの多い協議となるよう「協議事項」の前

に実施した。 

        ・地域協議会情報誌について 

        ・あつた中央クリニック診療日の変更について 

         

５・その他 

・次回会議等の日程について 

６．閉会 
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１．開会 

２．会長あいさつ 

  

３．協議事項 

 

 ・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の紹介】 

   

髙田課長： 

 

それでは皆さんどうもお晩でございます。会議の前に今日欠席の連絡を受けているのが

中井委員、松浦委員、渡邉委員、加藤委員、盛重委員の五名の委員から欠席の連絡を受け

ております。有田委員については、少し遅れるという事で聞いておりますので皆さん揃い

ましたので早速、第６回地域協議会を開催したいと思います。それでは会長挨拶よろしく

お願い致します。 

 

佐藤会長： 

 

皆さんお晩でございます。暑さ寒さも彼岸までという事でやっと過ごしやすくなりまし

た。これから農家の方も書き入れ時という事でお忙しい方もいらっしゃると思いますけれ

ども、この地域協議会も任期半分まできました。後の半分も、また皆さんと一緒に頑張っ

て地域の為に色んなアイデアを出しながら検討していきたいと思います。なるべく短い時

間に効率的に議事を進めていきたいと思いますので、議事の方に入りたいと思います。 

それでは、新たな地域づくりの展開についてという事で【地域おこし協力隊制度】とい

う国の制度ですが、これについて事務局の方から説明して頂きます。 

 

髙田課長： 

 

今日は、地域づくりの手法の一つとして、「地域おこし協力隊」という制度について紹介

をさせて頂きます。都市住民など地域外の人材を地域社会の新たな担い手として受け入れ

る、つまり「外部の人材」を登用し、新しい視点・視野を活用しながら、地域力の維持・

強化を図る という取り組みです。 

これから資料により説明をさせて頂きますが、今日はこの制度の仕組みと、制度を導入

をした喜茂別町に、今月上旬、視察研修に行ってきましたので、その概要等をあわせて説

明させて頂きます。 

今日のねらいとしては、こんな制度があるということを全体で共有する事と、この制度

が今後の厚田区の「まちづくり」「地域おこし」の参考になればと思っておりますので、よ

ろしくお願い致します。 

では、資料１をご覧ください。 

 この制度は、国、総務省が21年3月に創設した制度で、制度創設の狙い・目的は、資料

に記載しておりますが、人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において、地域おこし活

動の支援や農林漁業の応援、住民の生活支援など「地域協力活動」に従事してもらい、あ

わせてその定住・定着を図りながら、地域の活性化に貢献し、地域力の維持、強化を図る

ということが、この「地域おこし協力隊」の目的となります。 

次のその仕組みですが、黒枠で大きく「地域おこし協力隊」、その下に、「地域」「地方自

治体」とありますが、この三者が一体となって、地域課題の解決や、新たな地域おこし、
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まちづくりなどの目標を掲げ、やる気・熱意に満ちあふれる人材を外部から確保し、この

