
司会・那須美幌町役場総務部総合計画主幹）

定刻となりましたので、ただ今より「みんなで考えよう！みらいの『びほろ』まちづく

りフォーラム」を開催いたします。

本日の司会を務めます、美幌町まちづくりグループ総合計画主幹の那須でございます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

本日はお忙しい中、今フォーラムにご参加いただき誠にありがとうございます。

開催に先立ちまして、今フォーラムの開催趣旨などについて簡単にご説明させていただ

きます。

レジュメの裏面をご覧下さい。現在、美幌町では、平成 28年度から平成 38年度までの
11年間における、町の最上位計画であります「第６期美幌町総合計画」を策定中でありま
す。策定にあたっては、町民主体で行うことを目指し、町民４０名で組織する『びほろ』

みらいまちづくり会議が主体となって策定を進めております。その会議の中で、現在まで

まちづくりの目標などを議論してきており、先日の会議では、11年後のまちの将来像を
「ひとがつながる、みらいへつなげる ここにしかないまち びほろ」と決定したところ

です。今後は、更に具体的な取り組む内容等について議論をしていく予定となっておりま

す。

本日のフォーラムは、総合計画のその意義や背景を学ぶとともに、まちの現状などを踏

まえた意見交換やアンケートの実施により目指すべき、町民主体による総合計画策定に向

け、みなさんで考えてみよう、という趣旨でございます。

どうぞ、最後までお付き合いください。

それでは、主催者を代表して 美幌町長 土谷 耕治 よりご挨拶申し上げます。

土谷美幌町長）

どうもお晩でございます。本日は仕事でお疲れの所、またお足元の悪い中、このように

大勢の皆様にお集まり頂きました。心から感謝を申し上げます。また、本日基調講演を頂

く小磯先生におかれましては、大変お忙しい中、私どもの申出に快くお引き受けください

ました。心から感謝を申し上げます。小磯先生の詳しいご経歴などは後ほどご紹介させて

頂きますが、現在は北海道大学公共政策大学院の特任教授を務められております。今話題

となっております、北海道が組織する「北海道の人口減少問題に関する有識者会議」座長

も務められており、地域課題を実践的に研究されておられる方でございます。また、基調

講演に引き続きまして、「１１年後に見たい美幌の姿」と題したパネルディスカッションが

開催されます。５名のパネリストの方にそれぞれのお考えを披露して頂きます。また、コ

ーディネーターの山口さんには大変ご苦労をおかけしますけれども、どうかこちらの方も

楽しみにして頂きたいと思います。

今、そしてこれからの日本は少子高齢化、それに加えて人口減少社会を迎えます。特に

人口減少は最近話題になってきているところであります。私どもの町も残念ながら少しず



つ人口が減少しているのが現状であります。国立社会保障・人口問題研究所の推計により

ますと２０４０年に美幌町は１４，２２８人になると出ております。また、日本創成会議

の推計、所謂、増田元大臣が発表した推計によりますと、人口減少が収束しない推計とし

て約１２，０００人になるという、大変ショッキングな推計が出された訳でございます。

ただし、これも「何もしなければ」という条件付きでありますので、決して何もしないわ

けではありませんので、これらの大きな課題についても、私ども町はしっかりと取り組ん

で参りたいと思っております。ちょっと前までは「限界集落」と言われましたけれども、

最近では「地方消滅」、そんな言葉も使われて、大変ショッキングでありますけども、これ

も一部を取り出して、そういうネーミングを付けて、危機感を煽るというような状況にな

っているのではないかと思っております。私どもの町は、大変優れた自然環境と豊富な資

源に恵まれているところであります。また、知識経験豊富な人材もたくさんおられる訳で

ございます。ですから、この地域資源をしっかりと守り、育て、そして磨きをかけて、そ

の中から恵みを頂く、富を頂く、そしてそれを地域で回すということ、更には、人の力を

結集する、地域力を発揮すれば、多分、というよりは恐らく、この町は将来に向かって発

展可能性が大ある、私はそのように確信しておりますので、人口減少だけを捉えて悲観す

る必要はまったくないのではないか、今こそこの地域の力を発揮するときではないか、そ

のように思っております。

今日は総合計画に関するフォーラムということでございます。みなさんそれぞれ美幌町

の中で様々な未来像を描いておられることと思います。どうかそれぞれのお立場、それぞ

れの持ち場で、この町の未来像をしっかりと描いて、そして具体的な行動に是非とも移っ

て頂きたいと思っております。今日は、限られた時間ではありますけれども、基調講演、

そしてパネルディスカッションを通じて、どうぞ、この町の未来を考えて頂きたい、そう

いう会に是非ともして頂きたいと思っております。主催者として、本当にこのように多く

の皆さんのご参集をいただいたということに対しまして、感謝を申し上げ、そして、先生

にも重ねて感謝を申し上げまして、挨拶に代えたいと思います。

本日はまことにありがとうございました。

司会・那須主幹）

基調講演に入りたいと存じます。

「人口減少下の地域戦略 総合計画の意義を考える。」と題し、北海道大学公共政策大学

院の小磯修二教授 にご講演いただきます。

小磯先生の略歴をご紹介させていただきます。配付しております、お手元のレジュメの

裏面をご覧ください。小磯先生は、大阪市のご出身で、１９７２年、京都大学法学部をご

卒業され、旧北海道開発庁、現在の国土交通省などを経られまして、１９９９年には、釧

路公立大学教授、地域経済研究センター長、２００８年から釧路公立大学の学長に、    

２０１２年9月からは、現職であります北海道大学 公共政策大学院の特任教授として就か



れております。また、公職として、国土審議会専門委員、北海道観光審議会会長、北海道

バックアップ拠点構想検討有識者会議座長、北海道国土強靱化計画有識者会議座長、北海

道の人口減少問題に関する有識者会議座長なども務められております。また、ご覧のとお

り大変数多くの著書を発表されております。

本日は、多くの分野において活躍されている先生より昨今の状況を踏まえた、総合計画

の意義についてご講演いただきます。

それでは、小磯先生、どうぞよろしくお願いいたします。

小磯北海道大学公共政策大学院特任教授）

こんばんは。大変丁寧なご紹介を頂きましたけれども、現在私は北海道大学で公共政策

大学院の方におりますが、３年前までは、同じこの道東の釧路の地で、釧路公立大学で  

１３年間活動しておりました。そのときにも美幌町にお伺いする機会がございまして、こ

ういう基調講演という形式で講演させて頂くのは２００８年の１１月だったと思いますけ

ど、地元の観光物産協会の６０周年記念講演ということで、確かそのときには観光という

ことでこの美幌が自立出来るか、というテーマでお話しをさせて頂いた記憶があります。

そんなご縁もありまして、今回、美幌の大きな町で総合計画を今進めておられると、しか

も、美幌の町民の方が主体的に「みらいまちづくり会議」で検討しておられる、そうなれ

ば総合計画の話を、ということでご依頼がありました。更には人口減少問題というのが、

今、大きなテーマになってきております。今日は与えられた時間は５０分ですけれども、

人口減少という新しい潮流にどのように向き合いながら、美幌町としての新しい総合計画

を策定していけば良いのか、私自身の微力な経験ですけども、感じているところを少しお

話しさせて頂いて、今日はみなさん方と一緒に考えていきたいな、と、そういう気持ちで

参りましたので、よろしくお願いいたします。

まず、私自身はですね、今司会の方からご紹介もありましたけれども、人生の前半は役

人、霞ヶ関の行政の仕事、その中でも時に国土計画とか地域計画、プランニング、計画を

作るという仕事が主な仕事でした。計画を作るってなかなか難しくて、長期、将来どうな

るかという見通しが立たないとなかなか出来ないということで、実はかなり色々な勉強が

わからないと地域計画、総合計画はできない。そんな中でたまたま大学の方々とお付き合

いをし、その後は、人生の後半は大学人として、研究者として活動をしてきている訳です。

そういう意味では、総合計画の話をさせて頂くという機会は、私にとっては大変嬉しいテ

ーマなので、そういう意味で皆さん方と一緒に、美幌の町というのはこういう方向で、一

緒に考えていけば良いのではないかと、私の感じているところを、少しざっくばらんに話

をさせて頂きたいと思います。

お配りをしておりますレジュメ、これに沿って話を進めていきたいと思います。とは言

っても、今日の趣旨は皆さん方と一緒に考えていきたいということですので、是非私の話

を聞きながら、皆さんも一緒にどういうふうに考えたらいいか、少し頭を働かせながら、



一緒に考えていくというような気持ちでお話しを聞いて頂ければと思います。

最初に、人口減少にどう向き合うかというお話をしたいと思います。去年の夏ぐらいか

らでしょうか、人口減少と言うそういう言葉が新聞から雑誌からテレビからどんどんどん

どん出て来る様になりました。急に出て来る様になった訳ですね。これなのでだと思われ

ますか？

例えば北海道。我々が生活している北海道で人口減少が始まったのは、いつからだと思

いますか？１９９７年くらいからです。だから実は人口減少が始まってから１７年１８年

経ちました。なのに、今なぜ急にこの人口減少という問題が提起されてきたのか。

これはですね、実は人口減少という問題を抱えてくれているのは大変大事な事だという

風に思います。人口減少と言うのは、徐々に徐々に進んでいく流れです。確実にやってく

る。でもそれが、いつ、将来の遠い話だというふうに先送りにされてきたテーマ。それが

現在、去年の夏ぐらいから急に大きな政府としての政策基本になってきている。そういう

意味でいうと、人口減少、人口が減る事が良くないことなのかどうかと。そこから、基本

的に取り直していく必要が私は、あるじゃないかなと思います。

人が減るという事が良くない事なのかどうか。考えてみると私は今、年齢６６歳です。

今、６６歳で北海道の人口が今、５５０万ですね。５７０万からどんどん減りだして、さ

あ大変だと、いうのですけれども。私が生まれた時も、１９４８年の北海道の人口って３

９０万人です。じゃあ、その時の時代って本当に不幸か不幸せな時代なのかというと決し

てそうではない。だから、人が減るという事と、幸せという事は、改めてどういうこう意

味合いで考えていけばいいのか。その視点が一つ私は大事になってくると思います。そう

いうふうに思うと、去年から特に地方に対して人口減少で指摘されていることが、例えば、

日本創生会議で出した地方の消滅という、推計によると全国で９００近い市町村が将来消

滅していく。北海道だとなんと８割近い市町村が消滅する可能性がある、とメッセージが

あるのですよね。やりようによって、可能性というものは減らしていくとそういう取り組

みをしているなというメッセージがあるのですけども、あまりにも消滅というその言葉で

地方が先行きの見通しを持ち得なくなってきている。その意識の方が私は怖いのです。怖

いのは、先程、町長の話しにあったのですが、限界集落とか消滅とか、そういう中で将来

の夢をだんだん持てなくなるような、どうすればいいのかな、という意識が萎縮していく

と、経済の活動においても、「あっ、こういう事態であればこういう投資を控えよう。」と

か、「ちょっとやっぱり消費するのも怖いから貯蓄していこう。」と。だんだんだんだん活

力が萎えていく萎縮していく、その事によってそれが負の連鎖を生んでいく。実は一番怖

いのは、そういう気持ちの委縮、それによって経済活動が縮小していく。こういう負の連

