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平成２２年度第１回石狩市浜益区地域協議会議事録 
 
日 時：平成２２年 ４ 月２１日（木） １８：００～２０：３０ 
場 所：浜益コミュニティーセンターきらり 
資 料：会議次第 
    資料１：（仮称）石狩市新過疎地域自立促進市町村計画事業計画（平成２２～２７年度） 
        浜益区分 
         
＝会議次第＝ 
 １ 開  会 
 ２ あいさつ 
 ３ 報  告 
        １）過疎地域自立促進計画に搭載する事業計画について 
    ２）その他 
  ４ 講  演 
    １）「キラリと光る浜益づくりの戦略」 

       講師 札幌学院大学経営学部経営学科 

          教授 河 西 邦 人氏 

 ５ そ の 他 
 ６ 閉  会 
 
出席者：次のとおり 

    委    員          職            員 
 役 職  氏   名  出欠       所                 属  氏   名 
 会 長  神田 一昭   （支所）支所長  渡邉 隆之 
 副会長  岸本 教範   ○  （支所）地域振興課長  佐々木政人 
 委 員  笹  賢一   （支所）市民生活課長、はまます保育園長  古川 和志 
 

委 員 
  
田中 富子 

   
 ○   （支所）保健福祉担当課長             

浜益国民健康保険診療所庶務課長 
木村  新吾 

 委 員  大久保満彦   ○ （教育委員会）浜益生涯学習課長 新井 春生 
 委 員  二本柳辰男   ○ （支所）地域振興課地域振興担当主査 小島  工 
 委 員  渡邊真奈美   ○ （支所）地域振興課地域振興担当主任 須田  恒 
 委 員  渡邉 千秋   ○ （本庁）企画調整課企画調整担当主査 森本  栄樹 
 委 員  白井かの子   ○ （本庁）企画調整課企画調整担当主任 畠中    潤 
 委 員  芦澤  肇   ○   
 委 員  三浦 信悦   ○   
 委 員  佐々木茂雄    
 委 員  寺山 広司   ○   
 傍聴人：１７人 
 
１ 開  会 
【支所：佐々木課長】 
 本日、大変お忙しい中をお集まりいただきまして、ありがとうございます。定刻になりましたので、

只今から平成２２年度第１回浜益区地域協議会を開催いたしますが、その前に平成２２年４月１日付

けの人事異動で担当職員が変わりましたので、私の方から自己紹介及び紹介させていただきたいと思

います。４月１日付けの人事異動で地域振興課長に命ぜられた佐々木でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。次に地域振興担当の須田主任も異動となってございます。よろしくお願いいたし

ます。  

本日、神田会長、渡邉千秋委員におかれましては、所用のため欠席する旨の連絡をいただいており

ます。本会議は協議書第９条第２項の規定に基づき、出席委員が過半数に達しておりますので、成立
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していることをご報告申し上げます。 

本日の地域協議会は、本年度策定いたします過疎地域自立促進市町村計画に搭載する事業計画案の

説明後、６時３０分頃より地域協議会アドバイザー奨励事業として計画致しました地域づくり研修会

に札幌学院大学経済学部の河西教授をお招きいたしまして御講演をいただくこととしております。そ

の後、講師との意見交換の時間を３０分程度もちまして、終了時刻は午後８時３０分頃を予定してお

ります。それでは、開会に当たりまして岸本副会長よりご挨拶をお願いいたします。 
 
２ あいさつ 
【岸本副会長】 
 皆さんお晩でございます、お忙しい中、本日もお集まりくださいましてありがとうございます。ゴ

ールデンウィーク目前ですがなかなか気温のほうも上がってきませんが、皆様方におかれましては体

調の方、十分気をつけてお過ごしいただきたいなと思っております。本日はですね、協議事項は用意

されておりません。報告事項とメインとなりますのは、河西教授の御講演ということでございます。

以前から、浜益は豊かなほんとに自然に恵まれて、十分な資源に恵まれながら、なかなかそれを有効

に活用できてないということは、もう昔から言われていることでございます。今日の御講演を通じま

してですね、少しずつ魅力ある浜益の地域づくりに役立っていければいいのかなと思っております。

また皆様方におかれましては、今日の御講演が少しでもお役に立てればと、そのように思っておりま

す。本日も長時間でございますがどうぞよろしくお願いいたします。 
【支所：佐々木課長】 
 ありがとうございました。続きまして、渡邉支所長よりご挨拶を申し上げます。 
【支所：渡邉支所長】 
 皆さんお晩でございます。委員の皆様におかれましては、日中お仕事等でお疲れのところご出席い

ただきまして誠にありがとうございます。 
 私、この度の人事によりまして４月１日付けで赤間前支所長の後を受けまして浜益支所長に任命さ

れました渡邉です。あらためまして今後ともどうぞよろしくお願いします。 
ご存じの通り今年は例年にない遅い雪解けで、農作業の方も若干遅れ気味の感が見受けられますけ

れども、農家では水稲の育苗作業が始まっておりまして、また浜の方ではカレイ刺し網などそれらが

本格的となりまして、さらに今度の日曜から朝市も始まる予定となっております。今年は朝市での買

い物をメインとした浜益温泉や郷土資料館などの区内観光施設等の利用によりますバスツアーを５月、

２回ほど予定しております。１回の定員４５名のところでありますけども応募につきましては今日現

在でほぼ満席といいますか、４５名の定員のところ４６名の…というようなことも伺っております。

そういったことで浜益ふるさと市場への区内外からの多くの皆さんのご利用を期待しているところで

あります。 

さて、平成２２年度がスタートいたしまして、はや３週間程たちましたけども、今年度の浜益区に

関する主要事業につきましては、前回会議において説明させていただいたところでありますけども、

支所と致しましては、区の基幹産業であります農業、漁業、観光の振興について重点的に取り組みを

行い、黄金山をはじめとしました風光明媚な自然や、浜益温泉をはじめとする各種観光事業を積極的

に活用しまして、農漁業等の一次産業と観光産業との連携による地場産地の有効活用や交流人口の拡

大を図り、活力ある元気な地域を目指していきたいと考えております。 
 先程来、お話がありました本日は過疎地域自立促進計画に搭載いたします事業計画につきまして、

支所段階での取りまとめの内容について、報告させていただくこととなっておりますのでよろしくお

願いいたしたい思います。また本協議会の後に札幌学院大学より河西教授をお招きし、「キラリと光

る浜益づくりの戦略」と題しまして講演をいただく予定となっておりますので、これからの浜益区に

おける特色ある地域づくりを進めていくためのヒントやアイデアとして御活用いただき、そして具体

的な取り組み等へつなげていただければと思います。なお、河西先生には今回の講演を含め、この後

も引き続き、浜益区の特色ある地域づくり推進のためのアドバイザーとしてお手伝いしていただくこ

ととなっております。地域自治区、地域協議会が設置され、これまでいろいろな取り組みがされてき

ましたが、区の将来に向けたまちづくりはまだまだこれからであります。地域自治区も本年１０月で

折り返しを迎え、残すところあと５年となります。どうぞ委員の皆様方にはアドバイザーの助言等い

ただきながら、区の将来に向けた特色ある地域づくりの方向性や具体案をまとめていきたいと考えて



- 3 - 
 

おりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 
 
３ 報  告 
【支所：佐々木課長】 
 ありがとうございました。これより議事進行につきましては岸本副会長に議長ということで、お願

いをしたいと思います。よろしくお願い致します。 
【岸本副会長】 
 それでは、会長の代わりということで慣れておりませんが、早速議事の方を進行させていただきた

いと思います。まず報告事項、過疎地域促進計画に搭載する事業計画ということでご説明を願います。 
【支所：小島主査】 
 それでは、私の方からお手元の資料１に基づきまして説明させていただきます。さきほど、支所長

のご挨拶にもありましたが、実は皆様に今お配りしている資料ですけれども、本年度、いわゆる、新

過疎計画の策定に入るわけですけども、その前段として支所、担当課から、過疎計画に搭載する事業

計画のメニュ－出し、ということで挙げていただいたものを全て、そのまま載せているのがこの資料

１でございます。支所内部での、実はヒアリングもまだやっていない段階でありまして、もちろん本

庁の方との協議もこれからということになるわけですけれども、いわゆる、担当課の方で過疎計画と

して行う、過疎事業ですね、として考えられるメニューを担当課の方で出してきていただいたという

ことでご説明させていただきますが、中身の方につきましてはですね、次回以降のおそらく５月の地

域協議会の方で、内容の方の審議をしていただくことになろうかと思いますので、今日はいわゆる、

メニューをご紹介するといいますか、項目だけについて簡単に私の方からご説明させていただきます。

 まず、区分ですけれども一次産業、商工業その他の産業の振興及び観光の開発というところで、事

業名としまして基盤整備と、観光又はレクリエーションに分かれておりますが、基盤整備につきまし

ては草地整備事業、これは市営牧場の草地整備ですね、牧場も絡みまして牧場用機械施設整備事業、

それから、農業の方ですけども共同防除施設整備、野菜特産づくり事業、漁業の方に移りまして、ウ

ニ種苗放流事業、アワビ種苗放流事業、それから地域水産物供給基盤整備事業、これは事前調査及び

ウニ囲い礁の造成事業、それからウニ・ホッキ貝資源量調査事業ということで基盤整備事業になって

おります。 

続きまして観光又はレクリエーションですけれども、海岸環境整備事業、クローズアップはまます

整備事業ですけれども、平成１０年以来休止となっております川下地区の海岸環境整備事業について、

公衆トイレ兼監視員詰所整備、その他駐車場整備を行うものでございます。それから道の駅整備事業

ということで載せておりますが、この事業につきましては前回までの過疎計画に記載搭載されており

ましたが、いわゆる手をつけないまま、ローリングのような形で今回の新しい事業計画にも引き続き

搭載しております。 

続きまして浜益保養センター整備事業ですけれども、これにつきましては毎年継続の改修等の計画

となっております。 

続きまして２番目ですが、交通通信体系の整備情報化及び地域間交流の促進につきましては市町村

道、農道、林道その他に分かれております。市町村道、道路につきましては幌寺通り道路改良工事、

群別幌線道路改良工事、この群別幌線というのは幌手前の灯台からいわゆる室蘭沢地区に抜ける旧国

道ですね、旧国道２３１号の路線でございます。 

続きまして群別水源地線道路改良工事、これにつきましては平成２０年１月に供用開始いたしまし

た浜益斎場、国道から浜益斎場への道路の改良でございます。続きまして郷土資料館通り道路改良工

事、次に浜益市街線病院通り道路改良工事、これは旧診療所のところの路線ですねロードヒーティン

グもやるということになっております。川下切通り道路改良工事ですがこれは川下地区の海岸の高田

宅、沢村宅あそこは旧国道ですけれども、海岸部分のところの道路、そこの改良工事ということを計

画してございます。 

続きまして農道です、農道整備実田地区（袴田地先）事業と書いてありますけれども、こちらの農

道につきましては実田会館から橋を渡ってさらに奥というか御料地側といいますか、そこに渡る農道

の部分でございます。続きまして農道整備柏木第２地区とありますが、これは小笠原地先となってお

ります。農道整備柏木第５地区（渡辺地先）ですけれども、これは柏木３号線地先の農道でございま

す。林道につきましては林道毘砂別線開設改良事業これについては継続事業ですね、その他の交通体
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系の整備としまして、現在浜益滝川間のほうを往復しております、乗合自動車事業、それから区内を

