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 第4回 （仮称）「あつたふるさとの森づくり」ワークショップ 

  

平成20年11月15日（土） 

 

望来コミュニティセンター 13：30～15：30 

1.松本管理課長開催挨拶  

今日は大変お忙しい中、お集まり下さいま

してありがとうございます。先に市役所から

の参加者を紹介します。今日はこれまでの皆

さんの意見を集約し、「あつたふるさとの森

構想図」としましたのでこれに基づいて進め

て行きたいと思います。それでは都市整備コ

ンサルタントからお願いします。 

 

2.都市整備コンサルタント 宮越 

第１回から皆さんと一緒にワークショッ

プに参加してまいりましたが今日はいよい

よ第４回目でありまして、皆さんとこういう

形でお話するのはこれが締めくくりとなり

ます。来年最後にもう１回ワークショップが

ありますが、それには全部まとめ上げまして、

市の方に提供する運びとなります。さて、お

手元の資料は皆さんの３回のワークショッ 

プの内容を取りまとめた結果でありますが、さらに付け加える事や考え違いがありまし

たらそれらの確認をして頂きたいと思います。したがいまして、今日は全体討議みたい

な形になりますが、その前に少しの時間各グループでこの集約結果についてお話をして 

頂いた後、私がまた司会をさせてもらいまして最終的な集約案にして行きたいと考えて

います。申し遅れましたが、先日、北海道地球温暖化防止貢献の森づくりコンクールが

ありまして、私どものワークショップに大変なご理解とご協力を頂いております「クマ

ゲラ」さんがボランティアの部門で優秀賞を頂きました。本日は所用でお見えになって

おりませんが、大変おめでたい事と思いましてこの場を借りてご報告いたします。それ

から、資料の中に保安林の関係の書類がありますが、このワークショップでたびたび魚

付け林とか防風林の話が出ていましたので参考にして頂きたいと思います。それでは 14

時 5分頃まで皆さんのグループごとにお話をして頂いた後、また全体で協議を行いたい

と思います。よろしくお願いします。以上です。 
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3.松本管理課長  

グループ協議をする前に部長よりお話があります。 

 

4. 南建設水道部長 

皆さん本日はご苦労さまです。今日は今ま

で皆さんが積み上げてきたものを具体的に

どうして行くかを話し合う事になろうかと

思いますが、現実にどの場所から手を付ける

かとか、どうゆう手法で整備していくだとか

をも含めて協議して頂きたいと思います。例

えば、現実的に市に対し、企業の「ニトリ」

の方から植樹が出来ないかとの打診や札 

幌のＮＰＯ法人からは土地を貸して頂いてその中で企業を募集し、その企業に植樹をし

てもらう話も具体的に出ていますので、そう言う事も含めて協議して頂きたいと思いま

す。また、実際に整備する時期までの間、誰かに土地を賃貸させてはどうかと言う方法

も検討の中に加えて頂きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

5. 構想図（案）に基づいてグループ協議（13：45～14：10） 
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6. 構想図（案）に基づいて全体協議 司会：宮越 

宮 越：時間になりましたので、Ａグループからこの構想図について意見があれば出し 

て頂きたいと思います。 

 

Ａ高橋：Ａグループで出た要望は大きく分けて 4点ほどあります。まず構想図のエリア

のⅡの部分にサクラや梅の木を植えるとありますが、その他にヤマブドウやグ

ミのような木の実の森のエリアも作ると鳥や小動物も集まってくるでしょうし

散策路に沿って植えれば人も木の実を食べながら歩けて楽しいのではないでし

ょうか。それと、Ａ4の資料のワークショップのまとめではⅣの交流の森のとこ

ろで林間学校や研修施設と言う案が出ていたのですが、構想図ではⅣのエリア

にそれらの表記がなく、やはり研修施設だとかキャンプ場など泊まれる場所が

必要ではないかと思います。さらに小中学生等の子供たちが自然や環境につい

て学ぶための場所として屋内で勉強できる大きな施設が必要ではないかと思い

ました。それと、Ⅲのエリアのようにスポーツ広場など人が集まってくるとこ

ろではトイレや休憩所の施設は必ず必要になると思いました。以上です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮 越：どうもありがとうございました。続いてＢグループお願いします。 

 