鎖が生まれてくる。そういうこう状況が一番怖い。だから人口減少が怖いというよりは、

人口減少というそういう言葉によってもたらされる色んな動きの中で、自分達の気持ちが

委縮していく事の怖さ。これが人口減少というもので、やはり懸念される。私は避けなけ

ればならない状況だと思います。では、地域というのは何を目指していけばいいのか。実



は、これまでその地域の目標と言えば、人口の増というのが結構大きな目標でした。例え

ば、美幌のこれまでの総合計画とか、これは、どの自治体もそうですよね。今、一万人の

人口、これが将来一万二千になるよ、一万三千になるよ、みんな頑張っていこうと。実は、

人口が増えるという事がいつの間にか地域の大きな目標としてどんどん定着してきた訳で

す。ところがよくよく考えてみると、人口を増やすという事が目標なのでしょうか。本当

はそうではないのです。 私も１９７０年代から国の色んなこう総合計画とか総合計画作り

をしてきましたけど、強い日本を作る、強い北海道を作る、そうするとそこに産業がしっ

かり張り付く、そこに魅力のある地域を作れば、多くの人が来る。その結果、その地域に

人口が増える。その結果の数字を計画の目標として掲げる。それが随分続いてきたわけで

す。そうすると、その人口を目標にずっとその間、日本の人口っていうのは、どんどん増

えてきたわけです。放っておいても増えた時代だから、人口を目標にするとかなり達成さ

れる。目標までいかなくてもある程度の上昇が見込めるという。そんな時代が長く続いて

いくとどうでしょうか。人口を増やすという事が、色んな政策の目標になってしまったの

です。そういう時代が何十年も続いてきて、しばらくしてよく見ると人口減少は始まって

いるのだけども、「あっ、ひょっとしたらこういう形で人口がどんどん減ってきたら、先行

きの目標ってなんだろう。」と、いうその不安。実は、その不安感っていうのが実は一番怖

い。で、まずは本来、地域が目指す事はなんなのかという、そこからしっかり考えていく

という事が私は大事だというふうに思います。地域にとっての目標って何でしょうかね。

人生にとっての目標ってなんでしょうか。やっぱり幸せに暮らしたい。その幸せって気持

ちですよね。一緒にサッカーを見て、満足感をもって、しかも将来に夢が持てると。地域

にとってもそういう事だと思います。だから、美幌の町の人口がたくさんになるという事

はみんなの幸せか。一番の幸せっていうのは一人一人がしっかり豊かになる生活をして、

次の子供たち孫の世代にも将来の夢を伝えていけるような、それも地域作り。

そうすると、本当の地域が目指すべき目標というのは、なにかと考えていくと、例えば

ですね、この美幌という町にずっと住み続けたい。そういう方がたくさん居れば、それは

凄く大事な事ですよね。仮に、人口が減ったとしてもみんなが満足感を持って、将来に夢

を持たせる。この町で過ごせたらそれは素晴らしい町じゃないですか。今回、この美幌に

来るにあたって総合計画で色んな作業をされている皆さん方にアンケートをした結果って

いうのを見せて頂きました。来るまでずっと見ていたのですけれども、そこでやっぱり大

事な一つの指標として定住地というのがあります。この美幌という町にずっと住み続けた

いですかと。この意識を深く持つことが大事な事です。その結果、この美幌町をみると７

２．４％の方が、ずっと美幌に住み続けたいとこういう数字が出ました。私はこの数字を

見て驚きました。なぜ、驚いたと思いますか。高いです。ちなみにですね、北海道庁とい

うのは、戦後一貫して北海道民意識調査っていうのをやっています。従って、この街に住

み続けたいという意識調査をずっと戦後北海道で一貫して捉えているのです。現在ですね、

北海道の全体図、北海道全体の定住意識の調査、一番近い北海道全体の調査にかかると、



７０％です。厳密にいくと７０．９％。でもですね、その中には札幌辺り、そういう所も

あります。札幌辺りの定住意識調査というのはかなり高いです。札幌都心でいうと８２．

５％。問題は地方です。地方の中で、実は、都市部はそう低くはないですが、それでも   

１０万人以上の都市で平均６８％。１０万以下でしかも美幌のような町村区になると住み

続けたいというその意識の調査になりますと、平均すると６１％くらいです。というふう

に見ていくと美幌の街って住み続けたいという意識の方達が非常に多い。しかも、もっと

大事な事が、この意識の調査の結果って、地域によってバラバラになるのです。

私は、３年前まで釧路に居ましたけど、北海道全体の中で意外に低いのが釧路、根室で

す。私はずっと釧路、根室でこういう議論、皆さんと意見交換する時、やっぱり自分達の

地域を愛さなければ地域の将来はないよと、そういう議論をしていました。でもこの場所

っていうのは実はそういう地域に対する愛着というか、そういう力が随分強い街だなと思

いました。実は、そういう街をしっかり生き長らえて生きる。しかもその意識を更に高め

ていくという、それだけでも凄く大きな目標じゃないですか。というような、議論もあっ

てもいいのでは思います。

ただ、住み続けていく為には何が大事か。そこでやっぱり働く場、そこで所得を得る場

がなければならないですよね。やはり地域にとって人口が増えるというよりは、その人々

の生活、活動を支える雇用、それを支える産業、それをしっかり安定したものを作り出し

ていくという。これはで非常に大事な事です。当たり前の事ですけど、改めてその為に地

域として何が出来るかという、そういう視点で考えていくという事が、実は、人口減少と

いうこの問題と向き合っていく中で、非常に大事な事じゃないかなと感じている訳ですか

ら最初にその話をさせて頂きました。

とは言っても、人口減少ってハッピーな事態では決してありません。大変です。じゃあ、

そういう人口減少でさえどうやってこの美幌の街が、地方が生き抜いていけばいいのか。

今、申し上げましたよね。やっぱり満足感を持って、充足感を持って、この地で生活して

いく為の基盤、働くのは産業というものをしっかり作りあげていかなくちゃならない。そ

ういう意味では、人口減少時代において地方における経済戦略という、これが非常に大事

なテーマになってきます。

で、その考え方を次にお話をしたいと思います。人口減少の一番マイナス面、怖い面は

ですね、こういう事です。人が減るとどういう事が起きますか。人が減ると、域内におけ

る経済力っていうのが確実に低下していくわけです。経済の力っていうと、大きく二つの

ことがあります。消費と投資です。これは経済学でいうと需要と言います。この需要が小

さくなるのです。でも、その需要っていうのは、問い詰めていくと皆さん方が日々の生活

の中でお金を使う消費、それから企業活動の中で工場を作ったり、新しい設備投資をした

り投資、お金の流れは、どんどん人口が減少していくと小さくなっていく。それをなんと

かこう食い止めていくという。これが実は、経済戦略として非常にこう大事です。放って

おくと一番怖いのは意識の面で申し上げましたけど、消費と投資がどんどん小さくなって



いくと全体に経済の活力が萎えていく。そうすると、お金を使う意欲も、「ちょっと怖いな。」

と、控えて貯金に回そうとか、あるいは企業活動でも、「こういう投資をしたら将来、世の

中経済社会が弱くなるからちょっと控えておこうかな。」という。実は、そういう気持ちが

出て来ると、どんどん連鎖していく訳です。それによって地域の経済が衰退していくとい

う。このことが一番怖いことです。

じゃあ、それを避ける為にどうすればいいのか。それをちょっと一緒に考えていきたい

と思います。地域におけるその消費とか投資という需要。これを、高めていくという事を

真剣に向き合っていくという事が必要です。これは基本的になると簡単です。どういうや

り方があるのか。二つあります。一つは、外からしっかりその消費と投資に変わるお金を

稼いでくる。例えばですね、美幌は農産物がありますね。今までいい値段で出していた物

に付加価値を付けて一千万で売る。そうすると多くお金が入ってくる。これはわかりやす

いですね。もっと大きな選択があります。それは観光です。観光っていうのは、外から観

光客がお金を持ってこの地域に来てそこで消費をしてくれる訳です。これは需要を稼ぐと

いう。そういう当たり前だけれども、外から稼ぐという視点をしっかり考えていく。これ

が一つ目。

もう一つ。もう一つは自分達の努力で地域の中における消費とか投資の力を高めていく

という、これが出来るのです。これは域内の消費を高めていくという視点です。これは、

少し経済理論的には大変難しい話になるのですが、なるべくわかりやすくお話をしようと

いう事で、今日ちょっと図を用意しました。レジュメの後ろに付いている図１。これを見

て下さい。

これはですね、北海道産業連関表という数学でいう行列表のマトリクスを使った分析と

いう事で、それだけ話すと大変難しいので、私が非常にわかりやすく図で解説したもので

す。これは、左の方の二つをまず見て下さい。これは北海道の経済構造をわかりやすく図

で示したものです。一番左、これは今、申し上げた北海道の需要。これ北海道の全体の経

済構造を示しているのですが、皆さん方が消費をしたり、投資をしたり、そういう域内需

要です。左から二番目の所に黄色であるのが北海道内の生産。もちろん、北海道で生産さ

れた物でも、美幌で生産された農産物でも、外に移出したり輸出したりする物もあります

ね。それから左の下の方にあります。これ皆さん方が消費したり投資したり、使う需要の

部分を外から輸入したり、輸入したりするものもありますね。それを右の上の方に書いて

います。今、注目してほしいのは、皆さん方が北海道内で需要する内、北海道内の生産さ

れる、この部分の割合がどうだろうかという事です。だからAの内に見るBの部分、これ
がどれ位の割合なのかっていうのをちょっと見て頂きたいと思います。これは、経済のう

ちのものサービスの自給率です。北海道の自給率です。これを計算すると、７６％。これ

はちょっと少し前の数字ですけども、こういう数字になりました。では、これから考えて

頂きたいのは、この７６という数字の意味です。丁度、１０年前、同じような連関表で分

析すると北海道の自給率というのは７９％でした。３％、１０年間で落ちてきています。



皆さん、感覚的にはそんなもんじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、実は、

これは大変な事です。というのはこういう事で、産業というのはどういう方向に向かって

いますか。これは皆さん、中学校でも習いますが、一次産業から二次産業、二次産業から

三次産業。産業構造って高度化していくのです。そうすると、この美幌もそうですけど、

サービス産業。サービス産業の割合が高くなる。でも、サービス産業っていうのは、サー

ビス部門のやり取りで自給率がほとんど１００％に近いです。例えば、私も散髪屋さんに

行く事がありますけども、それは私、今、札幌に住んでいますから、すぐ近くの散髪屋さ

んに行きます。これは、自給率１００％ですね。飛行機乗ってまさか東京の銀座まで散髪

になんか行きません。そういう意味で、どんどん産業の構造が三次産業化していけば、サ

ービスを含めた自給率っていうのは高くなっていくのが普通ですけども、北海道は下がっ

てきている。これはですね、実は、地域の中で生産された物を使う割合が減ってきている

という事なのです。この問題は、今、実証する為に身近な試算をしました。これは、給料

経済モデルを使った懐かしい計算を使い私がしたものなのですが、要は、１０年前の受給

率７９％、３％を戻すと、真ん中の数字で見て頂けたらわかるのですけど、北海道のGDP
は７，６００億上昇する。雇用でいくと右側の方、一番右手で推計していますが６万人の