運航しておりますスクールバス事業、一般混乗も含めまして、この事業につきましてはいわゆる、新

過疎法として新たに認められるハード以外のソフト事業という位置づけでこの２事業を載せてござい

ます。そのうえの生活環境の整備ですけれども、それぞれ各地区の水道組合で実施しております水道

施設ですけれども、それがかなり老朽化しているということで、それらの改修事業を登載しておりま

す。千代志別地区の水道組合、床丹水道組合、送毛水道組合ですね。 

その他ですが、浜益墓参道整備事業、浜益地区の墓地の道路の整備事業でございます。同じく柏木

墓参道整備事業、それと浜益区旧火葬場解体工事、本年度は群別地区の火葬場の解体に着手しますけ

れども、翌年度以降も残っている火葬場の解体を予定しております。幌新川改修工事ですけれども幌

新川の海岸側の部分のところの改修工事ということで載せております。 

４番目、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進ですけれども、現在、実田地区にございます特養

施設の増改築及びケアハウスの新築ということで計画的には後年度のほうですが、記載してございま

す。 

５番目の医療の確保ですが、これも今回のソフト事業ですけれども、いわゆる過疎地における医療

体制の確保というソフト事業として、医師の人件費分を登載してございます。その他に患者用ベット

整備事業、医療事務機器等整備事業を載せております。 

６番目、教育の振興ですけれども、浜益小学校体育館の耐震化工事、これにつきましては今年度実

施設計の予算がつきまして、新年度、来年度以降、体育館の耐震化工事に着手する予定となっており

ます。合わせまして浜益小学校の校舎と体育館の大規模改修事業ですね。その他、浜益中学校体育館

建設事業、この体育館につきましては、いわゆる浜益高校が閉校になって、浜益中学校が移転すると

いう前提で、現在耐震化を満たしていない体育館の建設事業を登載しております。その他、スクール

バスとしまして、教育バスとスクールバスの買い替えを載せております。 

７番目の地域文化の振興等ですけれども、浜益郷土資料館の改修事業、それと名勝黄金山整備事業

の二つを載せております。 

その他ですけれども、本年度地域協議会の皆さまでも色々ご協議いただきました、会館の整備事業

ですね、幌会館整備事業それから実田会館の整備事業の二つの整備事業を載せております。その他送

毛会館の駐車場の整備ということで載せてございます。前段でも説明しましたが、実はまだ内部のヒ

アリングも終了していなくて、いわゆる原課から上がってきた事業そのままということでの説明で大

変申し訳ないですが、次回の地域協議会の時にはその辺を十分精査して、内容についても皆様に審議

していただこうかなと思っております。私からの説明は以上です。 
【岸本副会長】 
 只今、事務局より報告がありましたが、説明がありました通り今回は１次集約とのことでございま

すので、本格的な審議は次回以降になるかと思いますが、この事業計画に対しましてご質問でござい

ませんでしょうか？ 
【笹委員】 
 あの、２２年度の計画に載ってるんですけども、あの実質的にこれはもう…例えば予算額やいろん

な要素からいって不可能の可能性が高いのかい？それとも補正だとか何とかと後半に例えば実施され

る可能性もあるの？ 
【支所：小島主査】 
 ２２年度のところ載っている部分ということですか？ 
【笹委員】 
 はい。 
【支所：小島主査】 
 ２２年度に載ってる部分は本年度予算措置されている部分ですね。 
【笹委員】 
 はい。解りました。 
【岸本副会長】 
 他にございませんか？ 
【芦澤委員】 
 あと、この事業の追加というのは考えられるんですか？ 
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各担当課でこれ以外の事業が追加で、また次回の協議会の時に追加で出るという可能性はないです

か？ 
【支所：小島主査】 
 いや、考えられます。 
【支所：渡邉支所長】 
 まあ、一応ですね各課のほうには、もう一度その自分の課だけでなくて、これ以外にもそのこれか

らの地域づくりのために必要と思われる事業について、とにかくあげてくれということで、一回おろ

したんですけども、自分たちの課で無い部分についても気がついた点があれば出すということで話は

おろしてますんで、あと各団体のほうにも一回おろしまして、そういった部分でも集約してますんで、

団体のほうからはこれ以上あがってくるということはないんですけど、それにしてもまだ、第１段階

ですので。 
【芦澤委員】 
 わかりました。 
【三浦委員】 
 例えばこの事業はこれとして、まず５月に入ったら一応皆さんで審議するわけだから、結局この事

業はまあふさわしくないといえば変だけど、ちょっとこれだけのお金をかけるのにもったいないんで

ないかというような、まあ皆さんね、委員の中それぞれ出てきた場合に、まあ別途そのいま芦澤さん

が言うように、別途な事業もこう取り上げてもらえるというような、ことなんですかね？ 

なにか、見てると、それ相当、なにかまあ事業仕訳的な感覚になるわけじゃないんだけど、ちょっ

とこれよりも別な事業があるのではないかなと気もするんです。 
【支所：渡邉支所長】 

 まあ、事業が過疎計画に登載する事業、まあ従前からそうなんですけども、一応実施を目指して計

画はしてるんですけども、とにかくフルスケールであげておいて、計画に盛り込んでおいて、そのロ

ーリングしながら、なんていうんですか、いま最も必要な急ぐべき事業ということで振り分けながら

やっていってますんで、そういった登載をしておかなければ、その１回１回議会の議決、そういうの

が必要となってきますので…。 
【三浦委員】 
 いや、この委員さん人々の中にも各団体から出てきている人もいるんだから、当然これを持ち帰っ

てね、その幹部の人々集まってもらうか、まあね、農家ならある程度の人集まってもらって、まあ協

議というかね、なんかそういうこともおそらくやるんでないかなと思うのです。 
【支所：渡邉支所長】 
 日程的にどうなんでしょう？森本主査？ 
【本庁：森本主査】 
 あの、最終的にこれを作った段階でですね、北海道のほうに協議をして、議会のほうにあげるんで

すけども、北海道に確認しましたら、まだ国のほうからも詳細がきてないと今月の下旬から来月の初

めぐらいにですね、いろんな諸々の詳細については国のほうから通知があるということで、お聞きし

ているものですから、それを見てからタイムスケジュールがですね、当初は９月の定例会にあげると

いうことでとり進めてますけれども、場合によっては１２月にずれるとかですね、国の通知によって

はその辺が出てくるのかなと思いますけれども、ちょっと今の段階ではそれがまだ全然示されていな

いものですから、ちょっとはっきり言えないような状況になってます。 
【三浦委員】 
 まあ、だけど、５年なら５年計画ってものを、製本するか製本しないかわかんないけど、そういう

作業までするわけでしょ。だからその締め切りの例えば、原稿の締め切りの期限が、例えば７月中旬

なら７月中旬とかね、それまでにはある程度皆さんに諮る必要、まああるんでないかなという気がす

るんですけど…。 
【支所：渡邉支所長】 
 ですから、財政とのその協議までは有効期間としては多分あるんだと思いますけど、ですからそれ

を考えるとこの１、２カ月くらい、５月の中旬ぐらいまではね余裕というか…浜益からあげて…次回

の協議会の中である程度、固めていければ、まあ素案ですけどね、あくまでも。 
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【三浦委員】 
 いや、これ自分のちょっと意見であってね、あと皆さん他の各団体から出てきている委員さん方が

ね、まあＯＫということであればこれでいいと思うんですけど。 
【芦澤委員】 
 おおまかなスケジュールというのを示せないのですか？ 

これから例えば地域協議会で協議するにあたってもね、どのへんがタイムリミットなのかね、やっ

ぱりそのへんが解らなかったら、ただ地域協議会で「ばばっ」とテーブルだけでやってしまうってい

うのもどうかと思うんで、やっぱり最終的なタイムリミットがいつなのかということも含めてそのへ

ん明確になったらね、そういう協議していく日程のスケジュールをやっぱり示してもらわないと協議

するにあたってもね…。 
【支所：小島主査】 
 森本主査の言われた通り、最初６月定例会というスケジュールで進めていたんですが、どうもなに

かこう遅れ遅れというか、詳細が固まってなくてですね、９月定例会ということなんですが、もしか

すると１２月にずれ込むような、可能性もあるってちょっと、おおまかな内部で決めたスケジュール

はあるんですが、ちょっとなんかそれをこうお出ししても、ずれ込む可能性があるんですよ。 
【本庁：森本主査】 
 この過疎計画のいまの流れ的なものを説明しますと、まずこの地域協議会の場でそれぞれ厚田、浜

益の中でまず協議をいただいて、ある程度まあ、大体こんな感じでいいのではないか、というものが

出ましたら、今度市のパブリックコメントにですね、協議会だけでなくて、市民全体の、区全体の意

見を反映するということで、パブリックコメントも実施しなければならない形になっております。パ

ブリックコメントをやりながらですね、今度北海道の方に協議して、北海道の方も受けた後ですね、

それぞれの農業分野であれば、農業の担当者に振りましてですね、振った中で道が策定する過疎計画

にまた一致したかどうか判断して、道がいいですよといただいた時点で議会に本市がかけるような形

になりますので、逆算すると９月の議会にうちの方がかけるとするとですね、道の協議も、大体８月

の中から２０日ぐらいまでには終わらせておかなければならない形になりますので、それを逆算する

とですね、道も１週間１０日でそれぞれすぐいいですよ、おそらく全道からですね、この過疎計画を

作ってですね、集中する形になりますので、道もおそらく１カ月程度はおそらく協議の時間を下さい

よという形になるのかもしれないかなと思ってますので、そうなると逆算すると結構あの９月の定例

会というのはですね、うちサイドも相当ちょっと厳しいかな、まあ本来であれば２回、やはり協議会

でもですね、次１回で結審というのはちょっとなかなか厳しいとこだと思ってますんで、２回程度を

かけるとですね、６月の協議会にかけて、パブリックコメントも１カ月程度やりますとですね、時間

的には９月の定例会には相当厳しいような、６月の協議会や６月のまあ２０日前後としてもです、そ

れからパブリックコメントを同時実施してですね、７月の２０日ぐらいまでやって、すぐ道の協議終

わって８月ギリギリのタイミングになりますんで。場合によっては協議会で２回審議いただくのであ

れば６月の開催時期を少し早めていただくとかですね、そういった形もでてくるかなと思うんですが、

なにしろですね、道もその全然まだ国からの方針も今月の下旬から来月の初めという話なもんですか

ら、それが示されて道もスケジュールを立てて、北海道の市町村のほうに計画のスケジュールもです

ね、お示しできるような形になるもんですから、ちょっと、いまの段階では９月の定例会にかけるの

であれば、最短でいったらそういうようなスケジュールで行かなきゃならないかなと思っております。

１２月であれば若干もうちょっと時間があるものですから、もう少しこう皆さんにゆっくりご審議い

ただけるような時間もとれるかなと思っておりますけども。 
【支所：渡邉支所長】 
 いずれにいたしましても、日程等ある程度決まりましたら、また…今日はその一次集約ということ

であげている部分についてこれ以外にもし委員さん方の中でこういった事業が必要でないかいうのが

もしありましたらですね、そういった部分も次の協議会あたりにまた出していただければと思います。 
【岸本副会長】 
 よろしいですか、時間のほうが押してますので、進行させていただきたいと思います。それでは講

演の前にですね、次回の開催日程について、事務局よりお願いいたします。 
【支所：小島主査】 
 次回の日程を決めさせていただきたいんですが、当初予定していなかった５月の地域協議会、５月
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に地域協議会を開催したいと考えております、事務局案としてではですね５月の２６日か２７日でい