Ｂ後藤：Ｂグループで出た話ですが、まず構想図についてⅠからⅣのゾーンに分けて検

討し、書かれていて大変ご苦労なさったのではないかと思います。Ｂグループ

の中では評判が良かったです。具体的にはⅣのゾーンですが、ここは道路に一

番近く駐車場などがあり中心的な活動の場所になると思います。そこに動物観

察展望台やビオトーブを予定していますが、それらは地区の前ではなくもっと

奥の方に計画すべきと言う意見がでました。それから、このあつたの森そのも

のが厚田、浜益、石狩の合併のシンボルになるのではないかと言う事です。今

日ここにおいでの方は厚田と石狩の方ですが、浜益の方も来られても良いので

はないかと言う意見もありました。それに加えてさらに石狩にこだわらないで

周辺地域である札幌や当別の人もこの森づくりに係わっていくとも考えた方が
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良いのではないかと言う意見も出ました。それから、せっかくの森づくりです

ので、本州に移住されている方にも呼びかけて労力、資金、技術などの協力を

してもらってはどうかと言う意見もでました。それから樹種的には、厚田の土

地に馴染む必要があるでしょうし、意見の中では海からの風の影響があるので

森づくりも簡単には行かないだろう、そう言う場合には防風効果のある木も必

要になってくるのではないかと言う意見もありました。具体的な樹種名として

はポプラなどが良いのではないかとの事です。それから、原案の提示されてい

る資料の中にもありましたが、企業が活動する場所にもなるでしょう。その場

合、市内、道内、道外の企業の協力と言う事でＩＳＯと言う環境改善活動の認

証制度の実践の場所として提供できるのではないかと思います。その次に原案

で交流の森とありますが、地域そのものの交流もありますし、世代の交流もあ

ろうかと思いますが、その交流を実践していくための受け皿として用意してい

く必要があると言う意見がでました。それから、これは結構大切な事でありま

すが、継続的な活動のためには、一過性のイベントとして何かをするのではな

く、活動の核になるようなものが必要と思われます。企業からの資金や公的な

助成の資金を受け入れられるための組織が必要となりますし、それがバラバラ

であれば資金を出してくれる方も出しづらいので一本化しておく必要があるの

ではないかと言う意見もでました。それから、継続していくためには、時代の

リーダーも育成して行かなければならない、そのためには今日も来ていますが

中学生の皆さんに例えば「森の塾」などに参加してもらって上手に育成してい

く拠点を作る必要あるのではないかと言う意見も出ました。以上です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮 越：どうもありがとうございました。続いてＣグループお願いします。 

 

Ｃ銭谷：Ｃグループはエリアごとに森を分ける事によって森に来た人の目的をやりやす

く出来ると言う事。その他にも、次の世代に受け継ぐ事を考えました。例とし

て記念樹を自分たちで植えて行き、そして次の世代に植えた事を受け継いでい

こうと言う事を一番に考えました。終わります。 
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宮 越：どうもありがとうございました。３グループの主だった意見をそれぞれまとめ

ますと、Ａグループはサクラや梅などの他に実の生る木を植えたらどうだとか、

研修施設の問題や休み場、トイレ等に関する意見が出ていました。Ｂグループ

はビオトープの位置についてだとか、本州の人たちにも協力して頂くだとか、

世代の交流の場についてだとか、一過性のイベントに終わらないようにするた

めにはとか、資金の受け皿の組織は一つにするべきであると言うような意見が

出ていました。Ｃグループは記念樹を自分たちの手で植えて自分たちで受け継

いで次の世代に受け継いで行きたいと言う意見で非常に期待したいと思います。

各グループから出された意見をもとに全体的な話し合いに入って行くのですが、

各グループから出された内容で他のグループから質問やご意見がありましたら

お願いします。いかがでしょうか？特にご意見ございませんか？（特になし）

それでは、皆さんの3回のワークショップで出された意見がこの構想図になっ

たわけですが、Ａグループから出されていますサクラ、梅等いわゆる木の実の

生る木を植樹する件ですが、これについて何かご意見ありますでしょうか？ 

 

Ｂ小林（和）：別に問題はないと思います。場所については多少のズレはありますが、全

体から考えると大きな差異はないと思います。 

 