組織の活用を図りながら、目標の達成を目指すという仕組みです。 

募集にあたっては、地域おこし協力隊に何をしてもらうのか、目的・目標を明確に絞り

込んで募集することが、やる気ある人材、熱意あふれる人材を確保する事に結びつき、大

切なことと思われます。 

次に、地域おこし協力隊の委嘱期間は最長で 3年、身分は町の非常勤職員で、住民票を

移し、地域に住み込み、定住が条件となります。さらに、卒業後は地域での起業・就業を

目指し、最終的には地域に定着することとなり、卒業後は地域の一員として働くこととな

ります。 

「地域おこし協力隊」の黒枠の中には、地域おこし支援活動、農林水産業従事、環境保

全活動、地域ブランド・地場産品の開発販売など、活用の目的例が記載されております。

他にもまだまだ色々な目標を設定して活用する事ができるかと思いますが、一例として記

載しました。 

後ほど、厚田区としてもこんな形で活用してはおもしろいなど意見があればお聞かせ願

いたいと思います。 

③次にこの組織をサポート・コーディネートするサポーターについて説明します。 

「地域おこし協力隊」「地域」「地方自治体」の三者だけでは、なかなか初めての取組で

どの様に進めて行けば良いのか、また、外部の人材なので、地域事情にもうとく、どこに

どんな人がいるのかも、まったく解らないということで、そのあたりを補う、資料では、

「中間支援団体」「集落支援員」と記載されていますが、これらのサポーターを置く事がで

き、これらを配置することでスムーズな活動へと導くことが見込めます。 

「中間支援団体」は、地域おこしのノウハウを持つ団体や業者を意味しており、業務委

託により、地域おこし協力隊活動のサポートや全体の調整役を担ってもらうサポーターと

なります。 

一方、「集落支援員」は、地域の実情に詳しく、地域と隊員とのパイプ役を担う地元の人

材 サポーターです。 

このように、活動の調整・コーディネート役である「中間支援団体」や地域住民のパイ

プ役である「集落支援員」のサポートを得ながら、「地域おこし協力隊」と「地域」「地方

自治体」の三者がトライアングルを組み、地域課題の解決やまちづくり、地域おこしを行

うという仕組みが地域おこし協力隊という国の制度となります。 

次に、資料２をご覧ください。 

今月上旬、地域振興を担当する本庁・厚田、浜益支所の職員 6名で、この制度を活用し

た喜茂別町に研修に行ってきました。 

 喜茂別町「地域おこし協力隊」の概要ですが、 

【実施目的】は２つ。地域おこし協力隊を導入することで、①集落支援活動を実施する事

と、②事業終了後の定住化により集落の活性化を図ると大きな目標を掲げ導入したとのこ

とでした。 

【制度導入に至る経緯】ですが、 

「地域おこし協力隊」は平成 22年度に 10名募集した訳ですが、その前段 21年度に、「集

落支援員活用モデル事業」に町は取り組み、「集落支援員」として町の観光・イベントなど

の企画運営に積極的に携わっていた地元商工会員 5名が地域課題を抽出し、その解決や新

たな地域づくりを目指して活動を展開する取り組みを行っていたそうですが、その過程の

中で、課題解決に向けた新しい視点でのアイディアや感性、その取り組みを実現させるた
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めの専従的な外部人材を確保する必要があると強く感じ、導入に至ったとのことでした。 

【導入体制】 

導入にあたっては、先ほど資料１で説明させていただいた「中間支援団体」の位置とな

りますが、街の観光やイベントの企画運営を行う NPO法人「きもべつ WAO」、地域おこしの

ノウハウを持つ「北海道ふるさとづくりセンター」と業務委託を交わし、喜茂別町との三

者で、隊員をサポートする「地域おこし協力隊支援コンソーシアム」という組織体制を構

築、「地域おこし協力隊」の調整役を担ってもらったとの事でした。 

この委託費用については、隊員１人につき 350万円を上限として、総務省から財政支援

を受けるお金の一部を活動費として充て、賄ったとのことです。 

 また、地域と隊員とのパイプ役を担う地元の人材「集落支援員」は各集落に１名、５名

を配置し、集落支援員の身分も、地域おこし協力隊と同様、町の非常勤職員として月額 10

万円で委嘱したとのことでした。 

導入に至る財源はすべて国から支援していただいたようで、財政的には現段階では、町

の負担がない事業のようです 

次に裏面になりますが、「地域おこし協力隊員」の募集条件や身分待遇、卒業後の進路を

記載しました。この後、皆さんから感想なりご意見があれば頂きたいと思いますのでよろ

しくお願い致します。 

 

佐藤会長： 

 

なかなか面白く大分良い話だという中身でしたけれども、まずご意見を色々と頂く前に

今の説明の中でちょっと解らないなとか、ここのところはどうなっているのかといった質

問を先にお受けしたいと思いますので何か質問ありますか。 

 

美馬委員： 

 

喜茂別町の人口はどの位なのでしょうか。 

髙田課長： だいたい 3,000人位だったと思います。 

 

吉田副会長： 

 

 厚田よりは少し多いと思いますが、だいたい2,000数百人だったと思います。 

 

美馬委員： 

 

それでは厚田区と同じ位なんですね。それで隊員が10名という事は人口の割に多いです

ね。 

  

河野委員： 

 

その協力隊員の方達はどこから、そこそこの町に来てくれるんですか。 

 

髙田課長： 

 