かがでしょうかというご提案なんですが。 
【岸本副会長】 
 それでは、次回をですね５月２６日の６時半から支所でということで決定させていただきたいと思

います。それでは、休憩をいたします。 
 

４ 講 演 

【支所：佐々木課長】 

 皆さんこんばんは、地域振興課長の佐々木です。これから地域づくり研修会を開催いたします。 

 講師に札幌学院大学経営学部経営学科教授の川西邦人様をお招きしまして、「キラリと光る浜益づ

くりの戦略」と題して講演をしていただきます。その前に事務局の方から、この事業の概要と川西教

授の紹介をさせていただきます。 

【支所：小島主査】 

 地域振興課の小島です。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。 

 今回、浜益区地域協議会の方でアドバイザー招聘事業といたしまして、地域づくり研修会というこ

とで企画させていただきました。平成１７年１０月の合併よりすでに４年半が経過していまして、今

年の１０月にはもう５年ということで折り返しを迎えようとしております。地域協議会を中心に様々

な議論を重ねてきておりますが、特色ある浜益づくりへの道は、いまだ半ばなのかなということで私

も感じておりまして、本年度アドバイザーに札幌学院大学の川西教授をお招きしまして、地域づくり

研修会ということで全３回を予定してございます。 

今日は１回目ということで、各地区のコミュニティビジネスや、ソーシャルビジネスの先進事例な

どを交えまして川西先生の方からご講演頂きまして、２回目につきましては参加者によるワークショ

ップで、これからの浜益をどういうふうにしていけばいいのかということで、皆さんで話し合ってみ

たいと考えてございます。その後、９月をめどに今後の浜益の目指す姿といいますか、具体案につい

てまとめを行ってこういう浜益にしたいと、いうようなところまでもっていきたいと考えてございま

す。皆様におかれましては、お時間の許す限りぜひともお参加していただきたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 本日は、講師に札幌学院大学川西教授をお招きしております。川西先生のプロフィールにつきまし

ては、お手元の配布の資料に記載させておりますので、ご覧になっていただきたいと思います。 

 これから、川西先生にご講演をいただきます。よろしくお願いいたします。 

【川西教授】 

 皆さん、こんばんは。本年度、今日を含めて３回、皆様の地域づくりに微力ながら協力をさせてい

ただくということで、本日、第１回目は各地域でどのような形で魅力ある地域をつくっていっている

のか、そういう話をさせていただきます。そして第２回目は先ほど話があったとおり、皆さんの中か

らこの浜益をどうしいきたいのか、じゃあ、そのためにはどうやったらいいのか、ということを皆さ

んと一緒に考えていきたいと思います。 

 私はこうした地域づくりに関わって７年ぐらいになるんですが、その間、漁師町の地域づくりに関

わった例としては、函館市に合併された旧戸井町、そしていま積丹町で関わっております。その二つ

の地域、どちらもやはり漁師の方々はどちらかというと、海に出て魚を獲るということがご商売なの

で、あまり自分の住んでいるところの地域づくりに関心がない、あまり力が入れられないというよう

な感じを受けました。しかしながら、この浜益区においては若い漁師の方々が、自分たちの浜益を魅

力あるものにしようということで、非常に血気盛んだということを伺って期待しております。またこ

の浜益区は農業の方も盛んということで、そうした１次産業を中心とした魅力ある地域づくり、とい

うのを皆さんも多分お考えなんじゃないかなと思います。そこで今日はその１次産業を中心とした魅

力ある地域づくりの先進事例、そしてどうして成功したのかということを、少し話していきたいと思

います。 

 これからの地域どうなるか、おおざっぱな傾向として人口も自然増減、これは例えば亡くなられる

方よりも、生まれる子どもたちが多いと人口は自然と増えていきます。一方でその地域社会において、

どこからか移住をしてくる方々と、それからどこかの地域に流出をする方々、その差を人口の社会増

減というような言い方をしてます。これで見てみますと、最近札幌市も非常に情勢が厳しくなってき
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て人口が減少していくという見方をしてますけど、札幌市あたりは、若い女性、家庭を持っている若

い方々が多いので、人口も少しずつ増えていくだろうというふうに見られています。一方で札幌市は

仕事の面で各地域から札幌に転入してくる人も多いし、また最近では高齢者の方々が充実した医療施

設、福祉施設があるということで、札幌市に転入するような数も増えているということを聞いてます。

では石狩市全体ではどうかというと、石狩市の場合は、人口の社会増は可能性としてあるかもしれな

い、というのも札幌市に隣接していることから、若い方々が住宅を持ちたいと思った時、地価が安い

石狩市、江別市、北広島市辺りに住宅を買うということが多いので、札幌市から若い人たちが石狩市

に家を持つということで、人口が少し増えるかもしれない。しかしながら人口の自然増減を見てみる

と、高齢化が進んでそして高齢者の方が亡くなる数が多いと見られるので、全体としては人口が減る

んではないかと思われます。 

では一方、浜益区に関しては過去のデータ、それから国立人口問題社会保障研究所というところが

出している予測からすると、高齢化がものすごく進んで、また人口も減少していくと思われる地域の

ひとつなんですね。人口の自然増減も高齢者が多くなっているということで、減少に向かっている。

一方でこのままでいくと、他の地域からこの浜益区に引っ越して定住してくれる人達というのも、こ

のままだとじり貧で少なくなって、結果として高齢化そして人口減少が一層進んでいくと見られてま

す。では、そうした地域でどのような地域づくりを行っていったらいいか、詳しい話はおいおいとし

ていきますけれど、こうした高齢化が進みそして人口が減少していく地域社会において、地域社会の

課題というのは、どこの地域もあまり大きくは変わらないんですね、しかしながらその中でも高齢化

が進むと、高齢者の生活をどうするか人口が減少していくと、では点在して住んでいる地域において

はそういった独居の高齢者をどう支援していくか、というような地域課題なんかが出てきます。 

では、そうした地域課題をどうやって解決するか。いまのところ、いろいろな地域づくりが行われ

ていますが１９９０年代までは、行政が中心となってこうした地域課題というのを解決するというこ

とをやっていました。しかしながら皆さんご存じのとおりいま政府も、そして地方自治体もお金がな

くて借金が増えている状況です。そういった中で地域社会の課題を行政が中心となって、行政サービ

スで課題を解決しようと思ってもお金が足りない。そういうような時代になってきています。では誰

がやってくれるのか、事業者の方々、事業それから社会福祉法人、そして事業団体、漁協さんであっ

たり農協さんであったり、そういった人達もこの地域社会の課題を解決する担い手になる。それだけ

でも足りない地域というのが出てきますよね、それが人口が減少して高齢化が進んだ地域、この浜益

区のようなところです。そういったところでは支援型の活動をやっている、例えば町内会とか町内会

の中にある婦人会、そして社会福祉協議会こういったところも当然地域社会の課題を解決するために、

主体的に活動していかないといけないですね。そして札幌市とか石狩市の中心部においては、テーマ

型の活動をやっているＮＰＯとか、ボランティア団体またＪＣ青年会議所みたいなところが、地域社

会の課題を自らが担い手になって解決しようということで、一生懸命頑張っている地域もあります。 

皆さんの地域はいかがでしょうか。多分町内会はすごくしっかりとした団結心と、それから絆をも

ってお互いに助け合おうというような地域だと思います。 

ボランティア団体とかの活動とかいかがですか？支所長、いかがでしょうか大学の講義みたいで申

し訳ないんですが。 

【支所：渡邉支所長】 

ボランティア団体方々、いらっしゃるんですけども、石狩市のような様々な団体があるというわけ

じゃなくて、身近なお年寄りに対する団体しかいまのところないですね。ボランティアをやってらっ

しゃる方々も高齢化しているものですので…。 

【川西教授】 

ありがとうございます。こうした少子高齢化が進んで人口減少が続くと、その高齢者を支える担い

手も少なくなってきて、なかなかボランティア団体の活動というのも活発にはならない。その一方で

地域社会の課題として特産物の開発、それから交流人口、交流人口というのは観光客の方々、それか

ら最近では生き生き居住といって長期間この地域に滞在する方々、そういった人達を増やそうという

ようなこと、これはひとつの大きな地域社会の課題になっているんですね。 

それから最近ではブランド化、漁業者の方がいらっしゃるんですけどどうでしょう、この浜益で獲

れる海産物の中で、全国の消費者の人達が知ってるような、ブランドになっているような海産物って

ありますでしょうか？ 
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青いジャージを着てらっしゃる方。 

【参加者】 

 いまは、ニシンとか、タコとか、ホタテとかいろいろ…ヒラメもそうかな？ 

【川西教授】 

 そういった海産物が全国の消費者に知られて、浜益のタコだということで指名買いをしてくれると

海産物が高く売れる、そうすると地元の経済が潤ってくる、しかしながらいまどこも北海道の地域ブ

ランド化を一生懸命やろうとしているんですが、なかなか成功しないんですね、理由は全国でものす

ごくブランド化を図ろうとして頑張っている地域が多くて競争になってるんです。その中で自分たち

の地域の誇れるような海産物、農産物を全国の人に知ってもらおうとすると、そのブランドに関して

もきちっと戦略を考えて効率的にやっていく必要があります。 

そうしたことで地域社会の課題の中で、ブランド化とか交流人口の増加というのは、これはどちら

かというとボランティア団体というよりも、むしろ事業者の方々、それから事業者の団体の方々、漁

協であり、観光協会であり、農協そういったところが力を入れて課題を解決する。そうなるといまま

での地域課題の解決を行政だけでなくて、企業とか漁協とか農協、観光協会そして福祉等に関しては

ボランティア団体、社会福祉協議会そして町内会みんなで解決をしていく、これを地域力というよう

な言い方をするんですけど、みんなの力を合わせて解決していこうというような地域づくりをやって

いく、そういう時代になってきています。 

 これから皆さんにお話しするのは、そうした地域のみんなで課題を解決していこう、それを税金で

はなくてちゃんとお金を稼ぎながら、自立をしてやっていこうというコミュニティビジネスと呼ばれ

るもの、コミュニティというのは地域社会という意味です。そして地域社会みんなでやるビジネスを

コミュニティビジネスといいます。そのコミュニティビジネスで地域づくりに成功している事例を皆

さんにお話しをしたいと思います。 

ここにひとつ定義が書いてありますけれど、社会のニーズ、地域社会の課題ですね、それをビジネ

スで解決していく。ビジネスだから当然儲けてもいいんです。ただ儲けても利益を地域社会に還元し

て、地域がもっと豊かになるように事業を展開していく。中には完全なビジネスではなくて、右手に

ボランティア、左手にビジネスと書いてありますけれど、ボランティア精神をもって、実際にはボラ

ンティアとして参加する人もいながら、一方でビジネスをやってお金を稼ぐというような地域もあり

ます。 

 地域社会のいろいろな団体が、協力をしながら地域の課題を解決したり、もしくは地域の潤いのあ

る生活そういうものをみんなで提供していこう、ということをやっているコミュニティビジネスとい

うのがいま、日本全国で注目を集めています。 

私が会長を務めている北海道コミュニティビジネス・ソーシャルビジネス協議会というところでも、

内閣府から補助金をもらって、このコミュニティビジネスの起業家を育てようということもやってい

ます。また、地域雇用戦略会議という高橋知事が座長をやっている会議に出席をしていたんですが、

高橋知事がその中で、これからはこうした地域密着型のビジネスを盛んにして、それで北海道１７９

市町村ありますけれど、それぞれが元気になって自立していけるようにしよう、そこに北海道がしっ

かりと支援をしていきますということを明言されていました。 

 こうしたコミュニティビジネス、コミュニティビジネスをやることによって、地域社会の明るい将

来を作ろうといっても、やはり地域社会全体でやろうとした場合、当然ビジネスですから失敗するリ

スクやなんかもあるわけです。そこで最初に成功するポイント簡単に説明しておきます。 

 「ローマは１日にしてはならず」ということで簡単に成功するところというのはありません。時間

がかかります、あとで実際の私が調査に行ったところの事例をお話しますけれど、１０年２０年とい

う時間をかけて成功させていきます。そのために自分たちが、そのころには亡くなっているというお

話があるかもしれないですけど、皆さんの子どもさん、お孫さんのために、浜益がより発展した浜益

であってほしいですよね。そのために自分は浜益の将来を見られないかもしれないけど、子ども、孫

のためにいま頑張るという考え方もあると思います。そうした長い期間かかってやるために、最初か

ら大きなことをやろうと思わないで、小さなことからでかまわないと思います。身の丈に合った小さ

なビジネスから始めていく、いきなり大きなビジネスをやろうとすると、１９８０年代の後半ぐらい

にあった行政が中心となって第３セクターなんかを作って地域開発をしようとして、で大きな借金を

抱えてしまった。そういうような失敗に結び付くことが多いんですね。私は夕張市の再建にも関わっ
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てるんですけど、夕張なんかまさにその典型事例になっていると思います。いきなり大風呂敷を広げ