宮 越：それから、研修施設や泊まりの施設を作るべきだと言う件ですが、これについ

てのご意見はありますか？これはずっと前からＡグループから出ていた問題

です。私は順序があると思うのですが、あくまでも森を作っていくと言う基本

的な考えがありますので、それをしながら研修施設や泊まりの場について考え

ていく事については大変結構な話であると思います。先になるか後になるかと

言う話になりますが、この森づくりがどんどん進められて内容が充実して行き

ますと、施設の建設の建設も考えられる分けであります。これも前々から出て

いる意見であり決して削ったわけではありませんがこの中に入れても良いの

ではと思いますが、いかがなものでしょうか？ 
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Ｂ吉田：この会のコンセプトはあくまでも森つくりが主体ですので例えばスポーツ広場

だとか市民ガーデンのような色んな物を作るとチンドン屋ようになって近くの

厚田公園みたいになってしまうような気がしますが、その辺はどうでしょう

か？ 

 

宮 越：私の意見で申し訳ありませんが、この会を始めるときにその様な事をベースに

して皆さんで考えて行きましょうとしてスタートしました。まず、色んな意見

を出して頂いてそれがこの森づくりにかなった物なのかどうか最終的に皆さ

んで判断して行こうと言う事にしたはずであります。基本的に森づくりを優先

すると言う事が根本にある訳ですから。先ほども言いましたが順序として森が

どんどん充実して来て、その目的が森づくりの目的に叶うような施設がその段

階でできるようであればせっかく提案していだいた意見ですので構想として

入れて置いて構わないと思います。どうでしょうか？次にトイレとか休憩所で

すが将来的に人が集まってきた時に最小限必要と思われますがいかがでしょ

うか？ 

 

Ｂ小林（和）：その施設がメインになるわけではないが、どうしても必要なものですの

で最小限の範囲で問題はないと思います。 

 

宮 越：他にありますか？なければ、この構想図を修正し、森の全体とは行きませんが

具体的な鳥瞰図を作成しまして第５回の時に皆さんに提示したいと思います。

次にＢグループからはご意見が出ています。構想図に対しては具体的に動物観

察展望台がここではあまりにも国道に近いので、もっと上の奥の方が良いとの

意見が出ていました。それから、ビオトープについてももう少し奥まった所に

設置したほうがトンボが卵を産みやすいとか鳥が集まりやすいのではないか

と言う意見がでていました。他のグループはこの意見に対して何か意見はあり

ませんか？私もＢグループに入っていっしょに話しましたが、そのとおりだと

思いますのでこの件についても絵を直したいと思います。 

 

Ｂ吉田：通常、広葉樹の森あたりに作るのが効果的かと思います。地形を見なければわ

かりませんが、絵の奥に３箇所ほど広葉樹の森とありますのでそのあたりが良

いと思います。それとビオトープは人工的に作るのですが、昆虫や動物が自然

とやってくるようなビオトープでないと作っても意味がないと思います。 

 

宮 越：そのとおりだと思います。あとＢグループからは貴重なご意見が出ています。

浜益を加えるとか、関係のある人に色々加わってもらうとか、本州にいる方に
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も呼びかけて労力、資金、技術などの協力をしてもらってはどうかとか、それ