雇用が増える。こういう結果になるのです。ちょっとわかりやすくお話をしますと、この

作業をしている時にある出来事に私は驚きました。北海道の水産加工業、盛んですよね。

それで北海道の水産加工業者が北海道で水揚げされた魚をどれ位使っているか。その割合

は皆さんどれ位だと思いますか。その時、見て驚いたのですけども、これ７６っていう数

字が低いので、ちょっと色々調べてみたら、なんと３７．５％です。だから、意外に外か

ら持ってきているのです。実はですね、ここからが話なのですけど、その水産加工業とい

う企業経営者にとってみれば、自分の水産加工製品を作る原材料に、例えば一千万、その

原材料費とした場合、北海道の中から持ってこようが、北海道の外の地方から持ってこよ

うが、企業経営上は一緒です。企業経済的には。ただ、北海道全体の経済からいうとどう

でしょうか。もし、北海道の水揚げされた魚を原材料にしたかったとすると、一千万支払

ったお金は北海道の中の漁業者に回るわけです。そうするとその漁業者の奥様が北海道で

買い物をしたり、あるいは自分の漁業生産施設の設備を老朽化してきたら新しい投資をし

たりする。ここからお金が回るわけです。

実は、経済の力っていうのは付加価値なのです。付加価値っていうのは所得なのです。

そういうふうにお金が回る事によって、北海道のGDP、経済力が上がっていく。でも、原
材料を外から買うと、その瞬間、一千万が外に漏れてしまう。経済の力が弱くなっていく。