一応、10名の方については道内の方と聞いておりまして、制度の条件としまして、都市

から来て下さいという事なので、札幌とか結構大きな街から皆さんがネットとか新聞を見

て応募して来たと言っておりました。応募した方の中には道外の方もいたかも知れません

が、採用者の中には道外の方はいなかったと聞きました。 

隊員も最初に来た時は何しに来たのという目で見られたりとか、同じ位の年代の人には

仕事の無い時なのに入り込んで来て、月19万なりとお金が貰えてという目で見てた人も喜

茂別町の中にはいた様ですね。 

最初はまず、それぞれが集落に入り込んで集落にある65歳以上の 10件から20件位だと

思うんですけれども、毎日そういうところに顔を出して、お爺ちゃんお婆ちゃん元気かい

という見守りといいますか、安否確認みたいなところから始めて、少しずつ地域と関わっ
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てイベントに出たりとか、買い物の手伝いや病院へ連れていく事によって、だんだんと存

在といいますか、その人自体が認められて、地域に溶け込んでいったという様な事を言っ

てました。 

 

河野委員： それはこの町をなんとかしたいとか以前に、最終的には田舎暮らしがしたいという気持

ちがあったという事なのでしょうか。 

 

髙田課長： 

 

やっぱり自分の中で何か作物を使って特産品を開発して販売したいとか、そういう色ん

な夢を持っている人方がたまたま喜茂別町の募集の目的を見た時に、自分の描いている夢

とある程度重なる部分があって、募集に対して応募したという形で色んなレポートだとか

面接の中でその意欲が伝わって採用されたといったところなので、だから 10名のうち２名

しか町外へ転出していない訳で、２年間頑張ったあとも、町内に残って定住して頑張って

起業なりをしたという形みたいです。 

でも、実際に役所の人間の話しの後に役所抜きでこの隊員の方とも話しをしたんですけ

れども、やはり隊員の方は隊員の方で色々と大変な思いというのがあって、なかなか役所

は応援してくれなかったとか、民間企業に投げっぱなしで色んな部分で苦労したとか、役

所がいない中で話した事によって色んな事が聞けました。 

 

佐藤会長： 

 

ところで、この総務省からの財政支援ですけれども時限立法で期限は決まっているので

すかね。 

 

髙田課長： 

 

今の段階ではまだまだ活用して下さいという事なので決めているとは思うんですけれど

も定かではありません。 

 

佐藤会長： 

 

なぜ聞いたかと言いますと、喜茂別町で 10名採用して８名が残ったという事なので大変

歩留まりが良いですよね。 

ところが、平成24年７月１日現在の資料を見ますと喜茂別の隊員数が１人なんですよ。

だからこれを例えば過疎化してきている地域でもコンスタントにそういう人材を年度毎に

入れてある程度の数まで成長させていこうと普通は計画的に考えますよね。だけどそれが

果たして出来るものかどうかという事。 

 

吉田副会長： 

 

今度のこれは二次募集なんですかね。 

 

髙田課長： 

 

今度は違った目的であり、入れ替わっているんですよね。 

 

佐藤会長： 

 

最初10名の補助金を貰ったから、その次はそんなにあげれないと言っているのか、それ

とも人がいなかったのか。花火みたいに１回打ち上げたら終わりという事では継続性が無

いし、本腰を入れてこういう政策に取り組むというのであったら、５～６回はこのスパン

で人を募集しながら活性化するという事が出来ればと思いますけれども、この辺りがまだ

クエスチョンですね。 

 

髙田課長： 

 

ただ１回目の部分は人数が多かったので、一集落に２名ずつ入ったのでやはり知らない

土地に入り込んで来ても、同じ仲間が居たという事で心強い部分はあったと言ってました
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ね。だから、逆に継続的に持っていくのも非常に大事な事だと思うんですけれども、やっ

ぱりそういう入って来た人材を活用する為にも、やっぱりそういうある程度の人数をどっ

と入れるのも一つの手なのかなと思いますけれども。 

 

佐藤会長： 

 

それからもう一つは、隊員数に上限が無いのかどうか。要するに補助金には今現在 350

万という上限があるんだけれども、人数に上限はないのでしょうか。 

 

髙田課長： 

 

今の段階では無いと聞いたんですけれども。100人とか50人とかとなった時にどうか。 

 

佐藤会長： そこまではいかないと思いますけれども、凄い金額ですよね。 

  

吉田副会長： 

 

手を挙げたとしてもどの位認められるのかという点も調べてもらい勉強を繰り返しなが

ら、地域協議会のメンバーの中で定住とかの話しもあったので知りたい。 

 