から原生林ですが、もともとはトド松もあったと聞きますし、おそらく柏など

もあったのではないかと思います。前にお話しましたが、クロ松を襟裳に植え

た事があります。とてもいい木なのでここでも防風林や魚付け林にするには適

していると思います。あとは企業の協力ですが、以前からこの話は出ていまし

たが、市の方にもいろんな話があったと言う事です。これからも窓口を継続さ

せまして、そこから働きかけて私たちのワークショップで決めた森づくりに適

合する企業に参加協力してもらうのがいいと思います。世代の交流の場が必要

だと言う話も出ていましたが、次代に引き継ぐ森にすると言う事は非常に大事

であると思います。継続性に関する意見もそのとおりだと思います。あと、こ

れも絶対に大事な事ですが、資金等の受け皿の問題は石狩市さんの方でも考え

て頂きたいと思います。次にＣグループですが、目的別に森をエリア分けして

本当に使いやすい森づくりをめざしています。自分達の手で植えた木を是非、

次世代に伝えて頂きたいと思います。市の方でもワークショップの記念セレモ

ニーとして植樹をしたいと言っていますので参加して頂きたいと思います。だ

いたい３グループ意見とか具体的に絵の修正も含めまして出ました。それでは

次のテーマになりますが、将来構想をもとに整備に関する資金や開発の優先順

位の方法について今この時点でお話が出来るものがあれば意見を出して頂き

たいと思います。先ほど資金の問題はＢグループからかなり具体的に出されま

したが、開発の優先順位なども意見がありましたらお願いします。本日は「ク

マゲラ」さん達はおいでになっていませんが、構想図の中で「クマゲラ」千年

の森に活用とありますが、このようにかなり具体的に進めていますが、そのあ

たりから本格的な取り組みに入って行くように思います。どんな事でもよろし

いですので何か意見はありませか？ 

 

Ｂ小林（和）：計画を立てる時の一つの方法ですが、例えば第１期計画とか第２期計画

とか第３期計画と言うようにある程度計画を切って最終的に繋がるようにし

ていかないと、最初から全体を大きくすると掴み所がなくなって難しいと思い

ます。例えば「クマゲラ」さんと言いましても、「クマゲラ」さんが全部この

森の植樹をやるわけではないし出来るわけでもないので、ある程度工程の計画

を立て ればおのずと資金計画も立ってくる気がするのですが。 

 

宮 越：私たち皆さんと同じ立場でこの森づくりに参加させて頂いていますが、石狩市

の南部長さん、今言われた事に関して考えられる事はありますか？ 

 

市 南：実はですね、そのあたりの議論を皆さんにお願いして頂きたかったのですが、
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例えば現実的に資金を出す企業だとか、企業自身が植えたいだとか、土地を貸

してもらいたいだとか、色んな企業がございまして、その中でどうゆう形で皆

さんと一緒に管理していくか、それとおとずれる人たちにどの様に憩いの場を

提供出来るのか、その辺の部分についてバッティンクして来るような気がしま

すので、それを皆さんの中で議論してもらえればと思います。今実際に話が来

ているのは、そこの土地を森が出来るまでのあいだ貸してもらってブドウ園を

作りたいとか、羊を放したいとか、それと企業からはそこの場所をとりあえず

市からＮＰＯ団体に貸出してもらい、そうすれば市でイベント用にするのかそ

れとも企業としてそこに二酸化炭素の削減用としてオフセットをさせてもら

ったりなど、色んな使い道があります。ただ、問題になるのは、イベントです

と管理は最終的には何も出来ません。例えばイベントでお金を使ってどこかの

団体が植樹をしたとしてもその後の管理をどうするのかと言う議論になって

しまいます。私としては、出来るだけイベント用ではなく、カーボンオフセッ

トの認定証や現地の看板に企業の名を含めて承認しても良いのですが、ただ５

年や 10年の管理費と言いますか、下刈や間伐の費用はこの森に関係する者の

管理代として企業から頂きたいと考えています。現実的には来年から使いたい

旨の打診があります。具体的な名前としてＮＰＯ法人の豊平峡札幌ネットワー

クそれと、北海道グリーン法人ネットワークなどから話がきています。これら

はイベント会社ではなく、組織は今回の洞爺湖サミットの開催を記念して作ら

れました。そのサミットを契機に森づくり運動を継続して少子社会における経

済と環境が両立できて行くための運動をして行くと言う事が基本になってい

ます。そう言う事で、土地を貸してそこにどの様な木を植えるのかとか、その

管理を市で受けて貰えるのか、市の中のどこで受けて貰えるのか、例えば「ク

マゲラ」さんや「森林組合」さんですが、それらについてこの方法でこの中で

位置づけて頂ければＮＰＯ関連で取り組んで行きたいと思っています。給付金

を仰ぐ方法がありますが、給付金を仰いではたして、どれだけの効果があるか

見えないと思います。また企業に貢献してもらい1haにいくつかの企業で植樹

してもらえればすぐに埋まると思いますが、そう言う議論を具体的にしてもら

いたいと思います。それとまず、整備の順位を先に整理をして頂きたいと思っ

ています。理由として、来年から何かするとして、どこから手をつければ良い

のかと言う議論になります。例えば防風林であれば、こうゆう木をこの延長で

企業者に土地を貸しますと言って頂ければ私の方で具体的に詰めた中で皆さ

んに資料を提供出来ると思っています。それと、もっと具体的な話を言っても

らいたいと思います。例えば、市の方でこうゆうペーパーを作れだとか、こう

ゆう管理の部分について頭を上げろだとか、そう言う意見を聞くのが一番いい

と思います。そう言う意見に沿った中で市として団体さんとの交渉を行います
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ので出来ればそう言う意見を直接頂ければと思っています。以上です。 