て、炭鉱から観光へということで観光施設にドーンと投資をしました。それはそれですごくいい戦略

だと思うんですが、しかしながら、その後の経済状況等で徐々に下降線をたどって、結果として行政

が破たんをしてそして市民の人達が苦しむような事態になった。したがって浜益区で将来を作るよう

なビジネスをやっていこうとすると、まずは小さなことから始めていってくれたほうがいいです。そ

して継続が何よりも大切、１０年２０年という長期にわたって少しづつやっていく、ということだっ

たら継続していくことが大切、逆に言うと小さなことから初めて、継続できるようなビジネスをやっ

ていくことが重要だと思います。そして身の丈に合った小さなビジネスなんですが、具体的には皆さ

んも本業をお持ちですよね。なかにはもう退職をされて悠々自適という方もいらっしゃるかもしれま

せん。実際に本業を持って働き盛りの人たちがやろうとすると、その人たちの労力の負担を小さくす

るように、みんなで力を合わせて協力し合ってやるということ、また退職をして悠々自適の方も、働

いてた時のように朝の７時から夜の９時１０時まで働くというような、そういうようなライフスタイ

ルというのはあまり好ましくないですよね。年をとってくれば体に無理が利かない、そうするとなる

べく労力の負担を軽くしながら、そしてみんなで協力をしあってビジネスをやっていくということが

重要になってきます。 

そして２番目として経済的なリスクを小さくする。あとでまた事例でお話をしますけれど、だれか

がお金をポンと出してくれるそういうようなビジネス、それは成功すればいいんだけど、失敗したら

その人がすごく経済的に困ってしまいますよね。それをいままで行政が税金でどうだって、やってた

んですけど行政もお金がない。そうするとみんなで少しづつお金を出し合って、そして儲かったらみ

んなでそれを分配するみたいな形で、経済的なリスクを小さくしたビジネスが望ましいのかもしれな

い。 

そして３番目としては、だれでも努力をすればできるのがビジネス、今日はその事例はお話をしま

せんが、徳島県に上勝町というところがあります。テレビで何度も紹介されたからご存じの方がいる

かもしれないですけれど、そこでいろどりという会社が、上勝町という山間の小さな町にそこらじゅ

うに落ちているきれいな葉っぱ、これを料亭のつまものとして売るビジネスをやって、そこでは平均

年齢７０歳のおばあちゃん達が、何と平均年収１６０万円だそうです。中には１０００万円以上稼い

でいる７６歳ぐらいの女性もいらっしゃるそうなんですね。そのビジネスというのはその７０歳の高

齢の方でも、朝早く起きてきれいな葉っぱを採るという努力をすれば、ちゃんとお金が稼げるような

そういうような仕組みを作ってますね。そうするとこれからの地域の課題としては、誰でも努力すれ

ば少しはお金が稼げるような、そんな仕組みをみんなでアイデアを出して考えて、みんなでやってい

くというのが大切だと思います。そしてビジネスですから継続できるだけの黒字というのが、これは

不可欠です。赤字になって、それで税金で補てんして、それでも赤字になってしまうから税金を補て

んしてという悪循環になったのが夕張市です。やはり、赤字というのはよくないことです。きちっと

儲けるという主権をもちながらやる、だけれども儲け儲けばっかりいってると普通のビジネスですよ

ね。参加者が楽しみながら、その中で自分が成長できるまた生きがいを求められる、そういうような

ビジネスが必要です。そして地域社会の人達みんなが応援しよう、そう思えるようなビジネスという

のが、この浜益区の明るい将来を作るビジネスのポイントではないかと思います。 

では、そうしたことをすでにやっている地域の話をいくつかいたしたいと思います。さきほど漁師

町はなかなか地域づくりに対して、熱心じゃないというようなことをいって申し訳なかったんですが、

わりあいと農業が中心の地域では、地域づくりに参加する人達が多いんですよね。もともと農業とい

うのはお互い協力し合って水を引っ張ってきたり、そして除草剤をまいたりそういうことから協力し

合うというのができている地域が多いようです。そこでみんなで地域づくりをやっていこうというよ

うな動きが比較的とりやすくて、いまからお話しする例というのは、静岡県の旧天竜市熊（くんま）

地区というところで、いま人口１０００人くらいしかいない小さな山間の以前は村だったところなん

ですが、集落です。そこがどんどん人口が減って高齢化が進んでる、いまから２０年くらい前にそう

いうような状況になって、立ち上がったのが…そのころはまだ４０代５０代の若い女性だったという

ことを本人達はおっしゃってましたけど、結構お年を召してしまって大変みたいなんですが、実際に

熊（くんま）地区の地域づくりが紹介された番組を、皆さんに見ていただいてどんなところかという

のを、やっぱり百聞は一見に如かずというところなので、見ていただきましょう。 

 



- 11 - 
 

「（特）夢未来くんま」の紹介ビデオ視聴 

 

【川西教授】 

いま見ていただいたのが熊（くんま）地区というところの地域づくりの活動です。全国的に見ても

非常に成功した事例といわれてます。１９８１年に熊（くんま）地区というところの未来を考える会

というのが、集落の正式な機関として生まれてその中で主婦の人達が中心となって、私達でもできる

地域づくりとか地域おこしがあるんじゃないか、男性が中心なんだけれど、でも私たちだってできる

ということで声を上げた人達が、何人か集まってグループを作っていろんなことを考えて、昔から自

分たちが作ってきた、食べてきた伝統食、これを都会の人に食べてもらって売れないか？そういうと

ころから始めたんですね、それで味噌づくりをやって、最初デパートの物産展に出展していったそう

です。そこそこ人気が出てきて、もしかしたらこれをちゃんとした商売でお店を持ってやったら、も

っと売れるかもしれないと考えて、それで村の人達に話したところ集落の会長さんが「あなたたちが

そこまで考えているんだったら協力しよう」ということで、みんなに諮って、町有林を切ってそして

あの物産館を作ったんですね。  

まず成功の第１のポイントとしては、やる気のある人が出てきて、その人たちをみんなで周りから

盛り立ててあげようということをしたこと。 

それから２番目のポイントとしては、その女性達がお金を出して経済的なリスクをおって地域のた

めに働くのではなくて、その経済的なリスクはその集落の人達でみんなで分担して、そして働きやす

い環境を作ってあげよう、一生懸命頑張れるような環境を作ってあげようとしたことが２点目です。 

そして３番目、このビデオの中では出てなかったんですが、来てるお客さんというのが浜松市のお

客さんが多いということを、こちらで働いている女性達がおっしゃってました。浜松市というところ

は、この熊（くんま）地区から車で９０分ぐらいのところにあるんですよね。そのくらい距離があっ

ても来たいと思わせる店づくりなり、そこで売る特産物であり、またサービスなんですね。 

ですから、皆さんの浜益、僕は札幌市の中央区に住んでるんですけど、車で９０分ぐらい。浜松市

から熊（くんま）地区までも同じ距離。熊（くんま）で成功したことがこの浜益だって頑張ればでき

るかもしれない。札幌からわざわざこの浜益まで来て、食事をしたり楽しんだりそういうような、何

かができるかもしれないんじゃないかなと思います。そこまで９０分のドライブで来てくれるその魅

力、はっきりいってここで売ってるものっていうのは、もしかしたらごく普通に昔食べていたものな

のかもしれません。だけれども、それが若い人達にも新鮮であるということ、それから農家の人たち

が自分のために作っているものを売っている感じなので、結構安いんですね。それと自然がとても豊

かなところで、その自然の中で１日遊べるようないろいろな工夫をして、地元の人たちが遊べるよう

なポイントを探して、そこで遊んでもらえるというふうにした。確かに車を運転して９０分かけてき

て、物だけ買って帰るっていうのは、ちょっと難しいですよね。それだったら近場でと思っちゃうん

ですよね、しかし１日そこで遊べるんだったら家族連れで来て、そして物産館のあるところで食事を

して、そして帰りにお土産として地域で作られたお味噌を買ったり、野菜を買ったりして帰る、そん

な形で安上がりに楽しめるということがこの地域でできた、その結果として年間８０００万円と言っ

てましたけど、いまは７０００万円ぐらいに落ちてしまったということを言ってました。昨今の経済

不況で７０００万円ぐらいに落ちたけど、それでもやっぱりすごいですよね。２０人ぐらいの女性が

７０００万円も稼いでいるわけですから。それで働いている人達だけで７０００万円の売り上げを別

けるんじゃなくて、自分たちがここで商売が出来ているのは、みんなが町有林を売っていいって言っ

てくれたから、それで物産館ができたんだから地域に還元しようとことで、独居の高齢者３０人の方々

に無料でお弁当を配達している、ただし毎日じゃありません。２週間に１回、２週間に１回お弁当を

届けて、それで様子を見て「おばあちゃんどう元気？」みたいな会話をして、お弁当を上げるという

ことをしているそうです。実際に行った時の話が書いてあります。 

ホスピタリティ、ホスピタリティってなにかというと、おもてなしの精神、ここの方々というのは

すごくおもてなしの精神があって、例えば天ぷらそばを頼んだところ、てんぷらを載せるざるの上に

紙が載ってあって、その上に天ぷらが載ってたんですね、その和紙をよく見たら絵が書いてあって、

手描きの絵とそして手描きの言葉が書いてあったんですね、そんな感じで僕が食べた天ぷらそばのざ

るのところには、「今日は本当に熊に来ていただいてありがとうございました」ということが書いて

あって花の絵が書いてありました。そんなところで人間の心の琴線に触れるところをうまくおもてな
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しで提供して、それでリピーター、固定客を獲得しているのかなと思ってます。 