実は、こういう単純な考え方が、これからの地域の経済にとって凄く大事な事です。これ

が成長している時はそんな事は考えなくても良かったわけです。全部成長していたから。

でも、人口減少というのはどんどん経済を縮小していく時代。やはり地域の皆さん方の経

済活動、産業など地域の経済力に差が生まれていく。北海道そうでしょう。７９％。１０

年前の経済構造では、GDPだけで７，６００億、上昇する事が出来る。この図の意味は、



外から公共事業を持ってこなくても、外から工場を持ってこなくても、自分達の、皆さん

方の力で、地域の経済の力を高めていく事が出来るという事。いかに外に漏れているか。

この部分を地域の中でしっかり域内需要として高めていく。そういう視点で、これから取

り組んでいけば、美幌の経済力が高くなる。高くなるとどうですか。そこで雇用が生まれ

る。産業が生まれる。安心した生活が自分達の力で出来る。その為に何が必要か。これは

やはり、自分達の地域の中で消費するものって、自分達で生産された物まではそれを積極

的に考慮する。もっと厳しく言えば、自分達が買いたい物が地域の中にあれば、それを生

産出来るような、企業をさらっていく。そういう考え方、視点がこれからの地域の経済に

とって大事だという事。それを理解して頂く為に、難しいですが３、４年間の図面を説明

したわけです。

もう一つ、これは外からの需要創出という事で、観光というもの、先程お話しましたね。

これは特に北海道にとっては非常に大事な選択です。外から観光者が北海道という所に来

て、お金を落としてくれる。その消費されたお金を地域の産業が受け止めて、そこで雇用

を生み出していくという。これは、これからの北海道にとって非常に大事な選択です。北

海道の人口が減少します。でも、中国、東南アジアなどを見れば、観光で消費をした人達

がどんどん増えているわけです。それを上手く取り込んでいけば、自動車産業で事故車を

売って、その販売したお金で稼ぐのと同じような産業を北海道で育てる事が出来るわけで

す。これは北海道に来る為の自動車工場をこれから持ってくる。これはなかなか難しい。

そういう企業をさらっていくのはなかなか難しいです。観光という分野が今、北海道では

どうでしょうか。アジアの地域であれば、ヨーロッパと比較しても遜色ない最高級の観光

地ですよね。そうであれば、そういう意味で観光を産業として捉えれば、世界で一級品の

観光産業っていうのをこの北海道の東北海道で展開していくという事も夢ではない。そう

いう視点で、観光というものを考えていく必要があるのではないかな。

実はこれは、私が釧路公立大学時代に経験した事なのですが、私が釧路公立大学に赴任

したのが、１９９９年。その時に、釧路の地域っていうのは、石炭ももう閉鎖、水産も駄

目、環境も不安定。それに変わる産業は何だろうという事で観光理論っていうのを随分使

ったのです。観光というものに対する期待は非常に多かったのですが、観光の理論って、

ほとんどが集客、観光の一辺倒でしかないのです。データ的にも。どれだけの人が釧路に

来てくれるか。どれだけの人が美幌に来てくれるか。それだけで議論が出来る。やはり観

光の理論っていうのは、今日のテーマです。外からしっかりお金を稼ぐという。その稼い

だお金で地域の産業振興に充てていくと、戦略的な視点がなければ駄目だという事で、私

は釧路の公立大学で、２０００年、２００１年に２カ年掛けて徹底的に、この地域、道東

地域の観光者の消費を全部洗い直しました。観光産業ってなんなのかを改めて分析してみ

たわけです。それまで議論はなかったわけですから。そうするとこの時期どうでしょうか

ね。観光産業というのは、実は、産業分類表の中にどこにもないです。観光産業というと、

観光事業者の集まりみたいなイメージで取り沙汰されていますけど、本当の観光産業とい



うのは、そういう事はない。という事で、観光消費がどういう産業に際立っているのか、

一年間掛けて調べた結果のデータというのが、その二枚目の下にある図の２という。これ

は、２０００年、２００１年のデータでちょっと古いですが、大体、道東地域という事で

すから、ちょっとご覧頂きたいと思います。産業別に見る観光消費の生産普及効果。観光

者が消費したお金がどういう産業に行き渡っているかというのをわかりやすく分析したも

のです。一番下が旅館・その他の宿泊所、ホテルなんかですね。これが一番多い。これは

大体わかりますよね、感覚的に。下から二番目、飲食店。これも大体感覚的にわかります

よね。ところがですね、三番目になってくると、商業。また変ですね。それから、これは

二次波及効果というのですけど、金融・保険・不動産。その釧路を含めた道東地域だって

事で、一次産業の漁業。それ以外を見てみると、農業もありますし、林業、電力・ガス、

輸送業、公共サービス。言わば、幅広い産業に観光者の消費というのが行き渡っている。

実はこれが観光産業なのです。

従って、観光政策というのは、地域の産業がみんなで一緒に取り組んでいくという、そ

の意識を持つ事が実は大事だということです。こういう結果によってやはり観光政策って

いうものを考えていかないと駄目だよ、とそういう意味合いで、こういうメッセージを出

したわけです。例えば、今の観光者の消費形態見てみると、例えばコンビニ。コンビニで

の消費って結構多いです。皆さん方もそうじゃないでしょうか。旅に出た時、まあ、あの

初めて行った所であれば、その土地の珍しいものを食べるでしょうけど、その間の動きの

時は手軽にコンビニで買い物をしたりする。でも、これは地域の経済から見ると外から来

た観光者の消費によって商業という産業が発展していく。そうであれば、例えば、美幌の

コンビニに観光客が入って、「ここはなかなか良い所ですね。」と。是非、ここで宿泊して、

ここで滞在したいのだけど、良い所はないでしょうか。と言うような質問をそのコンビニ

で観光客がした場合、美幌のコンビニの方はどれ位でしょうかね。「あっ、それであれば、

いわゆるホテルではないけど、こういう所があるから是非、泊まって下さい。」という返事

をするか、「いや、私はアルバイトだからそれはわかりません。」というか。この差なので

す。

これは広い動き、まあ総合計画の理論ですけれども、実はそういう意識を持ってどうい

う産業をやってこれから繋げていくのかという、この議論が地域の中にあるかないかとい

うのが実は、これから大事な大きな構成になってくる。今、これコンビニの話をしました

けれども、ガソリンスタンドもそうです。道東というのは圧倒的にレンタカーの量が多い

わけです。そうするとガソリンスタンドでガソリンを入れると、観光客からそういう対応

を求められた時に、どういう対応をするのか。要はそういう議論をしっかり積み上げてい

くという事が、実は大事だというふうに思います。

そういう意味で、美幌というのを改めて考えてみると、私、釧路の時代に美幌にはよく

来た事があります。来た事があるのですけども、あんまり滞在はしていない。要は、道路

を使っていると必ずここを通過する。だから、美幌は外からの観光消費を受ける戦略とし



ての可能性っていうのは非常に高い。でも、現実にどれだけこの地域で消費がもたらされ

ているのか。そんなに多くはないのかもわかりませんね。何故かっていうと、観光の消費

の最大のポイントは泊まる事と、食べる事です。やはり宿泊という機能をどういう形で地

域に機能として持たせるかというのが観光戦略としては大事な所です。これはなかなか難

しいです。難しいですから、そういう思案を持って取り組んでいく事が大事ですね。

私は観光の理論、観光の政策に長く関わっていますけど、よく事例に出す話で、北海道

の場合だと非常に参考になるのが、アメリカには国立公園が結構ありますね。アメリカの

イエローストーンというのは、世界で初めての国立公園です。大変魅力的な本当に、そこ

に行くと動物と触れ合えるし素晴らしい。国立公園というしかもお墨付きがあります。   

少し話題が変わりますが、アメリカが戦後発明した物、その中で色々凄い発明がありま

すが、最大のビジネスモデルが国立公園だという言い方があります。要は、何にもない所

に国立公園というお墨付きを充てられたわけで、多くの人がわっと押し寄せる訳です。そ

れを模倣したのが世界遺産です。ユネスコ。世界遺産というお墨付きが与えられただけで、

「あっ、素晴らしな。」と。富士山もそうですよね。それまではただの富士山だったのが、

世界遺産に登録された。まあそれは悪い事ではない。そういう戦略はもの凄く大事で、そ

ういう時になんでイエローストーンの話をしたかというと、イエローストーンという素晴

らしい自然のある地域。あの地域の中にお金は一銭も捨てないです。世界中からイエロー

ストーンに来た観光者。どこにお金を落としていくか。周辺部にある都市部、そこにお金

を落としていくわけです。だから、観光戦略というのは、都市戦略なのです。

というふうに考えていくと、私は常々、美幌の街っていうのは知床がありますね。阿寒

国立公園。また阿寒、摩周、釧路湿原。素晴らしいゾーンが周りにあって、あそこでは消

費は出来ないです。私は知床が世界遺産になった時に、その釧路に居た時にかなり調査し

たのですが、知床に日本中、世界中から来た人達がどこに泊まりたいですかという意識調

査をしました。そしたら、知床に行きたいという強い思いの人達は居ますが、知床に泊ま

りたいという人はそういません。泊まりたい場所は快適なホテルがある、温泉があり美味

しい物が食べられる。

実は、道東にある素晴らしい観光資源を観光消費という形で取り込めるような都市なの

です。その時、あの知床の調査で一番希望が高かった宿泊地っていうのは全部都市です。

網走、釧路なんかも入っていました。残念ながら美幌は宿泊機能が弱い。やはり上位には

いかなかった。でも、そういうこうポテンシャルを持っている。まぁ、何を申し上げたい

かというと、これから人口減少化で外から稼ぐという、域外の需要をいかに取り込むかと

いう中で、１０年、２０年、３０年。皆さん方やはり次の世代にこの街をどう繋いでいく

かという時に、これからの時代、日本は人口減少する。周りの国々はどんどん人口が増え

る、観光需要が増える。今もそうですね。北海道には凄くいっぱいあると。札幌の雪まつ

りでもアジアの国の人達がいっぱい。彼らがもたらす消費というものをいかに北海道で戦

略的に受け止めていけるか大事な、良い、悪いではなく、向き合っていかなくちゃならな



い大事な事だと思います。

さて、地域経済戦略という事でまた少しお話をしました。その中で、地方自治体の役割、

これはやはり、これまで地方自治体の役割っていうのは、福祉であり教育であり、色んな

住民に身近な行政サービスを提供していく。これも非常に大事です。大事なのですが、や

はり今、申し上げました産業、雇用というものをいかにこう増やしていくかという、その

基本的な政策の姿勢、方向性、これをしっかりと示していくという事、これが非常に大事

なテーマじゃないかなと思います。

私は、羅針盤の役割っていうのが、これからの地方自治体の役割としてあるのではない

かと。まあ更に広域連携というのもこれから非常に大事です。全ての課題が今、申し上げ

た観光なんか美幌の街だけで完結出来るものではありません。そこはしたたかに、しっか

りと連携していくと、手を握っていくと、そういうこう視点も大事だと思います。まあ、

雇用政策も大事ですね。ちょっと時間はないですが申し上げれば、日本の場合の雇用政策

っていうのは、ほとんどの場合ハローワークです。でも、日本のハローワークっていうの

は、実はそこで働いているのは国家公務員です。でも、雇用というものはですね、本当に

仕事をしたい人と、こういう人が欲しいなという求人間で非常にキメの細かいマッチング

なのです。そのマッチングをする為に、地域にかなり精通しているそういう人が主体で関

わらなければならない。国家公務員のハローワークが、やっぱり雇用政策を見られるとい

う事は先進国ではほとんどないと思います。であれば、これから自治体っていうのは、地

域の中で、私は歳を取っても働きたい、私は、あの家庭の中に居たけど、これくらいの時

間であれば働ける。そういう方達をしっかりと新たに出て来る産業というもので上手く繋

げていくというような役割を自治体の役割として大事なんじゃないかなと、こう個人的な

思いはあります。

その中で実は、先程申し上げました羅針盤の役割、非常に大事な意味合いを持つのが総

合計画です。総合計画の意味というのを少し次でお話をしたいと思います。私は、長い間、

霞が関という行政の現場でその総合計画というものに関わってきました。その中で、その

総合計画の役割って色んな意味合いがあります。一つは、やはり将来の確立。どういう方

向を目指して行けばいいのかっていう。ただですね、もう一つ大事なのは、日本の社会と

いうのは色んな意味で縦割りです。霞が関に行くと各省庁がありますね。経済産業省があ

り、国土交通省があり、厚生労働省がある。その中にまた局がある。私もそこで仕事をし

ていましたけど、それぞれの部門で目的を持ってやっている。総合計画っていうのは、そ

の縦で個別にやられているものを例えば、美幌町にとって何が大事か、何を目指して行く

べきかという総合的な長期的な目標に沿って、その縦の部門というのを個別に調整してい

くっていう、これが総合計画で非常に大事な役目なのです。これは日々の仕事の中ではな

かなか出来ません。自治体の市町村の役場だって国の縦割りの系列の中で仕事をせざるを

得ないから宿命的なものがあります。それを、総合計画という計画作業の中で全体の為に

何がいいのか。そこでも、縦の部門のバランス付け、重み付けというのをしていかなくて



はならない。これは大変痛みを伴うものです。だから、長期的な目標というものをしっか

り探るという作業と同時に、それを達成していく為に個別にある機能別の縦割り構造をい

かに横割りとして調整していくかという。そういう普段の美幌町の行政の方、あるいはそ

れ以外の行政の方でも日々の仕事の中で痛感しておられるわけですね。でも、それを越え

て、総合計画という場面では、それをより調整をしっかり効かせた中で、それぞれの縦の

問題っていうものを横で調整していくという視点、それが大事だと思います。

そういう意味で、その総合計画っていうものを本当に政策として意味のあるものにして

いく為には、非常に大事なのは、説得力のある、「あっ、なるほど。美幌であればこういう

所を目指していくのだな。」という、そういう計画作りっていうのは非常に大事です。その

為に何が一体あるかというと、私がさっき説明したような科学的な分析です。こういう状

況で今こういう所が弱いから、そこをしっかり克服しないと駄目だよ、美幌であればこう

いう所が強いから、例えば、北海道の経済構造的には域内で回す循環力が弱いから、それ

も手懸けていこうと。

観光であれば、今、一部の観光事業者でやっているけども、実は、色んな人達が観光消

費の恩恵を受けているのだと。従って、みんなで観光の政策に取り組んでいくのだ、新し

い街作りをしていこうとか、実は説得力のある要因、分析、地域分析、データ分析ってい

うものをその為には色んな情報を集めて、科学的に検証して分析していくという、凄く地

道な営みが必要です。

そういう意味では、北海道というのはある意味で総合計画を作る大きな伝統を持ってい

る地域なのです。その話を少しさせて頂きたいと思います。私は、地域の開発政策という

ものを専門にしています。そういう中で私は北海道で今、活動をしていて、私も色んなア

フリカや中央アジアが中心ですけれども、海外の貧しい国々、あるいは地域の地域作りな

どをお手伝いしているのですけども、そういう所で活動していると、北海道から来た、北

海道で活動している、そういう方々から見ると北海道のイメージ。これは、自然が美しい

とか雪まつりとか、そういうイメージはありません。これだけの北海道という地域開発の

伝統です。北海道というのは明治の近代国家を担って、最初の初期の頃って大体人口５万

人位でした。それが、大体１００年経たずにして人口５００万。しかもその経済規模とは

ヨーロッパのデンマークとか、スイスとかまあそういう中堅国並の経済力を持つのだと。

１００年間で、これだけのヨーロッパの中堅国並の地域作りをした例っていうのは、先進

国でありません。奇跡の地域開発っていうふうに言われています。そういう素晴らしい北

海道の経験っていうのを是非、我々学びたい。という声があるのです。

意外に、この北海道の伝統っていうのは、北海道の方があまりこう意識されてないって

いうのが少し残念ですけども、それはもう、外に出ると、そういう特に私なんかは専門の

立場でそういう目で北海道は見られます。その時に出て来る質問が必ずあります。なぜ、

北海道はたかだか１００年間でこれだけの近代国家、札幌の１９０万都市、世界中から来

ますよね。その時に、そういうこう目で見られているわけです。その理由って何なのです



かと。その理由って皆さん答えられますか。

実は、これは政策なのです。戦前、戦後、北海道の開拓、開発。これはですね、他の地

域にはない開拓使、戦前の北海道庁、これはですね、旧内務省の国の特別な機関です。し

かも特別の財政調整システムがあって、尚且つ、これが一番大事なのですけども北海道で