 

宮 越：今、部長さんの方から色々とお話がありましたが、ひとつだけ質問です。皆さ

んと一緒にこのワークショップでまとめ上げた構想図ですが、もし色々な企業

だとか、今お話が来ているＮＰＯ法人関連の方々が参画する場合、あくまでこ

の構想図に沿って参画して頂けると言う理解でよろしいでしょうか？ 

 

市 南：そうですね。現実的に今年は助成金の話もありまして、ニトリさんから100万

円の助成金が出せると言う話がありました。ただし、市街地でしか出ないと言

う事でありまして現地までの旅費の関係で結局断られた経緯があります。ただ

し来年からはそう言う助成金は受けるつもりですが、実際に植えたり管理する

手間の部分ですが、その場所を5年、10年のスパンで企業にお貸して賃貸料を

得て森づくりに還元し、賃貸契約が解除された時点でそこを次の森づくりに生

かして行きたいと思っています。森づくり全部を市がするのは難しいですし、

市民に来て頂いて植樹する事はある程度伴うかもしれませんが、それらの面積

に対して相当のお金が係りますので、そのお金をどの様に捻出するかを皆さん

からお知恵をお借りしたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

宮 越：もう一つだけ質問ですが、実はこのワークショップ今まで４回開催しまして、

今日もあと残り時間 30分ほどとなりましたが、お金に係る事や順序に関する

事、どのエリアを企業に充てるかなど非常に大事な問題をあとわずかな時間で

それらを決めるのは難しいところがありますが、この森づくりのワークショッ

プは一応あと１回で終結すると言う形になりますけれど、部長さんのお考えと

しては、そう言う具体的な事柄を進めるに当たって、このワークショップでは

なくもう一つ何か違うものを作るのか、あるいはこれからは行政主体で行って

行くのかをお聞かせください。 

 

市 南：構想とはいえある程度具体的な戦略を入れて頂きたいと思っています。私とし

てはその戦略をもとに次のステップで森林ボランティアや、森林組合や、「や

まどり」さんなど、それとそこで手に負えない問題であれば色んな所と連携し

て具体的な事柄を進める会議を作りたいと思っています。その会議で全体的な

資金繰りも含めて、その中で皆さんから意見を頂いてどの部分から優先的に手

を付けていくかとかの議論を行って決めていかないとなかなか市も動けない

事情があります。具体的にそう言う意見をその中で頂ければと思っていますが、

ただ、その中にそう言う意見が入っていなければ、市としてもまた実践的な意

見を皆さんから頂く事になりかねないので出来ればこのワークショップの中
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でそう言う意見を入れて頂ければと思っています。 

 

宮 越：皆さん今お聞きになった様な事ですので、できれば資金的な面であるとか、或

いはこれを具体化していくためにはどうゆう順番でやって行くかとか、それら

の点をこのワークショップで話し合えればと言うお話です。ただ、私たちはこ

の構想を作る事で全精力を使い果たしてきました。したがって、絵を作ったあ

とに、さらにお金や順番の問題までは行き届かなかったのが事実です。ですの

で、５回目では構想に関しては今、皆さんから色んな意見を頂いたのでまとめ

る事はできますが、森づくりをどの様に進めていくだとか、或いは順番はどう

するだとか、資金繰りをどうするだとかの問題が大事な事項として残ってきま

す。これらにつきましては今残った時間である程度お話が出来ればやって頂き

たいのですが、やはり次回まで皆さんに持ち帰って頂いて５回目の時にご意見

として提案する事でかまわないと思いますが、あとまだ若干の時間があります

ので、先ほど話に出ていた緑化推進機構の活用とか、企業や出身者からの寄付

などの話だとか色々ありますので時間のある限り議論や意見を頂ければと思

います。もしやはり時間が係る場合は、５回目にご意見として成果品に付けて

市の方に提出したいと思います。今まで一生懸命に構想を作るのに力を注いで

来ましたのでお金の事まで行き届かなかったので今すぐと言っても大変でし

ょうが、ご経験のある方が多いのでご意見を頂ければと思います。 

 