そして、最後に書いてありますけど、優しい民主型のリーダーシップ、これどういうことかってい

うと、ＮＰＯという形で商売をやってます。それでそのリーダーの人というのは７０歳の方です。そ

の方々が女性らしいやさしさをもって、そしてみんなをまとめていく。そうするとこの地域の女性達

ってすごいことやってるんですねって、リーダーの女性の方に伺ったら「いや、お父ちゃん達がこん

なことをさせてくれたから、私達ができるんだ」ということもおっしゃってました。 

いま熊（くんま）地区の例を話をしましたけれど、熊（くんま）地区においては飲食関係、それか

ら農業で採れた農産物こういったものから、いろんなところに波及をしていま観光とか福祉、こうい

ったところの事業もこのＮＰＯ夢未来くんまというところがやってますね。コミュニティビジネスっ

てひとつの種があって、そこからブドウの実がなるとそれ以外のところでも、いろんなブドウの実が

成って房になっていく。こういうような効果が期待できるんじゃないかと思います。したがってこの

浜益区においてもどこから始めるか、というのは皆さんが決めるべきことなんですが、例えば漁業か

ら初めて、いろいろなコミュニティビジネスに波及をさせて、それぞれが相乗効果を生んでまた補完

関係にあったり、そういった魅力あるコミュニティビジネスがいっぱいあると今度は集積効果という

ことで、浜益全体が魅力的になる、そういうふうに思います。 

 地域でコミュニティビジネスを作っていく、そのときにいま言ったようにブドウの房のようにブド

ウのそれぞれの実がお互いに関係があるように、事業と事業をつないで新しいコミュニティビジネス

とか新しい地域の価値を生み出していく、ということが大切、またコミュニティビジネスを波及させ

る、漁業のコミュニティビジネスをやって漁業だけ儲かっていればいいというのではなくて、そこか

ら漁業で獲れた海産物をつかって地域食堂みたいな形でやるとか、体験学習ということで観光客を呼

んでくる、観光というところと結びついて波及をさせていく、そういうような自分達のビジネスだけ

を考えるんじゃなくて、地域全体で考えてその中で地域全体が豊かになるように上手くコミュニティ

ビジネスを波及させていく、ということをみんなで考えることが大切なポイントの２番目です。 

 ３番目、コミュニティビジネスを作る。うまくコミュニティビジネスを生み出している地域の一つ

としてニセコ町があります。ニセコ町にもまちづくりに関しては４年前ぐらいから関わっているんで

すが、そこは地域の人達が集まってワイワイガヤガヤやりながらニセコの未来を考えたり、もしくは

ニセコ町の中の事業者がお互いに連携して新しいビジネスを生み出そう、そういうような場所…とい

うか物理的な場所ではないんですが、みんなが集まる場、会議というのがあるんですね、そういう仕

組みをプラットホームという言い方をしているんですが、そういったプラットホームがあって、そこ

にニセコ町のいろいろな地域づくりに関心がある人、企業の人、行政の人、それからボランティア団

体の人達が入ってワイワイガヤガヤ言いながら、その中からコミュニティビジネスを作りだすという

ような仕組みができています。で、ある程度この浜益区で小さなコミュニティビジネスがいくつか成

功したら、そんな場を作ってその後ももっとコミュニティビジネスが波及をしていって、地域全体が

豊かになる仕組みを考えたらどうかということです。 

最初のコミュニティビジネスをやろうとすると、なかなか大変なんですね。まったくいままでやっ

たことのないようなことにチャレンジすることもあれば、またある地域では、長老の人達が若い人達

がやりたいというのを押さえつけるような地域の文化があって、若い人達がやりたいことができない、

女性達がやりたいことができないというような地域もあります。そういった地域だとなかなかコミュ

ニティビジネスというのは発展しないんですね。男性の方々で本業を持っている人達、しかもある程

度ご高齢の方々だと、いまある商売をやっていてなぜ悪いんだというようなことで、新しいものが生

まれてこない。そこで新しいことをやりたい人達をうまく盛り上げて、発表して地域全体で応援する

仕組みというのが必要だと思います。その時にコミュニティビジネスというのは、なかなか大変な部

分もあります。面白い部分もあるしやりがいもあるんですけど、大変なところもあります。したがっ

て関心のある人をこの指とまれ方式で集めて、そして小さな集団を作ってそこから始めていく、そう

いったやり方で地域の人を上手く集めてやっていく、それ以外に過疎化しつつある地域では、外から

人を引っ張ってきてコミュニティビジネスをやってもらう、というような仕組みを取り入れていると

ころもあります。先ほどお話ししたニセコ町、ニセコ町は商工会がそういったコミュニティビジネス

をやる人達を応援するということで、移住をしたい人、だけれどもニセコ町で仕事がないから移住は

ちょっとなと考えている人に対して、ニセコ町でコミュニティビジネスをやるんだったら応援します

よ、というような体制を作っているんですね。移住をしたい人、そういった人達の仕事を自ら作り出
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して、そして地域を豊かにしてもらう、そういうようなところにみんなで応援していくというような

やり方もひとつあります。いくつかの地域で移住とこういったコミュニティビジネスの商業の話をし

たところ、いくつかの地域の役場の職員の人達が関心を持ってくれて、移住とコミュニティビジネス

の組み合わせで移住を促進しようということをやり始めている地域もいくつかあります。 

いままで話してきたことを、少しまとめると誰がやるのか？活動したい個人の人がいて、そこにみ

んなで協力をする、なかにはよそ者の人達が協力をしてくれるかもしれない。そして個人の人が何人

か集まって団体になるそれをみんなで応援する、もしくはよそ者が自ら活動する、中心になるような

ケースの中でもいい、ようは地域全体でやる気のある人達を応援していこう、そういうような仕組み

を作るということが大切なんですね。 

地域全体で応援してあげないと、なかなか過疎地域でコミュニティビジネスをやろうとしても成功

に結び付かない、成功しないとどうなるかというとコミュニティビジネスをやった人のダメージにも

なるし、地域の活性につながらないわけですね。そのために地域の人達が応援するということが大切

なんですね。 

コミュニティビジネスの発展過程としては、夢未来くんまの例もそうなんですけど、なにか課題が

あってそこにうまく行政が支援策を打ってあげて、そして行政が消費者と生産者を結び付けるとか、

地域で活動している人達を結び付ける、そんな役割を行政が積極的に果たすということも重要です。

したがって地域社会をみんなで支える、行政もその一員だ、だけれども行政は税金をもらって地域社

会を支えるというのは法律できちっと決められているわけですから、行政はものすごく積極的にやら

ないといけないわけですね。 

コミュニティビジネスの発展過程２って書いてますけれど、最初は農業の厳しい現状があって、そ

の厳しい現状を持っている農業者の人達が集まって、集団を作る、そしてその集団の中からなにかコ

ミュニティビジネスをやろう、最初はお互い助け合うところから始まるのかもしれません。だけれど

もそのうち新しい価値を見出していこう、農業だと最近では生産者と消費者が直接結びつきあうこと

によって、それでいろいろな価値を見出そう、例えば農家民泊であったり、農業体験であったり、そ

して自分達の作った農産物を直販する、そういったことで新しい価値を提供する。消費者と顔の見え

る関係を作って、いろいろな価値を提供することによって農業者の人達もそれまでよりも収入が多く

なる。そういうようないい関係を作りだしていく、コミュニティビジネスが発展していく過程の中で

はすごくよく見られる成功のパターンなんですね。何度も言いますけど行政は、きちっとそういう人

達に支援をするということ、それとともに地域の中のやる気のある個人の人達、もしくはその個人が

集まった集団が消費者と結びつこうと思ったらなかなかうまくいかない、行政が地域マーケティング

ということで、こういった都会にいる人達とか消費者を掘り起こして、こういった集団と結びつけて

あげる。そういうことをやることによって、その人たちのコミュニティビジネスが成功して、結果と

して地域活性化につながっていく、ということです。 

 もくもく手作りファームというのが、三重県にあります。忍者で有名な伊賀市の農事組合の法人で

す。もともとこのもくもく手作りファームというのは、養豚農家の人達が中心になって組合を作って

コミュニティビジネスをやる。彼らが何を考えたかというと、将来的には観光農園事業をやろうとい

うふうにビジョン将来像を考えて、第１歩として始めたのはレストランだったんですね。ここにもく

もく手作りファームの社長さんがお話しされたことの中で、非常に印象に残ったやつをひとつ絵で描

いてみました。その伊賀の養豚の農家がブタを作って、伊賀豚としてブランド豚として売っても１０

０ｇ４０円でしか買ってもらえない。だけれども自分達でソーセージという加工した商品として、売

るとソーセージ１００ｇ４００円でも名古屋とか大阪からわざわざ車で、そこも高速を使って１時間

ぐらいといってましたけど、そういったところから来る消費者が喜んで買ってくれる。そうするとそ

のままの豚肉で売って４０円のものが、自分達で加工するその手間賃がかかるんですけど、１０倍の

付加価値が生まれるんだ。さらにそのソーセージをレストランで提供すると、１００ｇ８００円ぐら

い倍ぐらいの値段で売れる。彼らは将来的には観光農園、都会の人達が、もくもく手作りファームと

いう農園に来て、そして楽しんで食事をしてもらう、そういうような観光農園事業をやって、消費者

と直接結び付いてそして自分達の豚肉を高い値段で買ってもらう。そういう将来像を持って初めて第

１歩としたこういうふうにやりました。すごく儲かるわけですよね、その儲かったお金を観光農園を

実現するために投資をしていく、ということが上手く成功しました。ちなみにレストランに関しても

バーベキュー方式です、すなわち店員さんは近くの農家さんが持ってきてくれた野菜、もくもく手作
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りファームで作った豚肉とかソーセージ、こういった物を店員さんが持っていって、実際にそこに来