明治の開拓以来、常に長期の総合計画１０年から２０年、未だに続いています。１４０年

以上、常に長期の総合計画によって国の政策が進められてきたと。この伝統ある国なので

す。そういう意味では北海道という地域の伝統は、長期の総合計画によって進められてき

た、そういう伝統がある。でも、その総合計画を支えてきたのは、色んな意味での分析力

なのです。さっき私が図でお示しをしました産業年間表。これを地域で初めて作ったのは

北海道です。

北海道では、マネーブローとか資本形勢とか、他の地域にはない、独自の地域を分析す

る力がそういう伝統があった。それがその総合計画を支えるという事です。ただ、残念な

がら、もうここ１０年位そういう分析力というのが北海道は、どんどん弱くなってきてい

ます。今、私が申し上げたような考え方、伝統っていうのがだんだん引き継がれなくなっ

てきた。

実は、改めて今、美幌の街で総合計画を議論した、きちんとした科学的な分析力によっ

て長期的な見通し。それによって、個々ばらばらの個別の意見というのをきっちり総合調

整しながら進めていく伝統のある地域なのだと。そういう事を是非、理解して頂きたいと

いう事でお話を致しました。

さて、最後にこの総合計画、今、皆さん方「みらいまちづくり会議」という事で、いわ

ゆる町民の皆さんと一緒に手作りで計画作りをしておられるという事で、市民と共に作る

計画というお話をしたいと思います。

私自身も、総合計画に長く関わっていまして、この市民参加というもの、これは非常に

大事な、ただ、最も難しいやり取りだと思っています。ただ、それに挑戦しておられると

いう事で、あえて申し上げますが、意外に市民参加というのは形だけのものが多いです。

パブリックコメントを取って政策作りをやりました、とは言っても、それはホームページ

にこれだけのものを出して、何ヶ月か出して意見があればください、要は、免罪符的な、

そういうこう位置付けのものが多い中で本当に市民の声、それをしっかり受け入れる、そ

して、その政策作りをしていくという、これが実は地域政策の中で非常に大事だし、何故

大事かというと、それによって政策が強くなるからです。

私は、市民参加というのをパブリックインボルメントという言葉で言っています。イン

ボルメントとは、巻き込むという、こういう訳をすると良くないのですが、一緒になって

そのパブリックというものを形成していこうという事です。

私が経験した中で、アメリカのカルフォルニアのある場所に空港を作るという。今、空

港建設ってなかなか反対が多くて結構大変な事なのですけれども、その時の、ある街の空

港建設に、仮にですが空港建設費５０億とすると、その市民参加、パブリックインボルメ



ントに５億円使った。これぐらい、かなりの重み、重きをおいて市民参加で空港建設。ど

こにどういう形で場所を置く。そうすると、当初は、そんなお金を掛けて、何で市民の意

見を聞くのだ、というふうに議論になったのですが結果的に、出来た空港というのは、そ

の地域の人達みんなが、この空港は私達が作ったのだっていう。結果的に、その空港は、

非常に長く安定的な、長期で見ると一番安上がりな空港建設が出来たという。実はパブリ

ックインボルメントとはこういう事なのです。その中で、これは私の経験ですけれども、

いくつか大事な要素があります。それをちょっとお話したいと思います。

まず、市民参加といっても、形だけが多い中でまず大事な事は、内容の明確化。とりあ

えず総合計画であれば、美幌町が総合計画という計画作りをしたいという内容をわかりや

すく、皆さん方に発信していく。形だけのものであってはならないという事です。それか

ら、意志決定過程の組み込み、という堅い言葉で書いていますけれども、これはよくある

ガス抜きです。どういう事かというと、これは市民の声を聞いて作りましたと。そうなっ

てくると、本当に市民の皆さんが町民の皆さんが意見を出しやすいような機会になってい

るかという事です。そこを改めて、見つめ直していくという事が大事だという事です。

それから、三番目は、対象者別に照準を当ててやりなさいという事です。これは、なか

なか言い辛いのですが、町民といっても皆さん一様ではないです。関心の高い人も居れば、

声の大きい人も居る。だから、やはり行政は町民に行き渡るのがなかなか難しくて、大事

な事は、関心は高いけれども、なかなか声を出せないでいる人。そういう人達をしっかり

この政策作りに引き込んで行く事。この部分が非常に大事な事だと思います。声の大きい

人に惑わされる事なく、関心の高い人をいかに引き込むか。それが、わかりやすい何をや

りたいかという政策のメッセージで凄く大事だと思います。そういう取り組みっていうの

が実は、パブリックインボルメントの中で大事だという事が決定の各段階への関与と難し

く書いていますけど、要は継続性です。一回限りのその市民、町民参加ではなくて、各色

んな制作過程において、以前こういう事を聞きましたけども、今、こういう状況になりま

した。これについてまた聞かせて下さい、というような継続性を持つという事。だから、

関心のレベルに応じた参加機会という事で、私はこの政策をする時に、こういうアンケー

ト調査をやって作りました。というのは、一つの免罪符です。アンケートもやるし、ヒア

リングもやるし、場合によっては、ワークショップも追加されていくという。そういう手

間の掛かるプロセスが実は大事。その中では、政策決定の実感っていうものを町民の皆さ

んに持ってもらう。最後に言わせてほしいのが、この総合計画は俺が作ったのだという人

が、たくさん美幌町の中に出て来る。そういう手続きが必要だという事です。

最後に一点。もし、行政の方がおられるとわかると思いますが、意外に総合計画を作成

する部署だけで走りがちです。でも、意外に最大の敵は内部に居るものです。計画は作っ

たけれども、俺こんなもの知らないよと言うなど、内部の調整もしっかり持ちながらやっ

ていく。少し辛口な話をしましたけども、こういうしっかりとした町民参加というプロセ

スを経て、それで出来た計画というのは、大変強い計画になるのではないかなという事。



これは、私自身のささやかな経験の中から感じております。私、昨年、一昨年の秋にその

地方枠である本を出しました。たいしたものではないのですが。今日、お話をした事が書

いてあるわけです。今、地方創世の流れの中で、改めて、私の出した本に対して関心が持

たれてきまして、その中で、やはりその地方が輝く。地方が輝くというのは一人では絶対

に無理です。やはりみんなが手を繋ぐ。横で連携をしながら、まちづくりを考えていくと

いう、その機運があるだけで非常に大きな事なのではないかなと。

先ほど、「みらいまちづくり会議」の中でこれが方向という事で、人がつながる、未来が

つながるというメッセージをお聞きしました。やはり、最初の人がつながるという事、な

かなかつながり方というのは難しいと思いますが、是非、その精神で取り組んで頂ければ

という思いを最後にお話致しまして、一応私に与えられた時間、少し過ぎました。大変嬉

しい気持ちです。ありがとうございました。

司会・那須主幹）

小磯先生、大変どうもありがとうございました。

ご講演をお聞きいたしまして、前段、人口増は目標ではなくて結果であると。ずっと、

住み続けたいと思われるような、そんなまちづくりが今、大切だというような事を仰って

おられました。

また、総合計画に対しまして、市民参加というようなお話がございましたけども、形式

だけの参加ではなく、という事で仰っておりましたが、まさに今、現在、美幌町では

『びほろ』みらいまちづくり会議、こちらが策定母体となって進めておりますが、まさに、

今、今後基本計画の議論に入っていきますが、形式だけではなく、実際の想いを取り入れ

ながら、これから計画を作りたいとそんなふうに考えております。今後は、せっかく、い

い総合計画を作ったあとに、それが絵に描いた餅とならないよう実行性のあるそんな計画

としていくために、行政としてもしっかりと取り組んでいきたいと決意を新たにしたとこ

ろでございます。

今後、基本計画の議論に入っていきますけども、そのうえで本日のご講演は非常に参考

となり、またいろいろなヒントを得ることができたのではないかなと思っております。小

磯先生大変どうもありがとうございました。

本来でありますと、ここで若干の質疑の時間を用意する予定でございましたけれども、

大変申し訳ございませんが、時間の関係で質疑については割愛させて頂きたいと思います

ので、ご理解頂きたいと思います。

それでは、これで講演を終了させて頂きます。最後、皆様の大きな拍手でお礼に代えた

いと思います。小磯先生、大変どうもありがとうございました。

パネルディスカッションに入る前に若干休憩を取らせて頂きたいと思います。



それでは、続いてパネルディスカッションを行います。

テーマを「未来の美幌はどんなまち。１１年後に見たい美幌の姿」と題しまして、パネ

リストには小磯先生の他、総合計画策定母体であります。「『びほろ』みらいまちづくり会

議」の委員より４名の方にご登壇頂いております。パネリストの皆さんを紹介して参りま

す。

まず、「『びほろ』みらいまちづくり会議」会長の菅野隆秋さんです。

続きまして、美幌町農業協同組合総合企画推進室長の城裕幸さんです。

美幌町青年活動団体B－LIVE代表の木村利昭さんです。
美幌町役場民生部保険福祉グループ健康推進担当保健師、砂原泉さんです。

そして、基調講演を頂きました、北海道大学公共政策大学院、小磯修二先生にも引き続

き参加頂きます。

コーディネートは第６期美幌町総合計画の策定支援をお願いしている、株式会社日本コ

ンサルタントグループの山口和也総括責任者が務めます。

それではよろしくお願い致します。

山口コーディネーター）

それでは、ただいまから、本日のまちづくりフォーラム第２部にあたりますパネルディ

スカッションに移っていきたいと思います。ただいま、司会の方から今、壇上に居る方々、

私を含めまして紹介頂きましたので、改めての紹介はここでは省略をさせて頂き、早速、

パネルディスカッションに入っていきたいと思いますが、今回の趣旨等につきましては冒

頭にもご案内がありました通り、現在、策定中の第６期の町の総合計画、これが平成２８

年度から３８年度までの、１１年間の経過期間という事になっておりまして、そのような

事もありまして、今回のパネルディスカッションのお題が「未来の美幌はどんなまち、１

１年後に見たい美幌の姿」なので、１１年後というのは新しい計画の計画期間を指してい

るという事ですけれども、このようなお題の中で議論を少し進めていきたいと思います。

本日は、小磯先生の他に、４名のパネリストの方にご参加を頂いておりまして、ただい

まもご紹介ありましたが、いずれも現在、町民が主体となった計画策定の母体であります、

まちづくり会議の４０名のメンバーの中から代表として、４名ご参加を頂いた所でありま

すが、この場をお借りしまして、ちょっと活動状況を私の主観を含めて、ご案内したいと

思いますが、４名の方がいらっしゃるとすぐにおわかり頂けると思いますが、この４０名

の会の委員の方々、今回は非常に年齢差の幅がという事が一つの特徴かと思います。２０

代から７０代までの方が、幅広い年代の方が、同じテーブルに立って、同じテーブルに着

いて、同じ目的の議論を進めていらっしゃるという事が一つの特徴かと思います。

また、これまでにない合計６回のまちづくり会議を開催しておりますけれども、もう一

つ私が驚きましたのが、大変出席状況が良好なのです。平均すると９０％以上の出席状況

という事を聞いておりまして、これは似たような形で、私も他の自治体でお手伝いする機



会もあるのですが、先程、小磯先生からは、定住の意識が非常に他の町に比べて高いとお

褒めの言葉がありましたが、今回のまちづくり会議の皆さんの出席状況、出席率の高さと

いうのもこれ私、非常に感心をしている所でございます。このようなまちづくり会議が今、

活発に行われておりまして、その今、検討の途中の段階になるわけですけれども、ただい

まの小磯先生の基調講演も参考にしながら、これまで討議を進めてこられた、まちづくり

会議のメンバーというお立場から、色々なお気付きの点など、ご意見を伺えればと考えて

いる所でございます。

この後は、まず、パネリストのまちづくり会議のメンバーの４名の方にそれぞれ、ちょ

っと時間も押しておりますので、５分以内という事でお願いしていますが、まず、お一人

ずつ、所属団体等の活動の概況をご報告頂くと共に、今後のまちづくりに対する、課題と

か抱負を５分以内という事で、一言ずつお願いをして参りたいと思います。その後に、小

磯先生からですね、アドバイスを頂きながら、最後には小磯先生の全体アドバイスを賜り

たいと、この様に考えておりますので、よろしくお願い致します。

それでは、早速になりますが、私に近い方からという順番でご指名をさせて頂きたいと

思いますが、先頭バッターといたしまして、菅野委員、まちづくり会議の方では会長の任

にあたれておられます他、町の保険・医療・福祉ネットワークの会長さんの方もやられて

いるという事でございますが、それでは、菅野さん４、５分程度でお話を伺えればと思い

ます。よろしくお願い致します。

菅野『びほろ』みらいまちづくり会議会長）

はい、わかりました。今、コーディネーターの方も仰いましたけれども、私は７０代の

委員でございますので、よろしくどうぞお願いしたいと思います。

この、総合計画、小磯先生の方から色々とお話がありましたので、重複は避けますけれ

ども、私の認識では、従来の地方自治法という法律の中で、策定についたと義務づけられ

ていましたけれども、２０１１年にこの自治法が改正をされまして、策定するかしないか

は、という事につきましては、各市町村に委ねられる事になりました。美幌町では、皆さ

んもすでにご承知かと思いますが、平成２３年に制定をされました美幌町自治基本条例に

おきまして、策定をするという事について、自ら義務付けをさせてもらった所でございま

す。

総合計画の策定にあたりましては、従来の行政主導というような形で、策定を行ってい

たわけですが、今、議論中のこの平成２８年度から平成３８年度までの、所謂、第６期の

美幌町総合計画の策定にあたりましては、町民主体で素案策定を行うというのは、美幌町

にとっては初めての試みでありますし、また、挑戦であると。戦いを挑む、挑戦であると

いう、位置付けが出来るのではないかと思います。

これも先程からありましたけれども、町民の皆さん４０名からなります、『びほろ』みら

いまちづくり会議を昨年の９月に発足、組織をして現在まで議論を進めている所でござい



ます。小磯先生の講演でも、言われておりました通りですね、本格的な人口減少社会を迎

える今、これに向き合わなければなりませんし、向き合ったうえでの総合計画策定という

事でなければならない。この様に思っている所でございます。

これは、私の希望、ご意見でありますけれども、町民主体による総合計画策定にあたり

ましては、毎年、開示されております町の財務情報など、私達、町民が自ら、町の現状や

実態を知る必要がある、この様に思います。そして、行政に対してはですね、積極的な情

報開示、そして共有。という事を是非、この取り組みを強めて頂きたい。この様にお願い

をしたい所でございます。

最後になりますが、今、ご紹介頂きました様に私自身、美幌町保健・医療・福祉ネット

ワーク推進委員会の代表を務めさせてもらっている所でございます。ご案内の通り、この

委員会は町民の皆さんの健康管理、そして予防。病気の診断治療、療養、社会復帰が総合

的に議論を行われまして、この美幌町、健康で安心して暮らせるまちづくり、長生きを楽

しめるまちづくりを推進する為に、具体的な取り組みや事業展開を計る事を目的にしてい

る委員会に、本当に私、その委員には相応しくないのですが、所属させて頂いているとい

う事でございます。ご静聴ありがとうございました。以上でございます。

山口コーディネーター）

どうもありがとうございました。それでは、引き続きまして、二番手という事で城さん、

お願い致します。

城美幌町農業協同組合総合企画推進室長）

はい。私、本日、人生初のパネラーという事で、司会の那須さんよりも緊張しておりま

すけれど、お聞き苦しい点もあるかと思いますけど、どうぞよろしくお願い致します。私

の後ろの方に当JAが所有します、施設の紹介等も流しますので、むしろそちらの方に集中
して頂いた方が、私としては非常に話ししやすいなと、思っておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。また、平素はですね、ご来場の皆様には当JAの金融事業や、スタ
ンド事業、こういったものをご利用頂いております事を、この場を借りて、お礼申し上げ

たいと思います。誠にありがとうございます。

では、始めに、冒頭に時間を頂きまして、昨今、新聞誌上等でJAの組織というのが、非
常に話題になっておりますけれども、もうちょっと掘り下げて、この美幌町農協、JA美幌
が、どういう組織なのかという所を前段お繋ぎしたいなというふうに思ってございます。

現在ですね、当JAでは、主に４つの事業が柱となってございます。一つ目は、販売事業
というものでございまして、これは農家の皆さんが生産されました農畜産物を全国の卸売