前田委員： 

 

定住しなかった人というのは、何かお金を返還したりとか必要なんでしょうか。 

 

髙田課長： 

 

特にそういうのは無かったみたいです。 

 

前田委員： 

 

それだったら、募集してやっぱり俺は住まないわと言っていなくなる人が沢山出るので

はと思ったんですよね。町で住む場所も用意してくれて、２年間はそこに住める訳ですよ

ね。 

 

吉田副会長： 面接がかなり厳しいという訳なんですかね。 

 

前田委員： でも面接の場だけなら上手に対応出来ますよね。 

 

美馬委員： ＮＨＫの放送でも取り上げられてましたよね。面接の段階から何回かＴＶで取り上げて

ましたね。全員ではありませんでしたけれども、主な人達が出てました。若い人たちの田

舎で暮らしてみたいとか、そういう夢みたいな感じで解る様な気がしました。それで、一

生懸命地域に溶け込もうとしているけど上手くいかない様な感じで、最初の動機とかも都

会で暮らしていて仕事も無くて忸怩たる思いをしている様な感じの人もいるし、なんか面

白い事が無いかと思っている人もいるし、その応募のきっかけとかそういうのも取り上げ

ていたので、ちょっとドラマみたいな感じもして興味ありました。 

 

髙田課長： 結構受け入れる側の器が大きくないと駄目だと思うんですよね。喜茂別町のそれぞれの

感想とかもあるんですけれども、その中には家族で来た人もいて、３歳とか４歳の子供が

居たら隣の人達もお孫さんと同じ様に扱ってくれたりとか、やっぱり都会には無い田舎付

き合いみたいなものを感じて、ここは良いところだなと感じてっていう方がいて、最初は

前田委員の言った様に２年間なんとかして居ればいいやという気持ちで来た方もいるかも

知れませんけれども、その辺が地域の人達の温かい中で２年間生活する事によって、何か

その人をそこに定住させる様な形にしてしまったのかなと読んでいて感じました。 

 

佐藤会長： 準備も必要ですよね。もしするのであれば、先ほど言った物理的に家だとか色んなもの
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 を準備しておくという事もあると思いますが、厚田というところは素晴らしいのだという

ところを広くＰＲする様な事をしておかないと、先ほど言った様にモチベーションとか動

機があやふやで面接の時だけ必死となり、決まったら２年間はただ飯食えるぞとなるのは

許せないですね。 

しかし総務省って面白いですね。日本中をどんどんと合併しておいてスケールメリット

を狙っておきながら、今度は過疎化してきたらここにお金を使うという事で、火を付けて

おいて消す様なものですよね。多くの委員の方から、これは面白そうだという事で何とか

具体的になる様に詰めてみようという様なご意見はございませんか。誘導している訳では

ありませんけれども例えば、こだわり隊についても仕事を持ちながらなので大変なんです

よ。農家の方は職業でたくさんの物を作っているのに、今度は作ったものを売りますよね。

なかなかこれは上手くいかない。だからこだわり隊自体ももう少し厚田らしくする為には、

こういう地域おこし協力隊みたいな組織しながらやっていくというのも手だと思います。 

 

美馬委員： 本当そうだと思います。少し手伝ってみて、本当に一生懸命やっていて凄く大変そうだ

なという風に思いましたので、そういうコーディネートする方がいたら農家とそういうイ

ベントとかそういう橋渡しみたいな感じが出来て、もし出来れば厚田独自の加工品みたい

なものを開発出来る様なそういうのになってくれたら凄く良いのではないかなと思いま

す。 

 

佐藤会長： そういうアイデアを持っている人って世の中にはたくさんいますよね。 

 

美馬委員： 移住・定住の分にも結び付けられますよね。 

 

佐藤会長： 高橋委員どうでしょうかね。移住・定住の問題で色々とありましたけれども。 

 

高橋委員： 私もちょっとテレビで観て、こういう事をやっているんだなとは思いましたけれども、

国で実施しているとは思っていなかったんですけれども、その期限が終わった後をどうす

るのかというのを来た人が悩んでいる場面が出てましたけれども、そのアフターケアーを

自力で過疎に来るだけでも大変だというのがあるので、その辺の将来を考えてやっていか

ないと来てもらってもまたすぐに出ていくという事になってしまうので、利用しながらも

厚田自体が盛り上がっていかなければならないなという事ですよね。中長期的にも住んで

いて楽しい様なまちに切り替えていくという様な事が大事だなと思います。 

 