店したお客さんが自分で焼くわけですよね、手間暇がかからないから、また味に関しても非常におい

しい豚肉ですから味は大丈夫、焼き方が悪くて味が少し落ちるかもしれないけど、それはその人たち

の責任だからとやかく言われない、それで大成功しました。こうしたことで最初、養豚農家の人達が

集まって、豚肉を高く売ろう、だけれどもそれだけでは限界があるから、加工して売ろうそしてレス

トランで提供しよう、ということで付加価値を高めていって、その得た利益というのを自分達のビジ

ョン実現のために使っていこう。さらには、最近では周辺の農家の人達の高齢化が進んできて、そう

いった高齢化が進んだ農家で後継者がいない、そこでもくもく手作りファーム、すごく人気のある組

合で若い人達が就職でどんどん入ってきてくれるんですね、入ってきてくれた若者を使って、離農し

たい農家の人達の土地を借りて、そこで農作物を作ってもらって、自分達の会社の若い人達に農産物

を作らせて、そして高齢化した農家の人達に土地代を支払う、ということで地域全体の活性化につな

がっていく。農業の分野ですごく有名な成功事例となっています。ですからこの浜益で、農業はこう

いうようなパターンというのは考えられるかもしれません、漁業においてもこういった形で付加価値

を高めていって、そしてこういった飲食店では高齢者の人達が中心になって料理をするというのもい

いかもしれないですよね。で、そこで稼いだものを浜益のビジョンを作るためにまた投資をしていく。

そんなことが考えられるのかなと思います。ただ漁業者の方々というのは、やっぱり海に出るとけっ

こう忙しいし、定期的に休めるというわけで無いというのも伺ってます。海が荒れていない時に出て

行って、海が荒れたらお休みということもあります。なかなか漁業者の方が自ら直接的にやるのは大

変ですから、そこで地域の人達と協力をしながら、この浜益の海産物、もっと付加価値を上げて稼い

で、そして地域のために経済を潤して、そんな仕組みが作られたら面白いんじゃないかなと思います。

 実際にこうした付加価値を高めていくためには、マーケティングという考え方が大切なんです。非

常に難しいことが書いてありますけど、そんな難しいことはここでは言いません、ワークショップの

中で皆さんと一緒に考えていきたいと思います。その時に少しまたお話をするかもしれませんけれど、

付加価値を高めて自分達の持ってるものをより高く買ってもらう、そのためには何が必要かというこ

となんですよ、まず誰に売りたいかということをイメージして、その商品を売っていきましょうとい

うことです。ですからたとえば観光でも、よく行政では５０万人の観光客の入込にしようとか目標を

立てますよね、数量だけではだめなんです、どんな人たちに来てもらいたいかと考えるわけですね、

その人達が何人来てるか、だれが顧客であるか、それをきちっと考えることがまず大切なところです。

さきほどのもくもく手作りファームの場合は、１日楽しめる観光農園ということで、ターゲットにし

たのが名古屋と大阪の都市部に住んでいるファミリー世帯、その人達が自然の中で子どもたちが泥遊

びをしながら、また農産物を採ったりしてみんなで楽しみながら１日そこで過ごせる、そして昼はお

いしいバーベキューをみんなで焼きながら食べる、きちっとターゲットが決まっているから成功した

んですね。そしてそれ以外にマーケティングという付加価値を高めて売るためには、その商品、サー

ビスの中身の問題、それから価格の問題、それからどういうふうに売っていくかの問題、それからそ

ういったお客さんに対してどう働きかけてその商品を買ってもらえるかということ、この４つを考え

ながらやっていくんですが、もくもく手作りファームに関して、商品サービスに関してはまさに品質

にこだわってます。自分達が自信を持って作った伊賀豚だから、とにかく品質の悪いものは出さない

ということを徹底しています。それから費用対効果、最近はデフレの時代ですから、安ければ売れる

というような時代となってきていますけど、彼らはそういうことはしません。自分達は自信がある、

おいしさに自信があるし、安全にも自信があるだから高いんだ、納得してくれる消費者、結構いるん

ですね。だから安易に安売りに走らない。そして購買手段、通信販売をやってます。結構豚肉がブラ

ンド肉は高いんですよね、高い肉を毎日替える人というのはお金持ちしかいませんけど、だけれども

僕らみたいな庶民でも、お中元とかお歳暮の時にお世話になった人には、少し高い物を送ろうと思い

ますよね。そういった時に選んでもらえるように、通信販売で時期にカタログを送ってその中で選ん

でもらって、送りますよというような商売をしています。通信販売の売り上げもかなり上がってるそ

うで、じゃあ、そういった通信販売、全国各地でいっぱいやってますよね、でも、もくもく手作りフ

ァームの場合は自分がよく遊びに行っている観光農園の、自分達が食べておいしいと思っているよう

なものだから、送ろうという気持ちになってくれるそうです。そういったことでお客さんを固定化し

て、そしてその人達がお金をいっぱい使いそうなお中元とかお歳暮のとき、そういうときにお金をた

くさんもらえるように通信販売をしっかりやっていく、で、販売促進の方法、これが結構面白くて最
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初お金がなかったころ、とにかく話題性を、話題になることをやってマスコミに取り上げられて、そ

してもくもく手作りファームというユニークな名前を覚えてもらおう、ということをしたそうです。

笑ったのが、バレンタインデーにチョコレートを渡すという習慣が日本にはありますけれど、ソーセ

ージでハート形のソーセージを作って、バレンタインデーに送りましょうといったところ、それでマ

スコミが飛びついて全国放送してくれて名前が知れたということがあったらしいんですね。ここで最

初コミュニティビジネスをやって、始めたころというとお金がない、そうすると有名でもないしお金

もない、なかなか売れないんです、そういったときにみんなで考えて話題づくりをして、そして名前

を広めていく、そういうゲリラ戦法もコミュニティビジネスには必要なのかもしれません。 

 特産物づくりを書いてありますが、特産物をどう作るかということが書いてあります。簡単に言う

と、商品開発をしてそれで売れるかというと違う、その間には商品の改良、品質改善とか、あと他の

同じような特産物、名産に比べて差別化を図るというような言い方をするんですけど、独自性を持た

せるとも書いている。その後は上手く情報発信をする、そんなことをやらないと人気商品とかブラン

ド化して名産品と呼ばれるものにはならない、というようなことが書かれてあります。そして特産物

の育成、すでにある程度有名になっている特産物がある、それを日本の名産品としてブランド化する。

そのやり方というのが簡単に書いてあります。そういった産物を地域の中から発掘しをしてその価値、

その価値を一番高く買ってくれるような人を探して、その人達に売り込んでいくということが大切で

す。その産物に対して地域全体で愛着を持って、そしてみんなの誇りだと思えるような物にしていく、

その産物に対しての信頼感というのを消費者に感じてもらえるように、ブランド化をしていくという

ようなことが書かれています。こういったあたりも実際にワークショップの中でそういう話が出てき

たとき、具体的に皆さんの地域の中にある特産品というのをブランド化するためにどうしたらいいか、

というところで皆さんにアドバイスできたらというふうに思います。 

 これは皆さんでこれから考えてもらえればいいことなんで、わたしは簡単にお話ししますけれど、

まずは札幌市から車で運転して９０分、この９０分という距離、長く感じない、そういった魅力のあ

る浜益のコミュニティビジネスを作ろう、と僕自身は勝手に思い込んでいるところです。 

 例えばいまは体験するということをすごく求める消費者が増えてきています。自分で何か体を動か

して作ったり、もしくは取ったりする。そういうようなものを食べるとか、そういうようなところに

対してお金を払うという方は、かなり増えてきています。そういったプログラムを上手くみんなで考

えて作って、１日この浜益にきて楽しんでもらえるような、いろいろなアイデアがあると思います。

それを組み合わせてプログラム化して、そして情報として発信すること、そして実際にそれを実現す

るためのサービス、当然お金を落としてもらわないとこの地域、豊かにならないわけですよね。そう

いったものをどう作り上げていくか、以前、松前町の地域づくりにも少し関わったことがあるんです

が、松前町の場合は道の駅ならぬ海の駅というの作って、その中で海産物の直売、それからマグロ丼

という丼物をＢ級グルメとして開発して、そして特産品として売り込もうとしてます。そういった飲

食、それを中心とした海の駅というのを作って、そしてお客さんに来てもらう。そのあとこういった

松前町を楽しんでもらえるようなプログラムを作る、ということをやっている最中です。中には自然

を楽しむ物もあれば、松前町は松前城というお城もあります。北海道の中でも和人の歴史が一番ある

地域ですから、そういった歴史やなんかを楽しんでもらえる。いまは歴女とよばれる歴史好きな若い

女性も増えているような時代なんで、そういった歴史を楽しんでもらえる、文化を楽しんでもらえる

ようなプログラムをいま築こうとしています。 

 そういったことで、僕自身は３年前にこの浜益で一度、このコミュニティビジネスセミナーという

のをやって、そのときいろいろ皆さんの話を聞いてそういった物販の部分、飲食サービスの部分そし

てもうひとつはこういった体験するいろいろなメニュー、これを組み合わせることによって浜益とい

う地域にもっとお客さんが来てくれる、そんな魅力のある地域になるんじゃないかないうふうに思っ

てます。 

いくつかまだ先進事例をお話します。これは徳島県の神山町というところです。ここはすごく面白

いやり方なんですけれど、皆さんの地域でも廃校となっている学校ってありますよね、神山町も過疎

化、高齢化が進んで廃校となっている小学校があります。それでどうするか廃校を使う例としては一

番多いのは宿泊施設にする、それから体験工房にしてそこでいろいろなことを学んでもらう。体験学

習などが出来るような施設にする、そういったところが多いんですが、神山町の場合は面白くて、国

際交流の戦略として外国人の若手芸術家に神山町にきてもらう、それに対して補助金を提供する。そ
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の地域での生活費やなんかも出します。外国人の芸術家が神山町に半年間住んでもらって、そこで創

作活動をしてもらう、その場として学校を提供します。ただし半年間滞在して、神山町で自分の作品

を１品以上作ってくれ、ということを条件にしたそうです。外国人の芸術家たちも日本にただで来て、

半年間も生活させてくれ、創作活動させてくれる。ということですごく応募があったそうです。毎年

１名づつだけだそうなんですが、そういった外国人の人が来て学校の中で創作をして、作品を置いて

いく、中には林の中に自分の彫刻やなんかを置いていく芸術家の人もいたみたいですけど。 そうい

った、作品がまちの中にいろいろな所に出来たら、こんどはその作品を見に来るという、芸術家の人

達が全国から来るようになったんですね。その結果として補助金７０万円を出してこういった交流事

業をやって、廃校を使ってあまりお金がかからない、だけれど若い芸術家の方がわざわざその作品を

見に来る、なかには招聘した外国人芸術家で有名になった人もいるみたいで、その人の作品をみたい

というファンの人達も来るようになったそうなんですね。そんなやり方で来てくれる人を増やす魅力

ある地域をゼロから作りだしたような事例もあります。 

住民の自治会による地域おこし、いまの神山町の話は、行政とＮＰＯが協働してやった成功事例で

す。自治会が地域おこしに成功した事例、これも全国的にものすごく有名で、僕も何度か調査に行っ

たんですけれど、広島県安芸高田市川根地区、もともとは川根村だったんですが、そこで地域活性化

を考えるような振興協議会というのが１９７２年に生まれて、いまではすごく手広くビジネスをやっ

てます。というのも過疎化が進んでいる集落なんでお店が無くなってしまった。農協のお店が撤退し

た、だけどお店が無くなると、生鮮食料品を車で町の中心部まで３０分かけて買いに行かなければな

らない、それだと高齢者の方で車を運転できない人もいるから困る、そこでこの川根振興協議会の人

達がみんなでお金を出資をして、お店を経営するということもやっている。また先ほど学校の廃校の

利用では宿泊施設ってのが多いって話をしましたけれど、ここでも川根という宿泊施設を、これは補

助金を使いながら作ってもらって、そしてこの振興協議会の人達が運営を担って、そこで６０代、７

０代の高齢者の人達が料理を作ったり、おもてなしをしている、そんなことをやっているんですね、

それによって６０代７０代になって仕事がなくなった高齢者の人達が年金プラス３万円、その３万円

をこのエコミュージアム川根で稼いでいる、そういうことを聞きました。その川根という地区は過疎

化した集落なんでデイサービス施設ありません、まちの中心部のデイサービス施設までいかないとな

らない、ということで住民のボランティアの人達が１週間にいっぺんだけ、出張デイサービスをとい

うのを呼んで、そこにボランティアの人達が関わるということで、その集落に住んでいる高齢者の人

達のおもてなしをする、ということをやっています。また高齢化が進んでいる集落なので、離農した

いという農家の方が多いです、そういった方々の農地をこの川根振興協議会の中にできた営農集団が、

全部一括して借り上げて耕してあげる、そして先祖代々守ってきた田畑は俺達がちゃんとやってあげ

るから、安心して引退して、そのかわり出来た作物の何割かはその営農集団が受け取って、そして農

産物を売った収入の何割かはその地主の人達がもらう。ここではすごく、自治会の、振興協議会の人

達いろいろな知恵を出して、町に働きかけて若い世代に移住してもらいたい、どうしたかというと町

営住宅、わざわざ１戸建ての町営住宅、しかも移住をしたい若い人達の希望通りの住宅を作る、もち

ろん予算には上限があるんですが、間取りとかデザインで、その人たちの作ってほしい家というのを

きちっと聞いて、それで町営住宅を作る、で２０年間その町営住宅に住んでもらって、当然家賃は払

いますよね、２０年たったらただで払い下げてあげる。というような仕組みを作っています。やっぱ

りこういった安芸高田市のような地方でも住宅を欲しいという人がいっぱいいます。そういった若い

人達がこぞってこの地域に移住することになったそうです。すごく人気があるのでその中でだれを選

ぶか、その時のひとつの選考基準としては、川根振興協議会に中に入ってまちづくりの積極的に参加

してくれる若者、そういうふうにして選考したと、結果として町営住宅が出来て２０世帯、５０人ぐ

らいの人口が増えたと、ここ６００人のところですから５０人といったら１割弱、８％ぐらいですね。

しかも３０代の若い世代の人達が多いということで、子供達も増えてすごく活気が出たということで

振興協議会の人達喜んでました。 

この川根振興協議会で僕が泊まったエコミュージアム川根というところで、この方７０歳の方なん

ですけど、僕らが帰る時わざわざ出てきて見送ってくれて、お土産までくれたという、ここでもホス

ピタリティ、おもてなしの精神というのを感じました。 

そうした廃校となった施設を使うというのではなくて、廃屋となった農家を使って成功している事

例。これは愛媛県の内子町というところの、石畳の宿の例がここで紹介されています。日本の昔から
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の田園の風景というのが残っていて、その中ですごく立派な農家があって、そこの農家の人達が高齢