市場やスーパー等に送り届ける事業でございまして、JAの大きな柱となってございます。
尚、この事業にあたっては、昨年６月に地産地消を目的にオープン致しました野菜直売所、

いわゆるファーマーズマーケットですけども、こちらの運営もやってございます。



大きな二つ目は購買事業というものがございまして、これは、農家の皆さんが農畜産物

を生産する際に必要とする、資材を供給する事業でございまして、代表的な物では、肥料

ですとか、農薬ですとか、家畜飼料などございまして、多分、皆さんもよく見掛けている

と思いますけど、あの黄色い看板のホクレンスタンド、こちらの方も、実は農協の購買事

業の中でやってございます。尚ですね、この事業では昨年からですね、地元の農畜産物の

付加価値向上ですとか、それから農業のPRを目的に、開発しました、「美幌和牛ほろほろ
煮込みカレー」まあ、レトルトカレーですけれども、あとは、美幌小麦中太ちぢれ麺とい

う事で美幌産の小麦粉を使った麺ですけれども、こういった物の販売もやってございます。

尚、こちらのちぢれ麺の方はですね、国が進めております、６次産業化事業によって、開

発したラーメンという事になってございます。

次に、三つ目は金融事業でございます。これはまあ、コマーシャル等でもご存じの事と

存じますけれど、JAバンクとそれから JA共済から成り立ってございまして、ＪＡバンク
の方は、いわゆる銀行業務、それからＪＡ共済の方は民間でいう所の生命保険や、損害保

険の業務を行ってございます。

最後に四つ目は営農指導事業というものがございます。これは農家さんの経営をサポー

トする事業でございまして、農家さんの資金管理ですとか、技術指導を行うほかですね、

農家の皆さんで組織しております、青年部ですとか、女性部ですとか、こういった所の活

動もサポートしておりまして、他には、畑の効率性だとか、それから機能性を高める土地

改良事業、あるいは食農教育活動も実施してございます。

また、あの２月１日現在、最近の数字でいきますと、北海道に１０８個、煩悩の数だけ

ですね、農協が数ある、ちょうど１０８つです。これが、各農協が行う、事業をサポート

する、連合会組織としまして、農協の経営を指導します「ＪＡ北海道中央会」、あるいは、

販売、それから購買事業をサポートします「ホクレン」、それから金融事業を行います「Ｊ

Ａ北海道信連」、それから共済事業を行います「ＪＡ北海道共済連」、更には、病院事業を

行う「ＪＡ北海道厚生連」というのがありまして、現在の所、これら１０８の JA農協と、
５個の連合会組織を総称しまして、ＪＡグループ北海道と呼んでございます。という事で、

あまり長々と組織の話をしておりますと、事務局に叱られますので、本日のテーマでござ

います、１１年後に見たい美幌の姿に向けてという事で、農業、それからJAがどのような
役割を担っていくのかという事を現状の課題を踏まえながら、お話をさせて頂きたいと思

ってございます。

ここ最近ですね、テレビやニュース、新聞で毎日の様に目にされていると思いますけど、

昨年６月ですね、政府は、規制改革会議の答申を踏まえまして、「規制改革実施計画」なる

物を閣議決定しまして、この中で我々JAグループに対しまして、自己改革を求める内容が
示されました。この事を踏まえまして、先般、私どもＪＡグループ北海道ではですね、今

後の組織やあるいは、事業の見直しを行います「ＪＡグループ北海道改革プラン」という

物を策定した所でございます。



これまでも、北海道農業は欧米並みの農業を実現すべく、先人達のたゆまぬ努力におき

まして、生産技術の向上ですとか、経営規模の拡大を進めてまいりました。また、JAも農
協も戦後、間もない時期から今日に至るまで北海道農業の営農を支え、且つ、地域の暮ら

しを守るためにですね、様々な改革に取り組んできました。

しかしながら、先程の話にもありますけれども、近年はですね、農家戸数の減少や恒常

的な労働力不足、あるいは担い手不足が深刻な問題となってございまして、農村人口の減

少によって地域そのものが存続出来なくなる。つまり、地方経済、ローカル経済の崩壊が、

非常に危惧されている所でございます。

一つ、興味深いデータがありますので、ご紹介しますけれども、町の方の統計によりま

すと、美幌町の人口は昭和４０年には約２万６千人でした。これが、平成２４年には５千

人減って、２万１千人となっております。一方ですね、農家人口、これは農家の経営者、

家族も含めての人口ですけれども、農家人口の方は昭和４０年の６千７百人から、平成２

４年にはですね５千人減って、１千７百人となっております。つまりですね、美幌町の総

人口と農家人口の減少数が同じ５千人。統計上は農業人口しか減ってないのです。こうい

った数字からも、いかにこの農業というものが地域経済に大きな影響を及ぼすかという事

がおわかり頂けるかと思います。

JAグループを取り巻く環境も時代の変遷と共に大きく変化しておりまして、組合員や利
用者皆様のニーズも多様化しておりますし、そういった事も含めまして、今一度、組合員

のため、そして利用者皆様のために我々ＪＡの果たすべき役割をしっかりと認識したうえ

で今後、より一層、美幌農業の価値を高めて魅力あるものにする必要があるというふうに

考えてございます。

そのためにも、地域の皆様に愛され、そして信頼される農業、それからJAの実現に向け
て、我々JAグループはそれぞれの立場・役割のもと地域の実情を踏まえつつですね、しっ
かりと自己改革に取り組んで行くことが美幌町の発展につながるものと確信しております

事を申し上げまして、ちょうど時間も過ぎたかと思いますので、私からの話はこれで終わ

りたいと思います。ご静聴ありがとうございました。

山口コーディネーター）

ありがとうございました。一つだけ補足をさせて頂きますが、今、本当に司会の那須さ

んを引き合いに出されましたけれども、同様に緊張されているという事でしたが、どうや

ら同級生という事でございましたので、その辺を補足させて頂きます。こういった、人と

人との繋がりっていうのが、非常に大切になってくる事もあると思いますので、立場違っ

ても仲良く、この後も頑張って頂ければと思います。余談になりましたが、それではその

次が、木村さん、よろしくお願い致します。

木村美幌町青年活動団体B－LIVE代表）



皆さん、改めましてこんばんは。今、ご紹介頂きました、美幌町青年活動団体B－LIVE
の代表をやっております木村利昭と申します。先程、城さんがおっしゃった様に私も人生

初のパネラーなものですから、少し緊張しております。

まずは、せっかくお時間を頂きましたので、青年活動団体B－LIVEというものが何なの
かという事をちょっとお話したいと思います。まず、B－LIVEの名前です。Bは美幌の「B」
です。それ以外ありません。LIVEは、LIVEそのまま読むとライブ、生で伝えるという意
味があります。リブと読み替えると、住むというふうにもなりますし、LIFEと LOVEを
くっつける。好き、愛するという意味を付けてB－LIVEというふうな名前でやっています。
今、１８歳から３０歳の２３名、最近は、女性が増えてきて男性がちょっと元気ないか

なと思っています。何をやっているかという所ですが、後ろに写真が流れております。そ

ちらを見て頂ければ、すぐ、わかるかなと思いますが、美幌の町おこしを行う若者の団体

です。丸４年になりまして、今年で５年目に入ります。子供向けの水鉄砲大会を開催した

り、若者の交流会という事で、１０月のハロウィンの時期にみんなで仮装して美幌deハロ
ウィンパーリナイというパーティーをしたりしました。また、青年講座という事で、昨年

は若者のマナー講座という事で、大人のマナーを身に付けようというような形でやらせて

頂きました。今年も、３月に企画しておりまして、ミス・ユニバース、ミス・インターナ

ショナルの北海道ファイナリスト、全国ファイナリストで、私の大学の後輩の女の子を呼

んで、皆さん若者の前で、夢とか、美容とかの話をしてもらおうと思っていますので、是

非、見て頂ければと思います。そして、メンバーも募集しております。１８歳から３０歳

まで、元気があってやりたいなって方、是非いらっしゃれば、美幌町青年活動団体でフェ

イスブックのページを持っていますので、是非、検索して頂ければと思います。

B－LIVEの話はそれ位にしまして、今日、私がここに呼ばれている意味というのが、
１１年後の美幌町、そこに向けて若者の目線で話をしてほしいというような事なのではな

いかなというふうに私は思いましたので、私達、２０代、３０代が、これから１０年後、

１１年後、この美幌で住んでいくうえで、必要だと私が思ったような事をお話していきた

いなというふうに今日は思っています。

まず、課題としては絶対人口は減るというふうには言われていますが、じゃあ、さっき、

小磯先生が言っていた様に、人口を増やす事が目的なのかというふうになりますが、人口

を増やす事が目的ではないですよね、あたり前に。人口が増えたからといって担い手では

なく、支えられる側の人口が増えたのは、それはいいのでしょうか。というふうな所もあ

ると思います。なので、若者を減らさない様に、若者を元気にしていくという所を私は今

日、色々とお話していきたいなと思いますし、美幌町は、正直、観光はあんまり強くない。

宿泊施設も少ない。という事で、観光だけじゃなく、定住の部分も力を入れていかなきゃ

ならないのではないか、というふうに思っています。ですので、若者のUターンだったり、
Iターンだったり、そういうような部分の支援、そういう所をしていくような課題が美幌に
はあるんじゃないかなと思いますし、子育てですね、私も２歳になる娘が一人おります。