佐藤会長： 特に厚田なんて、たくさんの従業員を雇用する様な産業だって無い訳ですから、だいた

い第１次産業を上手くやらないとならない。ところが柴田委員、農業なんてなかなか壁が

高くてする事が出来ない、だから農業をやりたいという特に若者なんかが来てもそれを受

け入れる受け皿というか、その何年間か経ってから自分で自立してそういう農家を立ち上

げていけるというのは、そういう色んな壁がありますよね。だからそういうものをある程

度クリアしておかないとそういう人を受け入れたけれども、その後の責任を取れないとい

う事になりますよね。どうでしょうねその辺りはクリア出来そうですか。 

 

柴田委員： 結局、農業も漁業も簡単に参入出来ませんからね。だからそういう頑張っていただいた

次のステップを保証してあげないと人は来ないと思いますよ。そういう関係機関と新規参
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入出来るという事の保証、道筋を付けて頂かないと厳しいのかと思います。 

 

吉田副会長： やる気があれば農業も農地を借用しての農業は出来ると思うんですけれども、自分の農

地となると色々と農地法の問題もあるので難しいと思いますけれども、漁業もそうですよ

ね。１年間の従事日数が 70日程無ければ漁業権が取れない等あり、自分で獲る事は出来な

い。ただそれはやはり腰を据えてやってもらわないといけない。 

 

柴田委員： 農業なんかは素手で出来ないですし、色々と機械が無ければ出来ませんからね。機械代

にしても一千万とかかかりますからね。 

 

吉田委員： これから農業も廃業する農家の方達も出てくるかも知れないので、その辺で機械を安く

とか買うのもあるかも知れませんけれどね。 

 

柴田委員： もしそっちに進んでいくにしても、人を募集するなり何なりしてもどういう人をどうい

う尺度で選ぶかといった時に厚田の問題点と言いますか、どういう方向のものを力入れて

いこうか何をやっていったら良いのかという事が我々は中にいるので良く解らないんです

よね。だから来た人にはまずそれを考えてもらわないといけないと思います。最初の段階

で都市の近郊にあって、この過疎の区で何が出来るのかという事のアイデアをもらわない

と、一つはソフトの部分でもアイデアを出してくれる方々とかあるいは第１次産業で体を

使っても頑張るとかその辺もちょっと良く考えないと一歩踏み出したは良いけど何をどう

するのとなっても解らないのではどうしようも無いと思うんですよね。例えば田舎と都会

を繋ぐ色んな会社をやっている人が居ますよねそういう人を加えるとか何かしないと、

我々の能力の中ではなかなか出てこない。私も最初来た当時は色々とアイデアはあったん

ですけれども今はもう枯渇してしまいましたからね。 

 

佐藤会長： なかなか皆さん思慮深くなってきてますね。それではこれからの地域おこしに委員の中

で一番若い前田委員さん意見としてどうでしょうかね。 

 

前田委員： 先ほど髙田課長の言った様に、これは地域の人の器の大きさになって来るかなと非常に

思いました。だから個人的には研修までして頂いてこういうのがあるんだよという事で発

見して下さったので、是非こういう使えるのは使った方が良いのかなと思います。あとは

厚田の人の器の大きさというのを来た人に見せてあげようかなと思います。 

 

佐藤会長： そうなんですよね。受け皿がどれだけ準備出来るか。 

 

柴田委員： 厚田なので募集したら人がわんさか来て選ぶのにどういう基準で選ぶんだという気がし

ますね。 

 

佐藤会長： これを実行する我々がその筋道とかそういうものを描けないで集めたら大変で右往左往

しますよね。 

 

柴田委員： 大枠に向かうべく青写真を作りながらそれに見合った人をという風にしないと駄目だと

思います。 
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佐藤会長： これはこういう方向でやっていこうと決めた時にそういう青写真が出来るかどうかです

よね。 

 