化して町の中心部に行くことになった、そして農家がだれも住まなくなって廃屋になりそうだった、

それをみんなで、農村の景観を保全しようということでやり始めて、そしてこの農家を借りて、宿に

して農家の高齢の主婦の人達が手作りの料理を食べさせてくれる。その地域の内子町の農家の伝統料

理を食べさせてくれる。ということですごく人気のある農家の民泊で、半年前から予約をしないとな

かなか泊まれない、そのぐらい人気があるそうです。 

地域開発企業による地域おこし、いままで話した地域おこしの主体としては川根振興協議会のよう

な自治会、それからＮＰＯといったようなところ、会社による地域おこしで四万十ドラマという会社

が四国の四万十町というところにあるんですよね。ここはすごく面白い、最初は第３セクター行政が

出資をして、そして行政が指導していろいろな地域開発とか特産物開発をやってたんですが、そこで

働いている人達が頑張って黒字化したら、今度は行政が出資を全部引き上げて地域の人達にその株を

売って、いま１８０名ぐらい地域の株主がいるそうです。そしてその人達の知恵を借りながら、みん

なの協力を仰ぎながら、そして地域全員で関わってる会社ということで協力をしながら、四万十川流

域の特産物の開発なんかをしています。こちらに関してはある番組で紹介されていましたので、見て

いただきましょう。 

 

「株式会社四万十ドラマ」の紹介ビデオ視聴 

 

【川西教授】 
いま見ていただきました、四万十ドラマという会社の社長さんは、ある調査チームでいってすごく

素晴らしい取り組みだったんで、北海道に来て話をしてもらう。それぐらい一緒にいった自治体の職

員が気に入っていました。この四万十ドラマという会社なんですけれど、先ほど言ったようにもとも

と第３セクターではじめて、第３セクターだとなんか赤字を垂れ流して、行政の負担になっていると

いうような、そういうようなイメージがあるかもしれないですけれど、成功している第３セクターも

結構あるんですね。その中のひとつだと思います。いまは第３セクターではなくて完全な住民がみん

な株を持っているような会社になってます。ここでのポイントなんですけれど、あのヒノキの板、い

ままで家具とか作る、そういった時に端材として出てたもの、ですから捨てられたものなんですよね。

そうすると原材料費がただ、８０歳くらいの職人の方の手間賃として２０円１枚につき払っています。

あの引き出物とか会社のノベルティとしておよそいくらなのかご存知でしょうか？１枚２００円です

よ。いままで捨てていたヒノキが２００円で売れるんだ、そして作ってる職人もお金をもらえるとい

うことで生計が成り立つ、どうして成功したのかというと、やっぱり目の付けどころだと思います。

地域の中でこんなの売れないとか、こんなの役に立たない思っているものでも、実はその価値という

のは違った人には価値を感じてもらえるかもしれない。それを探せるかどうか。畦地
あ ぜ ち

さんという方の

才能もあるし、また消費者の意見を聴けるような簡易組織を作った。先ほどもくもく手作りファーム

でも通信販売をやるために簡易組織を作ったという話をしましたけれど、簡易組織を作るというのは

何か商品を買ってもらいたいために、簡易組織を作るというのもあるし、またこういった形で商品開

発アイデアを出してもらう。非常に心強い、サポーターになってもらうファンなってもらう、そのた

めの簡易組織というのもあるということです。この簡易組織に入ってる人達はなぜ入っているかとい

うと、四万十川流域で小さいころ住んでて、いまは都会で働いている人達、自分の故郷がどうなって

いるかということを知りたい、それで情報を届ける、もしくは四万十川流域で獲れた特産品が時々新

商品として送られてきて、試しに食べてみる。そういうことがすごく楽しいということで会員になっ

てくれているそうです。しかもローテク。ハイテクじゃないから高齢者の方もこういった事業に参加

できる。 

また、十和錦に関して言うとあの小袋、１００ｇ２００円で売ってるそうです。お米１０ｋｇ単位

で買いますよね、１０ｋｇに直すと２万円。魚沼産のコシヒカリでも１０ｋｇ７千円ぐらいですから、

３倍ぐらいの値段で売ってるわけですね。だけれども、買う人達ってどういう人かというと、お土産

で、四万十川流域に来たとき１００ｇ２００円だったら、手軽なお土産じゃないですか、みんなに配

れるじゃないですか。そうすると配ってもらった人が、すごく香りのいいお米だな、自分も欲しいな、

買ってくれる。本当は１０ｋｇ２万円という非常に高価なお米なんだけど、１００ｇ２００円だった

ら気軽に買えるお土産なんですね。そんな工夫をして売ってるわけなんですね。 
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そういったことで従来のお客さんではないところに、お客さんを求める。ターゲットを変えること

によって付加価値を生み出している。 

いままで話してきた例を、少しまとめに入らないといけないんですが、地域資源を活用していく方

法としては、こういった形で生産、加工・販売、そして飲食サービスという形で、これを縦の流れと

いうんですけど、縦の流れで付加価値を高めていく方法。さらに最近では、そこに農業体験とか農家

民泊といった違った種類のビジネスを組み合わせて、そして消費者にたいしていろいろなところから

商品とかサービスを売ることが出来るようにする。また最近ではこういったビジネスの中でできた廃

棄物も、バイオマスの燃料として使って有効活用する。そんなこともあるわけですよね。 

それからもう一つのコミュニティビジネスの付加価値の高め方というと、ひとつの地域社会の課題

それをいろいろな分野のビジネスによって解決していく、それによって地域全体でその課題を解決し

つつ、ビジネスとして成り立たせる。こういった二つの形、ネットワーク型の形ともう一つは、縦に

流れていく中でいろいろなビジネスを展開していく、こういうような形での付加価値の高め方という

のがあるということです。 

これも今度皆さんとワークショップをやる時に、もしかしたら使うかもしれないんですけれど、こ

ういったコミュニティビジネスを作る、その前の段階として自分達の地域にある地域資源を見直す、

自分達が強みだと感じている地域資源とは何か、弱みだと思っている地域資源は何か。一方でそうい

った地域資源を活用するチャンスというのが、この社会の変化の中であるか、逆にピンチになるよう

なことがあるか、そんなことを考えながら、地域資源を使ったコミュニティビジネスを考える。 

実際に事業活動の事業展開の計画例として、計画を作って実際に加工品なら加工品を作ってみる、

メニューを開発してみる、そしてプログラムを作ってみる。実際にイベント等で売って実験をしてみ

る。そう言ったことをやることによって、小さな一歩から少しずつやっていく。その時に計画を作る

時から、やる気のある人達が集まって、そしてそれを応援した人達が集まってみんなで頑張って、成

功していくこんな事業展開をみんなで考えていくということも必要です。 

こういった地域活性化というのは、先ほど言ったように夢未来くんまの熊地区の例も３０年ぐらい

かかってます。したがって将来像というのは、１年後２年後、５年後そのぐらいじゃなくて、もっと

１０年２０年ぐらいの単位で将来像を考えて、その中でどうやって自分達で実現していこうか、とい

うシナリオを考えることもすごく重要であるということです。 

次回のワークショップでどれだけできるかというのは解りませんけれど、そんなことを踏まえて将

来のこの浜益を魅力のある地域にするため、じゃあどうやって行くのか？みんなでそのプロセスを考

えて、シナリオを作って、実際の計画を考えて、出来たら９月のふるさと祭りでしたっけ、そういっ

たイベントの時に、何かみんなで一緒にやれたらなというふうに考えております。 

 時間がちょっと超過して申し訳ございませんが、私の話はこれで終わりにしていただきたいと思い

ます。ご清聴ありがとうございました。 

 

５ その他 

【支所：佐々木課長】 
 どうもありがとうございました。それでは８時半ごろまでですね、川西教授と今日講演を聞いてい

ただいている皆様方と、フリートーキング形式で行っていきたいと思いますけれども、講演を終えて

非常にチャンスというのは身近な所にあったり、気がつかなかったところにあったりということが、

私もいまの講演を聴かせていただいて感じました。みんなで協力していって、浜益をみんなが応援し

ていくような体制が取れればなんとか成功していくということも、これを見てわかるわけですけども、

実際にそういうふうな雰囲気になるとなかなか難しい点も確かにあろうと思いますけども、この機会

ですので川西教授に直接聞いてみたいことや、こうした場合どうしたらいいのだろうか、というよう

なことでもよろしいですので、フリートーキングで意見交換をしたいと思いますので、意見ありまし

たら手を上げてください。何かありますか？ 

【川西教授】 
  なかなか、意見出てこないと思いますので、私のほうからちょっと伺いたいんですが…この中で女性

の方々が飲食店をやるということを伺ったんですが、前にコミュニティビジネスセミナーをやった時も

やりたいという人達がいらっしゃったんですけれど、その方々はそちらにいらっしゃる女性の方々です

か？どうでしょう、色々な女性の方々が頑張って飲食店等をやっている例を見ていただいたんですが、
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どんなお店とかやりたいんですか？ 
【田中照子さん】 
 やっぱり浜益の食材を使いましてですね、たまたまそこのふるさと塾がお休みしているので…。 

見るたびになんかもったいないな、なんかやったらここは良いんじゃないかと常に考えていました。 

【川西教授】 

すごく景色のいいところですよね、確か。 

【田中照子さん】 

景色の良いところなんですよ。たまたま恋人の聖地第２弾がありましてね、いろいろなことから私

近所におりますんで、よく何もしていないんですけど、ペアで、男女がこう、車ですう―っと入って

いっては夕陽を見ながらお休みするとか、３，４人で来るとか、そういうのは度々見ていたもので、

ここでなにかしたらよろしいんじゃないかなぁ、という気持ちはずっと持ってましたんで。今年立ち

上げることになりました。 

【川西教授】 
 地元の食材を使うということで、浜益、海産物がありますので、そういった漁業者との連携という

のはいかがですか？ 
【田中照子さん】 
 いや、そんなに、細やかにあたってないんですね。たまたまメンバーの中にホタテをやってる奥さ

んがいて、やりながら常にその時期の食材を手に入れられればよろしいかな、いまのところは、表面

的には、話合ってないですね。 
【川西教授】 
 そちらに、漁業者の方がいらっしゃいますけど、どうでしょう女性たちがお店をやるということで

なんか協力できる状況ですか？ 
【参加者】 

提供できる…。やっぱり来て食べてもらう、そういうのでやっぱりつながる大事な場なんであれば、

提供したいと思うんですけど…。しなきゃならないという立場側でもあるんだけど…。 

【川西教授】 

いやそうです。脈がありそうだ。 

【田中照子さん】 
 プロではないですから…。家庭ではプロなんですけど、家庭的な食事はどうにかできるんじゃない

かと思うんですけど。ブランド化したお料理ってできませんけど、家庭のお料理は少しは、だからお

刺身とかそういうものは、お客さんに提供しなきゃならない時もあると思うので、その時期の新鮮な

魚ほしいですよね。貝とか。 

【川西教授】 
 料理自体はブランドにならなくて、浜益で食べられるというところが重要なところで、そこに欠か

せないのが浜益の海産物であったり農産物ですね。 
【田中照子さん】 
 そうですね、お野菜も家庭菜園で作っていて、食べきれないで余っているものがあるので、やはり

その日、畑から採ってきて提供したいという、できるだけそのほうに向かっていきたいと思っており

ます。 
【川西教授】 
 この中で農業者とかいらっしゃいますか？たとえば直売所を作って、食材として提供するなんてで

きそうですか？ 
【寺山委員】 
 それはもう、検討中です。ちゃんと考えてます。 
【川西教授】 
 あっ、そうですか… 
【寺山委員】 
 いま、先生から色々な話を聞いて思ったのが、全部成功しているのは雪が降らないところですよね。 