正直、美幌、子育てしやすいかって言われると、特別、「うーん。」っていう感じかなと思

っています。ですので、子育て支援、出生支援、そのような所や、若者への先行投資型の

まちづくり、これを課題として、あげて参加させて頂きたいと思います。よろしくお願い

します。

山口コーディネーター）

どうもありがとうございました。それでは、最後になりましたけども、町の保健師をや

っておられます、砂原さんです。よろしくお願いします。

砂原美幌町役場民生部保険福祉グループ健康推進担当保健師）

ご紹介頂きました砂原です。私史上初のパネリストで、とても緊張していますので、お

聞き苦しい所もあるかと思いますが、よろしくお願いします。今日は、私が仕事を通じて

というのと、一町民として、私が日頃感じている事をいただいた時間の中でお話しさせて

頂きたいと思います。

ご紹介頂きました様に、私は美幌町の保健師として働いています。美幌町民となって、

もうすぐ丸９年となります。私はもともと美幌町出身ではなくて、就職を機に美幌町民と

なりました。美幌町に来たばかりの時は知り合いも少なかったので、ここで楽しくやって

いけるだろうかと多少の心細さも感じていましたが、徐々に人とのつながりができてから

この町にいる安心感や、住み心地の良さを感じるようになりました。この度、みらいまち

づくり会議に参加したことも何かのご縁と思って、このつながりも今後大事にしていきた

いと思っています。

私は保健師として働いているという事をお伝えしましたが、大きく言うと、美幌町の皆

さんが、健康で安心して生活するためのお手伝いをするような仕事です。私たち保健師は

健康という切り口から「生活をみる」役割があると思っています。住民の方々がどのよう

な生活をしているのか、健康で安心して生活するためには、どのようなお手伝いができる

のかというのを日々、考えて接するようにしています。

日々の業務の中では、妊婦さんや赤ちゃんから、今、写真に出ているのは高齢者の教室

ですけど、高齢の方々まで、幅広い年齢の方たちと接することがありますが、例えば、子

育て中のお母さんたちと接する中では、「育児は楽しいです」と、前向きに子育てされてい

る方もいらっしゃれば、一方では、「イライラしてしまう」とか「怒ってしまう自分に自己

嫌悪です」などと話されるお母さん方もいらっしゃいます。

また、「実家が遠い」「町内に知り合いがほとんどいない」とか「ご主人の出張が多い」

というような環境で、育児の協力を得ることが難しいというご家庭もあります。また、「自

動車の運転ができないのであまり出歩けません」とか、「特に冬は引きこもっています」な

どと話される方もいらっしゃいます。

そのような相談の場面では、実際にこういう所に来てみたら、というような場を提案す



るという具体的な話をするのも支援の一つなのですが、「これでいいんだ」とか「なんとか

やっていけそうかな」というふうに自信を持てるように、この町で安心して子育てができ

るようにというので、「お母さん一人じゃないよ」というような精神的なサポートが大事だ

と思って私は関わるようにしています。

また、高齢者と接する中で感じる事としては、いきいきしている。元気にしゃきっとプ

ラザに運動に通っている方とか、ボランティアとして活躍されている方も多くいらっしゃ

います。ただ、一方では、「足腰が痛くてそんなに長くは歩けないよ」とか「だからあんま

り外には出ない、行けるところもない」とか「夏はパークやっているけど、冬はこわいか

ら出かけない」などっていう声もきかれます。

このような方達と接する中で、近くに頼れる人とか、安心して通える場とか、たとえ一

人暮らしであっても「困ったらこの人に相談したらいいな」っていうふうに思えるような

環境ができるといいなぁというふうに感じます。どちらも、「頼れる誰かがいる」「話せる

相手がいる」、「一人じゃないと思える」ことが安心した生活につながっていくのかなぁと

思います。

このように保健師として対人支援をしていく中では、保健師だけで完結するという事は

ほとんどなく、他の関係者の協力、連携が大切だと常々感じています。役場の中の他の部

署の方はもちろんですが、関係機関の方々には日々助けられています。民生委員さんだと

か地域の方々にご協力頂くこともたくさんあります。

そのような中で感じる事は、美幌町にはすごく元気な方達とか、精力的に活動している

方がたくさんいるなという事です。ヘルスリーダーとして活躍なさっている方々とか、ボ

ランティアの方々とか、またサークル活動だとかグループの活動もとても盛んだというふ

うに感じています。

先程、写真で見たと思いますが、私事ですが、趣味で生け花をやっていまして、当初は、

教室でのお稽古を受けるだけだったのですが、保育園とか小学校とか、キッズカルチャー

教室だとか、そういう地域に出向いて行く活動が少しずつ多くなっています。私の立場と

しては先生の指導の補助の一スタッフとして、年に数回従事する程度ですが、そういう活

動の中でも地域で新たなつながりが増えて、私自身にとっても得られるものがたくさんあ

るなというふうに感じています。子供達の感性に驚いたりだとか、新たな発見があったり、

今の小学生はこういうのが好きなんだなぁというふうに感じたりして、個人として得られ

るものもそうですが、地域づくりとか「みらいにつなげる」という意味でもとても大切な

つながりだなというふうに思っています。

一つの団体としての活動を続けていくこと自体、大変な事ですし、素晴らしい事だと思

うのですが、この様に他とのつながりが出来る事で、色んな可能性が広がるように私は感

じています。そういうふうに外に目を向けていくという事は、私達が仕事をしていくうえ

でもとても大切な事だと感じていて、昨年ある学会に参加させて頂いた際に、講演をされ

ていた先生が、大切なのは「ネットワーク」と「フットワーク」ですよというような話を



されていました。そうだよなって、何か語呂もいいので、私の中にはすーっと入っていく

言葉でした。仕事をしていく中でも仕事以外の面でも、大切にしているときっといいこと

があると思っていて「ネットワーク」と「フットワーク」を大切に、私は今後の健康づく

りとか、まちづくりに携わっていきたいと思っています。ご静聴ありがとうございました。

                                        

山口コーディネーター）

皆様、どうもありがとうございました。大変、限られた時間の中で、考えを整理して発

表っていうのは、なかなか難しい事ですけれども、非常にわかりやすく発表を終えられた

と思いました。さて、残りの時間ももう、すでに僅かになってきましたけれども、各パネ

リストの方々の話を簡単に振り返りながらですね、少し、小磯先生からもアドバイスなど

があれば賜りたいと思います。

最初の、まず菅野さんですけれども、まちづくり会議の会長さんというお立場からのお

話だと思いますが、先程、お話しましたとおり、今回まちづくり会議、非常に活発で参加

状況が良好だとお話が出ましたけれども、これはやっぱり大きな要因の一つが会長さんの

人柄とまとめ方の上手さ、これほど上手く、それこそネットワークを作っている所が大き

いのではないかなという様に感じております。お話の中にも、このまちづくり会議の会長

さんとしてのお立場からのお話が、多かったわけですけれども、あの最後に、もっと行政

からの情報が開示されるべきではないか、またそれによって行政サイドと住民の方々が共

有出来るような部分に力を注いだ方がいいのではないかというような趣旨の発言があった

かと思いますが、その辺についての共有の仕方、あるいは行政サイドからの情報提供の在

り方というような点に付きまして、何かお考えになられるような所はございますか。

菅野会長）

あの、財政というと非常に難しく受け取られがちで、私も本当に当初はですね、難しく

感じたわけでありますけれども、少しずつわかってきた事はやはり町民という立場で、難

しい事案であるけれども、今、美幌町がおかれている状況を知るために、やっぱりこの財

政状況をといいますか、状況をしっかり認識する必要があるというふうに感じた次第であ

ります。共有という事だけにつきまして、例えば、年度を通して３月の定例会で予算が決

まった後、４月の段階では、やはりあの町としても財産の、例えば、今年で言えば２７年

度の予算状況はこういう事ですという事を町民の皆さんに是非、あの公開討論会とまでは

いかないにしても、説明会をやって頂ければなと強く思っている所でございます。もちろ

ん、町としても広報なり何なりで住民の皆さんには随時、知らせている事は、間違いあり

ませんけれども、私なりにそういう希望を持っている所でございます。

山口コーディネーター）

ありがとうございます。情報の中でも特にこう財政状況ですかね、そこがやはりこう議



論のベースにもなってくるのではないかという事で、今後、そういった所を情報共有して

いったらいいのではないかというようなご意見かと思います。それでは、菅野さんに対し

まして、小磯先生、何かコメント、アドバイスなどありましたらお願いします。

小磯教授）

はい、まず今、議論がありました町の財政状況という点ですけども、実は、総合計画と

は何かという事を考えていった場合に、町という地方の全体がこれからどういう行政をし

ていくか、その指針ですよね。従って、その役場のやっている事というのが、わかりやす

く情報として理解される状況がなければ、総合計画の議論も前には進まない。そういう意

味ではやはり総合計画の中で、今、町民の皆さん主体にやっておられる。

実は、その中で脇役として支えていく行政の役割というのは、逆に行政が作るよりも行

政の皆さん難しいですよね。だからこれまで行政にあまり関わりがなかった方達に、町と

いうのはどういう役割をやっているのか、そういう情報をわかりやすく示していくという。

これが実は、その総合計画の議論の中で大事な事で、今、見える化って言葉がありますね。

なんとなくわかりやすく全体を見える様にするという。これから行政の仕事として、そう

いうわかりやすくやっている仕事を見せていくという。そういう気持ちを行政の皆さんが

持っていかれる事が凄く大事だと思います。これまでは、行政は専門の仕事でした。難し

い言葉で説明して逆に、こういう事わかるか、みたいな所がありました。これが逆だった

のです。それがやはり新しい基本条例によって町民主体の計画を作っていく。そんな作り

やすくしていくための行政の役割としてわかりやすい情報が欲しい。見える化というのも

大事な事じゃないかなと思っております。

山口コーディネーター）

はい、どうもありがとうございました。

それでは、続きまして城さんのご意見に対しましてなんですけれども、JAは今、色々難
しい立場に置かれているというような側面で、やはり町内的に見れば、非常に大きな経済

力を持ち、また、雇用の場としても重要な役割を担っているという事で、ますます、今後

の頑張りを期待したいというような、より多くの町民の方が感じているのではないかと思

いますが、そのような一環の取り組みの一つと致しまして、昨年ですか、レトルトカレー

と中華用のちぢれ麺を開発されたという事です。

実は、先日私、いただきましてどちらも食しました。味は非常に申し分ありません。若

干、値が張るという事になっておりますが、味の方はですね、これ私も太鼓判を押して、

他の方々にもPRをして参りたいと思っておりますが、これに関連しまして、これJAさん
だけの話ではないのですが、美幌町全体として、自分の町のPR、商品のPRって部分から、
こういったものがあまり積極的ではないというか、上手ではないというか、そんな側面も