Ｂ小林（和）：まず、この構想で考えられる事は、学校林だとか記念の森だとか色んな

やるべきものが沢山あるのですが、それは防風林が整備された後の話だと思い

ます。防風林が整備されない事にはいくらそう言う物を先走って植えても初め

から枯らすために植えるような計画になると思いますのでまず防風林の整備

を順位の第一に考えて頂きたい。この防風林の整備のしかたですが、北海道に

色々な林業関係の企業がありますし、企業ごとに防風林の独特な造成のやり方

を持っていますので、その辺に競争させるような形が出来ないかと言う提案が

ひとつです。その次に行う作業は道路の整備です。森で他の作業をするために

もまず道路を整備する事です。道路と言いましても既存の道路が結構入ってい

ますが、現地へ行って分かったとおり侵入木によって道路の形態を無くしてい

る部分が沢山ありますので、まずこれらを除去して道路形態を復元させたあと

に初めて全体の中身が見えてくる様な気がします。ですから、サクラや梅や学

校林を植える事も確かですが、まず防風効果を高めて行かないとこの作業は進

まないような気がします。以上です。 

 

宮 越：企業が参入するにしても防風林の整備を視野に入れながらやって行くと言う事
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であれば、我々がこれからやろうする事が成功するカギはここにかかっている

と言う事ですね。 

 

Ｂ小林（和）：そうです。例えばむかしから「岩倉組」にしても「王子緑化」にしても

防風林の作り方に独特のやり方を持っていますので、そう言うものも活用でれ

ばよいと思います。 

 

宮 越：私も防風林を造成する事は非常大事な事だと思います。今、炭酸ガスの問題も

ありますが、風を止めて酸素を出すと言う事は一石二鳥ではないかと考えます。

森に防風林を作りますと防風の効果は200haだけではなくて、その奥にある畑

や牧草地の農地だとか色々なところに影響あるわけですから。他に意見はあり

ませんか。 

 

Ｂ吉田：ちょっと意見が出しにくい問題に取り掛かっていますが、石狩市はお金が無い

ので「ふるさとの森」が豊かになるためにはどんな案でも聞くと言う事ですが、

今「クマゲラ」さんと言うグループが千年の森に入っていますが、そう言う団

体が色々これから入って来る可能性があると思います。そうでなければ逆にこ

の森は成功しないと思うのですが、「クマゲラ」さん自体もバックに何かがあ

って活動しているわけでありまして、企業だとか色々なものが森に対する理解

があってやって来ているわけです。これが、この山に 10グループ入ってそれ

ぞれのバックに企業なりの色々なものが出てきた場合に予算とかボランティ

アによる人員の確保の競争や、希望の植樹場所の重複がおきて来るのではない

かと思います。さっきＢグループで話が出たのは、この森について全体を把握

できるひとつのＮＰＯ団体が必要ではないかと言う事です。現在、日本中どこ

でも森に対して理解はあると思いますが、ただそこで特定のグループに決めて

しまいますとその団体はそれで終わりになるかも知れませんのでそう言う部

分に私は心配しています。私どもは今年始まりました「やまどり」の会と言い

まして、公園の様な市有地を主体に会費だけでボランティアで活動しています

が、この山に取り掛かるとなると会費だけでは無理ではないかと思います。応

援するあるいは活動を支援してくれるグループのバックアップ団体の陣取り

合戦みたいな事になり非常に困る事になるのではないかと思っています。先ほ

ども話にでましたが、企業が単独でやるのであれば事は別ですが、市ではなく

例えば第三セクターの様なひとつの受け皿をきちんと作るのがよいのではな

いかと思います。どうしても構想は構想で実際は人力とお金だと思うのですが、

進めていけば土木工事も中に入るでしょうし、結構ハードな面が必要になると

思いますのでそのあたりも専門的に詰めて行かなければだめだと思います。考
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えた事は以上です。 

 