【川西教授】 

あ、そうなんですよね。 
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【寺山委員】 

９０分という地域的条件というのは確かにビンゴなのかもしれないですけど、気象的条件がかなり

全部活性化しているのは雪の降らないところで、気軽にどんな形でも来れる場所、ですがここはそう

いうふうに行かない、通年となると通行止めとか、吹雪いて身の危険を感じる場所なんですよね。そ

の時に、例えば半年間閉鎖された場合にそれが長続きするのかというのが、私が常日頃疑問に思って

いるんですけど、それを継続するためにどのような形でやっていったら良いのかなと…。 
【川西教授】 
 多分お店に関しては、通年やるというのは難しいと思います。半年間休業みたいな形になると思い

ます。じゃあ半年間何もできないかというと、そこは通信販売みたいな形でやるというのがひとつの

解決策だと思います。通信販売だとわざわざここに来てくれなくても買えると、通信販売のお客さん

をどうやって獲得するか、いますごく通信販売競争激しいですよね。そうなると、あちらもお店、お

店がひとつの集客口というかまず最初の入り口になって、そこに来てくれた人達にファンになっても

らって、そして冬場通信販売で買ってもらう。そういうようなビジネスモデルを考えてもらってもい

いんじゃないかなと思います。…たしかに冬場に関してはお店をやっている方々はどうするのかと、

考えちゃうところで大変ですよね。ただある程度、加工品やなんかを作っている人達は、道内でよく

あるケースでは、農家の奥さん方々が副業でこういったコミュニティビジネスで加工品など作ってい

るケース多いんですけど、彼女たちは主に加工品を作るのは冬場なんですよ、農作業のないときに。

その農作業の無い時に一生懸命加工品を作って、そして販売をしていく。彼女たちの悩みは夏場、農

作業が忙しい時、加工品とか作れないとき安定供給できない、そういうようなことが悩みだと言って

いました。だけれども考え方によってみれば、考え方をちょっと変えてみれば、いま限定商品という

のが消費者に人気があるんです。ですがある時期限定で販売するともう割り切ってしまうんですよね、

それでその女性達が作っているトマト１００％ジュース、１本１５００円するんですけど、それも通

年で提供しようとするのではなくて、もう農家の女性達が丹精込めて冬場作りました、そういう物語

と一緒に…。だから限定商品なんですよという売り方で良いんじゃないかと思います。 

実際インターネット通販の世界では楽天というところが作っているサイト、日本ではものすごく売

れている、そこに出品して成功している農業者の方、それから海産物を販売している方もいらしゃい

ます。彼らも例えば、レブニーズというその楽天で販売をしている礼文島の会社、もともとなんか網

元の息子さんがおやりになった会社なんですけど、そのレブニーズでは、その礼文島で獲れるウニ、

限られてますよね、で限られた６月とか７月とかウニ解禁になった時からしか販売できないし、また

あの秋ぐらいになったらもう販売中止になってしまう、だけれどもそのウニがおいしいからぜひほし

いという消費者がいっぱいいるために、売上高いま３億円。だからそこの会社の売上高はある時期に

集中しちゃってるんですね。でもそれでもいいという割り切りですよね。ですから皆さんもある程度

限定してやる、そこに価値を見いだせるようなお客さんを捕まえること、それともう一つ限定である

限られた時期しか食べられない、そういった物語性を作って、そして価値のある料理なりを提供する、

農産物を提供する海産物を提供する、ということが必要ではないかと思います。いかがでしょうか…。

もしなにか質問があったらひとつよろしくお願いします。 
【寺山委員】 
 なにから質問していいかわかんないんですけど…。いままでいろいろな事例があるんですけど、よ

うするに成功事例、失敗事例ばかり…地域住民がはたして全員が潤っているか、見えてこない。それ

で地域が本当に活性化しているのであれば良いんですけど…例えば税金が増収しているとか、そうい

うふうにはたしてなっているのか、できれば本当の地域づくりなのかなという感じがするんです。そ

れが本当にいま見た地域でもでもやってるのかなというのが疑問です。 
【川西教授】 
 見ていただいた事例、いくつかありますけれど実際に地域全体が潤うことが、経済的な面だけでは

なく精神的面もあるかもしれないんですけど、それで潤っている例としては川根振興協議会、そこは

振興協議会で全員がそこに参加しているので、その人たちが困っている人達を助けるということで、

地域のために…担い手となってそれで地域の人たちに感謝はされております。川根振興協議会自体が

地域の人たちにどれだけ、頼りにされているかって言うと、実は川根振興協議会自体の年間の予算と

いうのは３００万円から４００万円ぐらいです。それは行政から補助金がでているわけではありませ

ん。会費と、あと寄付なんですね。会費といっても、６００人程度で世帯数として２００世帯ぐらい
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ですから、そんなに集まらないですよね。寄付が多いんですよ。なぜ寄付が多いかっていうと、例え

ば冠婚葬祭があって、お祝いをあげる、そうするとお祝い返しをしますよね、そのお祝い返しを地域

の人たちが決めて、振興協議会に寄付をしようとそういうことをしたそうです。で、それがきちっと

根付いているってことは、すごく感謝されてることかな？というふうに思います。まあ、その地域の

住民全員がどういう形で潤っているかというのは、なかなかわからないところはあります。中にはあ

まり潤って無い人もいるかもしれないけれど、だけれども地域の人達からすごく感謝され、また頼り

にされているってことは、確かです。 

そして、夢未来くんま、ビデオで見ていただいた熊（くんま）地区の女性達の話なんですが、そこ

もあのＮＰＯいう形をとっているんですけど、その会員はその集落にいる全世帯の人たちが加入して

いる、まあ、もっとも会費は年間１００円だから気軽に入れるというのもあるかもしれません、ただ、

経済的に、熊（くんま）地区の話で潤っているのはそこで働いている女性の人達、まあ大体３０人ぐ

らいの人達が働いているそうです、そういった人達の雇用の場になっている。そして年間５０万人ぐ

らいの人達がクマ地区に来るから、そうすると人が、ようするに過疎化した地域っていうのは、そこ

に住んでいる人が減っていくし、外から来る人もあまりいないから刺激がないですよね、けど外から

５０万人の人達が年間来る、そうするとやっぱりその地域っていうのは、人と人が接することによっ

て、活性化していくということもあります。また、あそこのお店というのは、みんなの協力によって

作れた店だからということもあって、その地域の農家をやってる人達で、まあ農協に出すほど量が作

れない、自分が食べる分、だけど余っちゃう、そういった人達を気軽に売れれる仕組みを作ったので、

それで農業をやってる人達は、少なくても潤ってますよね。 

そんな形で地域全体が活性化していると僕は考えています。ですから浜益に、いっぱい、例えば観

光客の人とか、もしくはそこの国道を使ってる人は立ち寄ってくれて、でそこがひとつの皆さんのお

店が、いい交流の場になったら、そこに行けば誰かがいるから、賑わいがあるから、ということで来

てくれる人が出てきます。それとあとはこういった地域で雇用の場が少ないからどういった形であれ、

あの特に女性の方々が働けるような場ができるということは、すごくいいことだと思います。 

質問どうもありがとうございました。 

 また、いろいろ質問があったらどうぞよろしくお願いします。また、他の方々もなにか質問あった

らよろしくお願いします。 

どちらかというと今日話した内容というのは行政が頑張ってるというのではなくて、住民の人達が頑

張っているという話をしてきたつもりなんですけど、行政の方々のほうでなにか、これは違うんじゃな

いかというか異論なかったりする方いらっしゃいますか？ 
【支所：新井課長】 
 ちょっと、お聞きしたいんですけども、昭和４０年代ですか、５０年代であれば、農業、それから

商業ですか、家族が主体となってですね生業としてなってますね。それが昭和５０、６０年そして現

代ですよね。スーパーマーケット、いまパワーセンターですよね、これもひとつのビジネスモデルと

して変わってきてるわけですよね。いまそしてここで、コミュニティビジネスという今日の話ですが、

これもひとつのビジネスモデルとして認知されているんでしょうか？ 

【川西教授】 
 当然社会の変化によってその形というのは変わってくると思います。だけれども、ここでやってる

ことって、昔やってたようなことでもありますよね。地域の人達みんなで協力し合って商売をやって

いくとかね。で、そうことである種の市民性はあるんではないかな思います。ただ、時代によって消

費者の欲しい物とか欲求とか変わってくるから、そこでマーケティングという考え方が重要で、きち

っとその時代の消費者に焦点を当てて、そしてどう皆さんの地域の素晴らしい物を買っていただける

か、それを考えないといけないというふうに思います。従来と同じような商売のやり方をやっている

と、なかなか消費者というのはつかめないんじゃないかなと思います。 

 これが認知されるかどうかということなんですけれど、実はですね、ちょっと冒頭でお話ししたか

と思いますけれど、高橋知事もいまこういった分野のビジネスに力を入れている。高橋知事が力を入

れているというのは、高橋知事が考えたからじゃなくて、政府がこういうことを地域でやって、地域

を活性化しよう、というふうに動いているんですね。それで昨年度の２次補正予算で７０億円くらい

の予算を組んでこういったビジネスを全国で展開しようと予算をつけてくれました。民主党政権がい

つまで続くか解りませんけれど、少なくとも民主党政権の間は新たな公共といって、いままでの行政
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だけが社会を担うんじゃなくて、みんなで担っていこう。それはビジネスとして担ってきているのも

あれば、ボランティアとして担ってきているのもある、という形の社会を考えていてそこに力を入れ

ると言ってるので、多分認知度が広まっていくと思いますし、そういったところでコミュニティビジ

ネスをやっている人達が獲得する市場というのは、大きくなっていくのではないかと思います。 

 

６ 閉 会 

【支所：佐々木課長】 
 なにかあの、この際なので先生に聞いてみたいというご意見がありましたら…ございませんか？ 

今日１回目ですけども、これで締めさせていただきますけども、次回また先生に６月下旬ころに浜

益に来ていただきまして、また進めてまいりたいと思いますので、その節はまたご案内申し上げます

けども、多数の参加ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

本日はどうも御苦労さまでした。 
 
 
 
 
 
 
 
 平成２２年 ５ 月２６日議事録確定 
 
                                 石狩市浜益区地域協議会 
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