大黒委員 私も同じ経験を６年間しているんですけれども、先生を定年退職してから派遣社教主事

というのがありまして、市町村から要求があるんですよね。それは教育長が決めるんです

けれども、教育長がその人を選ぶのに凄く責任感を感じて人材を選ぶ訳なのですが、それ

はなぜかと言いますと地元の人が派遣社教主事を選んでも、それを上手く活用出来るかど

うかという事、つまり地域の器ですよね。元先生だったというだけでも少しは違うんです

けど、免許も何も持っていないで来たらとてつもないプレッシャーがかかると思うんです

よね。それをフォローしなければ駄目だと思います。という事が一つと私の場合は３年間

いて次の箇所でも３年間という形で保証されていたんですけど、今回の人達は３年後の保

証が無い訳ですよね。その時までの間でみんなでどう考えてあげるかというのも大事な事

だと思います。そうしてあげなければ来た人は大変だし可哀想だと思います。資料を見ま

すと女性の方が多いんでしょうかね。この喜茂別町の場合はどんな男女割合だったのでし

ょうか。 

 

髙田課長 残った８名中３名が女性だったと思います。 

今、色々と話を聞いていて一つ思っているのですが、最終的に募集をして３年後残って

もらうという事で、果たして地元で起業出来るだろうかとかその辺まで考えてあげるべき

ではないかという意見が何件かあったのかなと思うんですけれども、僕としては逆で、そ

ういう何か目標を設定して、その目標を通して自分で仕事を３年後迄に見つけ出しなさい

と課題を与えていて、ある程度その目標を達成する為には、やはりある程度の決断をして

３年間頑張るんだというのが無ければ、そして立ち上がって残ってそこから何かをするん

だという意欲が無ければと思います。多分、そこまで面倒を見ますよと言ってしまえば３

年間頑張れば何とかしてもらえるんだな。という風な意識になってしまい、そういう人材

が来てもきっと上手くいかないのではという気がするんですよね。だから大枠だけを決め

てある程度こういう目標でこういう事に取り組んで欲しいんだという風にして３年後に自

分でその活動を通しながら何かを生み出して、そこで地域の特性を生かして自分で稼げる

様な自分で起業できるような事を考えていかなければ駄目なんですよという様な与え方を

した方がそういう人材が集まるのではないかという気がしました。 

 

柴田委員： そうすると、当然そういう事を先に打ち出したうえで募集し理解したうえで申込してと

いう形ですね。 

 

髙田課長： そうなりますね。 

 

佐藤会長： そうする前に、例えば面接をしたりして人を決めたりする訳ではなくて、例えば何ヵ月

間だけはここでやりたいという人にまず厚田に入ってもらう。そして人と会ったり見たり

しながらして特に冬の天気とかを経験してもらい、篩いにかけたうえで、それでも意欲が

あれば先ほど髙田課長からも話しがありましたとおり、自分自身の３年間という中でのリ

スクを抱えながらでもここで起業してみるとか何かをしてみるというのも一つの方向性か

なと思いますね。 
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大黒委員 甘くしてあげてという訳では無く、初めから決める訳では無く、実績をみて次の事を考

えてあげるといった感じで温かい目で見てあげるという事です。 

  

佐藤会長：  それでは地域協議会としては、この地域おこし協力隊という総務省の財政支援を受ける

方向で、先ほどからお話しが出ている様にまず青写真を作ってみて検討してみるという方

向性とし、ちなみこの申込受付はいつでも良いのでしょうか。 

 

髙田課長： その辺もこれから調べたりして、目指すとした場合の準備のスケジュールとかを仮に想

定した時にどういう様な流れでどういう様な時期までどうするかというのを次回提示出来

ればと思います。 

 

佐藤会長： それではそのスケジュールを立ててやっていきたいと思います。だいたいこれで協議事

項の１点目【地域おこし協力隊制度の紹介】をして頂きましたけれども、地域協議会とし

てはこれを利用する方向でこれから検討に入るという事でよろしいでしょうか。 

 

各委員：  了承。 

  

４．報告事項 

  ・地域の「ちょっといい話題」交流（佐藤会長進行のもと各委員より話題提供有）※協議事項の前に実施 

  ・地域協議会情報誌について（美馬委員より情報誌編集委員会での協議内容を説明） 

  ・あつた中央クリニック診療日変更について（厚田支所 尾山支所長より口頭による報告） 

５．その他 

  次回会議等の日程について 

平成２４年 １０月２９日（月） １８：３０ ～ 望来コミセン みなくる 

６．閉会 

  

平成２４年１０月２９日 議事録確定 

                                    石狩市厚田区地域協議会 

                                      会 長  佐藤 勝彦 