宮 越：大変貴重な意見だと思います。我々がこう言う構想を作成したのですが、企業

とか色々な団体の方々が自分たちのやりやすい場所をやらせてほしいと言う

のは出てくると思います。それがわりと同じところに集中してしまうのです。

やはり便利の良いところとか、木の育ちやすいところとか、行きやすい、作業

のしやすいなど、そう言うところを選ぶのは10団体入ってくれば10団体同じ

ところを選ぶと思います。それをどの様に調整していくかとなれば、ＮＰＯ法

人のような誰かが窓口になる事が必要ではないかと言う意見ですね。 

 

Ｂ小林（英）：全体構想をワークショップで考えて来ましたが、その他に討議するべき

問題として、資金計画の問題、それと運営の問題が大きくあると思います。そ

う言うふうに皆さんで考えなければならない大きな問題が何点かあるはずな

のですが、それを全体で色々話をするとまとまらなくなってしまうので、今言

った大枠のものに集中して皆さんで検討したほうがもっと絞られて来ると思

いますがいかがでしょうか。大きな大枠としてこれから考えなければならない

事がどの様なものがあるのかを絞っていったらどうでしょうか？ 

 

宮 越：構想ではこの絵にある様にたくさんの事が盛り込まれた訳ですが、具体化して

いくにあたって大枠を決めたらどうだと言う話です。例えば先ほども出ました

が防風林を優先させると言う事もひとつだと思います。そう言う事で、どの様

な事が大枠なるのか、皆さんいかがでしょうか？ 

 

Ｂ小林（英）：例えば今の問題ですが、誰がどの様に決めるのですか？市が決めるので

すか？ 

 

宮 越：それで、先ほど市の方にこれを具体的に進める場合にこのワークショップのグ

ループが色々な細かい事を決めて継続してやって行くのかそれとも別の方法

でやるのかを聞いた訳ですが、部長さんの方からは勿論このメンバーではなく

森林組合とか関係団体で会議を開いて具体的に進めて行くと言う構想をお話

されていました。そう言う中で今言われた大枠の問題を含め具体的な資金繰り

の問題、事業計画の問題、順番の問題、防風林の優先の問題などを決めていく

感じがしますが、いずれにせよこの私達のワークショップはあと１回しかあり

ませんから今までの構想をまとめて絵にしてそれを最終的な皆さんの意見と

してまとめて市に提案するまでが今回のワークショップである様に思います。

どうでしょうか？ 
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Ａ芳賀：まだ、４回にわたって夢を語ってきたと言う段階だと思います。この森の中で

の構想はこうゆう形もあるのかと言う話が出てきただけでしかないと感じて

います。Ｂグループの方からも出てきましたが、資金の問題とか順番の問題と

かは市がどう言う形で市民に呼びかけるのか、いわゆる全市民へのコンセンサ

スを得るような場、あるいは違うひとの意見が聞ける場があって初めて次のス

テップになると思います。私たちのグループの中でも出ましたが、知床の斜里

の町長がひとつの運動をしているのですが、自然を守るための伐採、あるいは

森を一坪単位で買ってもらって守って行こうとする何十年来の構想が多くの

人の賛同を得ています。こう言う森づくりの構想ですが、そう言う点では石狩

市民だけではなく、大都会や札幌市民に賛同してもらえる事はどんどん賛同し

てもらえる様な発信をどの様にやりながら、一方で森づくりの具体的な第一歩

をどうするかが必要であると思います。会も４回目、次回は最後ですが、夢は

語ってきたのですが、内容を作るための最終形が見えないと思います。ですの

で、来年からすぐ始めると言う課題ではなく、いわゆる継続的に次の世代に引

き継いで行くと言う事が必要であります。企業からの資金集めとか、いわゆる

基金集めをどの様にするかは発信のやり方によって私たちの構想が素晴らし

いと思わせる様なものを作る中で初めて幅広い賛同とか援助などが出てくる

様に思います。市の方から求められている様には簡単には出来ないと思って聞

いていました。と言う私の感想と半分意見です。 

 

宮 越：どうもありがとうございました。本当に４回でここまで色んな意見を集約して

この様な絵になったのですが、さてこれを具体的に来年を第１年目として実行

に移していく事になれば、もう少し具体的にどの点から入って行くのか、現実

に「クマゲラ」さんはもう中で植林活動をしておりますからその点はあるにし

てもやはり、我々としてまとめ上げたこの構想をどの様に進めていくかそれに

ついてお金はどうするか、そう言う問題はこれから絶対でてくると思います。 

 

Ｂ本吉：私はワークショップそのものがよく分らないで参加しているのですが、例えば

こう言う構想を作るまでで終了と理解していたのですが、私が危惧していた事

はこの構想を実現するために市はどの様な考えとどの様な予算を付けるのか

と言う事であったのですが、それらは抜きにて構想を作りましょうと言う事だ

ったような気がします。ですから先ほど言われた様にもう一段階のステップを

踏んだ中で現実的な事を協議する機関が必要に思います。そして、私はそのメ

ンバーに即このメンバーがなるのは行政的にも良いかどうかわからないと思

っています。 
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宮 越：私もこれを具体的に進めるのはもう一歩違うステップだと感じていました。あ

くまで、今日これでこれ以上のものは皆さんから意見を出してもらう事は物理

的にも時間的にも難しいと思います。そう言う訳でもし参考までにこの次の最

後のワークショップまでに考えがありましたら付け加えてお出しをすると言

う事で、我々のワークショップとしてはここまで行ったので精いっぱいの感じ

がしています。 

 

Ｂ小林（英）：申し訳ないが、何回聞いてもよく意味がわからないのですが、要するに

市としてワークショップを行ってきたのは良いのですが、あくまでワークショ

ップはワークショップでここから先は具体的にどの様に進むかが問題です。そ

の時に市が主体として運営するのか、それとも市はあくまでサポートで主体は

市民の皆さんであると言うのか、その様な基本的なコンセプトもわからなくて

我々は意見を出す事も出来ないしこれ以上進めないと思います。時間の無駄だ

と思いますが、その辺の基本的な市の考えはどうでしょうか？ 

 

Ｂ河崎：あと時間もわずかですが、司会者の方も市の方々もだいぶお困りの様でありま

すが、今までで本来のワークショップでの話題はすでに出ている訳けですが、

しかしながら石狩市さんも困って、司会者の方も非常に苦渋の面持ちでありま

すので石狩市さんにご参考までに資金計画や施業の順位などもう一度ワーク

ショップを開いて私どもの意見を提案するために次回も開くという事でいか

がなものでしょうか？それからもうひとつ付け加えますと私は札幌市で市民

グループの代表をしておりまして森林を整備しておりますので当然ながら資

金計画や施業の体験を日頃致しておりますので、次回もし開かれるのであれば

若干の私見をご提案申しあげたいと思います。以上です。 

 

宮 越：ありがとうございます。時間もまいりました。非常に苦しい立場で司会をやら

させていただいています。ただ、皆さんに申し上げますが、皆さんの絶大なる

ご協力によりまして構想をここまでまとめ上げたと言う事については本当に

感謝しております。この案は皆さんで認めていただきましたので若干の修正を

して市に提案したいと思います。それで、これをどうするかと言う事につきま

しては今のワークショップを続けるのか、あるいはもっと別の形にして市民の

団体として行っていくのか色々あると思いますが、そういうことを具体的に進

める構想もこの次のワークショップで市から何らかの提示されることを期待

したいと思います。そういうことで非常にまずい司会でありましたが、今日は

この案を認めて頂いたと言う事、それから次回までに今言った事でご意見があ
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りましたら出して頂いてそれをこの案に添えて市さんに提出すると言う事で

本日の集約をさせて頂きたいと思います。いかがでしょうか？ 

 

ＡＢＣ：はい、結構です。（拍手） 

 

宮 越：ありがとうございます。ではこれをもちまして私の方の司会は終らせて頂きま

す。 

 

7.松本管理課長開催挨拶  

今日は長い間ありがとうございました。もともと企業の方が植樹をしたいと言う話が

ありまして、この植樹についてどう言う形で森の中でやって行くかと言う事は何も計画

がありませんでした。ですので、このワークショップにおいて皆さんに将来像として作

って頂いた事についてはとても良かったと思っています。次回につきましは石狩市とし

ましても企業の情報を提示し、石狩市の考えに対してあらためて皆さんの意見を聞きた

いと思っています。次回ワークショップは来年の 6月くらいを予定しています。またご

案内差し上げますのでご協力をお願いします。今日はありがとうございました。 