感じるのですがその辺についていかがでしょうか。



城室長）

そうですね、今、お話にあった通り、過去の農協と言えば、何となく皆さんのイメージ

ですと全部コンテナに詰めて本州へ送っていく。あるいは、九州の方へ送っていく。地元

にはさっぱり出ないのではないか。と、こういうイメージが非常に多かったと思いますし、

現に美幌のスーパーに行っても、なかなか美幌産っていうのが無いと思います。例えば、

訓子府産とか、ほとんどが本州産という事で実際、作られている物はわかっていても、口

にする事が出来ないという状況が確かにあると思います。そういった意味で我々も何か改

善出来るものはないかという事で、今お話にありました、レトルトカレーですとか、それ

からちぢれ麺。これはもう麺につきましては、１００％美幌産の小麦を使用してございま

すし、レトルトカレーの方も、牛肉、それから人参、玉葱、じゃがいも、こういったもの

は可能な限り美幌産を使ってございます。加えまして、先程の私のちょっとお話しました

けれども、昨年６月に、地産地消を目的と致しまして、うちのグループ駐車場で、プレハ

ブの小さな店舗ですが野菜直売所もオープン致しました。そういった意味でこれから徐々

に私どもも、そういった所を強化しながら、皆さんに是非、地元産の農畜産物を召し上が

って頂きたいというふうに考えている所でございます。

山口コーディネーター）

ありがとうございます。それでは、小磯先生からアドバイス頂けますか。

小磯教授）

私も早速レトルトカレーは食べてみたいなと。それで私がお金を落とすという、これが

大事です。やはり美幌という町、豊かな農業主体だと思います。この地域の農業という生

産の力をどれだけ、これから地域の経済力に繋げていけるのか、まあ、先程の話もそうな

のですけれども、ただ高く売ってそれを稼ぐという、そこだけではなくて、この美幌の地

に来るとやっぱりそういう魅力のある物が色々溢れて、おもわず買いたくなる。そういう

戦略を合わせてやっていけば、ますます豊かな地域になるのではないかな。先程申し上げ

た、外から稼ぐという部分としっかり回すという。これがやはり農業という分野では非常

に、ある意味やりやすい可能性のある分野として是非目指してほしい。

実は、あの食の分野に関しては、その土地で生産された物、地場産の物に対する、嗜好、

関心というのは本当に高いです。例えば、観光局でも同じ食べ物でも地元で生産されたの

であれば、３割、４割高く払ってもいい。だから地域として意識しながらどういう戦略を

する、地産地消、経済的には高いですけど、そういう視点で取り組んでいってほしいなと

思います。

私ね、美幌で感心するのは、前の大学で釧路公立大学には、美幌高校からのたくさん生

徒さんが来る。美幌高校の生徒さんって色んな所で、特に農業関係とか大活躍してもらえ



て私も先日、秋山大学っていう所の理事もやっているのですが、そこでやっている新しい

地域ネットワーク形成事業で、美幌高校の生徒さんが、地元にあるハッカだとか資源を活

用していくという。若者の力を使った良い意味での連携による農業生産向上を目指してほ

しいなと思います。

山口コーディネーター）

どうもありがとうございました。それでは、進めさせて頂きまして、木村さんの立場か

らですね青少年の活動を支援するような活発な事業活動をご紹介頂きましたと同時に、活

動参加への呼びかけもして頂いておりました。あの子供を育てる、健全な子供を育ててい

くという事が大事だという事は重々承知しましたが、あの発言の最後の方で、若者への先

行投資型のまちづくりにしたら、こういった言葉がありまして、説明がなかったのですけ

れどもそこら辺の考え方をちょっとご紹介頂けますでしょうか。

木村代表）

はい、私は２０代なのですが、恐らく美幌に住んでいて北見に通っている、網走に通っ

ている、そういうのは抜きにして２０代年収３００万以上もらっている方ってなかなかい

ないと思います。そこでじゃあ、年収３００万もらってない人達は家族を持って、子供を

育てて、自分で竈を持って食べていくと考えた時に、なかなか厳しいですよね。お小遣い

なくて、家族を持とうと思う人はなかなかいないと思うのですけど、そう考えた時、収入

の面、雇用の面、そして美幌に住もうと思った時に住まい、美幌は意外と家賃が高いです

ね。ワンルームざらに５万する所、結構ありますよね。札幌と同じ位。もしかしたら高い

かもしれない。そういった部分のその若者が美幌に住みたいと思うような部分、雇用、そ

してその定住支援。そこの部分をやはり力を入れてやっていかないとならないのではない

かと。

例えば、北見、網走に通っている人がいるならば、その車のガソリン代を少し支援しま

すよと。美幌に住みたいなと思った時に、今、自衛隊官舎使ってない所ありますよね。あ

あいう所を若者向けに低価格で貸しますよ。２年間は貸します。３年目からは自分で何と

かして下さいとか。そういった部分に力を入れていかなければならないのではないかなと。

仕事も意外と美幌はあるのですが、それがあるとも思えないし、思ってない若者もいる

し、どんな仕事なのかわからないから、就きたくないというのがあると思います。ですの

で、大人の相談窓口、大人の職業体験とかなどをやってみたりするのも面白いのではない

かなと考えています。以上です。

山口コーディネーター）

はい、どうもありがとうございました。若者の定住につきましては、総合戦略の方でも

重点課題と議論を深めていく事になるかと思いますが、家賃の問題とか、ある仕事がある



と認識されていないミスマッチ状態についてご指摘がございました。小磯先生、アドバイ

スがあればお願い致します。

小磯教授）

はい。今、全国的に見て特に若者、大学で若者についてやっていますけれども、着実に

地方への関心というのは高まっています。実際に地方で仕事をし、生活しようと思うと、

色んな事があります。ただ、越えられないハードルかっていうと実はそうではない。だっ

て、今、地方でも人手不足、人手不足、人手不足。一方で雇用がないから地方に戻れない。

なんか不可思議な今。そこが、本当にじっくり関心のある人であれば、こういう仕事であ

ればこういう形で仕事出来るよとか。この仕事はきつそうだけど、やってみたらこういう

形であれば結果出せるよ。その繋ぎだと思うのですよね。

あと、もう一つ大事なのが暮らす場所です。地方は結構、空き家が多いですけれども、

意外に住む所を探そうとすると場所がない。このミスマッチな訳。雇用、それから住む場

所、この辺を先程の見える化ですよ。ここにこういうものがあって、こういう所ですよ、

という繋ぎの様な所をこれから地域の政策として、先程私、雇用での仕事の例を国がやっ

ている限界みたいな話をしましたけど、そういう所に挑戦してまちづくりのこれから取り

組みになりますっていったら、私はまだまだ可能性があるのではないかと思っています。

山口コーディネーター）

どうもありがとうございました。それでは、砂原さんのご意見についてですけれども、

長年ですね、保健師として地域の赤ちゃんからお年寄りまで非常に密接な接点があるとい

う事で、生の声に近い意見があると思いますが、少し視点を変えさせて頂きますと、元々

町内ご出身ではなく９年ほど前に美幌に住まわれるようになったと、いう事でしたね。そ

ういう観点からですね、美幌は住み心地が良いというようなお話がありましたけれども、

外から来られてどういった点が、美幌町の住み心地の良さというように特にお感じになり

ましたか。

砂原保健師）

私が感じるのは、まちづくり白書の中でも書いてあるので皆さんも目にしている様な事

かと思いますが、災害が少ないという所だとか、コンパクトにまとまっているので、ある

程度の事は町内で済ませる事が出来るとか、あと私、結構趣味で旅行も行くので、空港が

近いなど交通の便だとか、そういう所もとても私には住みやすさを感じる所だなというふ

うに思っています。

山口コーディネーター）

ありがとうございます。ずっと地元で生まれ育っていると、それが小さい頃から当たり



前になっていて、それが良さなのか優れている面なのか、というのに気が付かないような

事もありますが、外から来られた方っていうのは、地元の方々と違った視点をお持ちだと

いう面もあるのではないかと思いますし、そういった方々を大切にしていくという事も町

の発展に非常に重要になるのではないかなと思います。小磯先生、何かありましたら。

小磯教授）

今のお話って正に、外の、地方の魅力って形で凄くあるのですけれども、やはり弱さ、

脆さがあるのですね。うちの町なんてたいした事ないよとか、そういう声が実はある。そ

ういう時に、外から何を言っているのだ、こんな凄い魅力があるじゃないか、だから外の

面でも、意識しながら地域の議論を進めていくというのが凄く大事だというふうに思いま

す。

それから、砂原さんの先程の話を聞いていて、これは大事だなと思ったのは、砂原さん

の活動を見ていると、本当に地域の色んな方達の声を直接受け止める、そういうお仕事を

されているのですね。その声というのを今回であれば、まちづくりの総合計画の会議の中

で少しでも発信していくという。実はこの役割って凄く大事で、なかなか行政でいうと本

当に砂原さんのような活動の現場の声を目にし、耳にするっていう機会は他に無いですね。

だから、そういう所を知覚的にこれから活動していけば凄い地域の力になると思います。

それから、最後にネットワーク、フットワーク良い言葉ですよね。これって置き換える

と地域の中の人と人をつなぐ、人のつなぎ役、そういう役割だと思います。先程も申し上

げましたように、人と人とをつなぐ、地域の連帯を感じられるような地域って魅力がある

地域だという。是非、そういう活動を目指していってほしいなと思います。

山口コーディネーター）

どうもありがとうございます。それでは、ちょっと時間も迫ってまいりましたが、小磯

先生、総括的なコメントがございましたら、お願いします。

小磯教授）

もう時間も限られていますので、最後に一言だけ。最初の私の基調講演で最後の話、ち

ょっと時間が無くて出来なくて、これだけ最後に話をさせて頂きたいと思います。

「ひとりはみんなのために」という有名な話を再現したのですけれども、これは、一昨

年の３月にNHKで、ドキュメンタリーで放映された番組の名前です。ひとりはみんなのた
めにという事で題名にしているのですけれども、これは、今日のテーマとはちょっと離れ

ますがサッカーなのです。サッカーっていうのは世界中の人達が、もう本当に関心を持つ

凄いレベルの高いスポーツです。そのサッカーという競技で日本の女性達がワールドカッ

プで優勝した、これは快挙ですよね。実は、なぜ、日本女性のなでしこがワールドカップ

で金メダルを取ったのか、そこを少し突っ込んだドキュメンタリーとなっています。そこ



で出て来る主人公が、大儀見優季という昔、永里さんといった日本の女子サッカーでは本

当に FW として有名な得点王。彼女が、実はワールドカップの直前に不振に陥って、なか

なか FW だが点が入らない。その時に中村監督に相談しアドバイスでもらったのが、ひと

りはみんなのために。実は、「お前は、FW で得点係をやっている、一度他の１０人のプレ
ーヤー、守備に徹し、真ん中でボールをつなぎ、それぞれの立場の役割を考えて、そのプ

レーをやってみたらどうか。」というものでした。その大儀見さんは、それを忠実に守って、

やっているといつの間にか自然と自分の所にボールが集まる。決定的なシュートチャンス

がそこから降ってきた。

実は、みんなの事を考えながらプレーをする事が結果的に自分の得点となりました。と

いうのを一時間のドキュメンタリー番組で放送していました。これは、私、まちづくりと

一緒じゃないかと思うのです。この美幌という町、そういう中でみんな色んな事、頑張っ

ている。そういう中で、じゃあ自分はそこで何が出来るのか、そういう立場になって考え

てみて、それを少しでも実践し発言していく、そういう営みが地域の中に出て来ると、や

はりこれはこの地域は強いという。サッカーでいけば金メダルも取れる。実は、そういう

意識を持つという事が大事なんじゃないかなと、ちょっとテレビのドキュメンタリーで感

じたものですから、最後にご紹介させて頂きました。以上です。

山口コーディネーター）

どうもありがとうございました。それでは、最後に、他のパネリストの方々にも最後に

一言を用意して頂いておりますので、簡潔にご披露頂いて参りたいと思います。

本日の司会であります、みらいの美幌はどんな町か、１１年後に見たい美幌の姿という

事ですけども、１１年後、平成でいいますと３８年、経過期間終了時点の美幌町の望まし

い姿、並びに、その中でご自身がどのような暮らしや活動を行っているか、というような

事を簡単にご発表頂いてよろしいでしょうか、菅野さん、よろしくお願い致します。

菅野会長）

あの講談にありましたように、１１年後は自身がどういう立場で何をやっているという

ような趣旨の事でしたけれども、１１年後、私、年齢的には限りなく９０歳に近い８０代

でございます。そういう年齢になりますけれども、第６期のこの総合計画が、しっかり総

合計画に沿った調整運営、自治体運営がなされているかどうかというのをしっかり確認し

ている出来る立場に居ればなと思っている所でございます。１１年後の美幌ですけれども、

私自身の希望もありますが地域包括ケアシステムというのが構築をされて住んでいる人が

他の地域に出て行かないようになっている美幌町と、こういうふうに希望している所でご

ざいますし、国保病院、町立病院にも地域包括ケア病棟が出来ていればな、いや、出来て

いると私は思ってございます。以上です。



山口コーディネーター）

ありがとうございました。それでは、城さんお願いします。

城室長）

私は今、３人の子供、学生が居るのですが１１年後、３人とも美幌に残れる様な町にな

っていればいいかなと思います。以上です。

山口コーディネーター）

ありがとうございます。それでは、木村さんお願いします。

木村代表）

はい、１１年後、私は３８歳になっています。若者かどうかわからない位の、もしかし

たら若者としてまだ動いているかもしれませんが、その時には今、私達がやっているこう

いう活動がその時の若者に浸透して元気に、活発に町の中を盛り上げていってほしいなと。

それを私達は次、応援する側、支援する側、俺はこんなふうに苦労してきたのだ、私達は

こんなふうに大変だったのだよ、というのを伝えながらですね、だからこういうふうに頑

張っていこうか、だから一生懸命頑張ってよというふうな立場になっていたいなと思いま

すし、そんな美幌町であってほしいなというふうに思っています。以上です。

山口コーディネーター）

ありがとうございます。それでは、最後になりますが砂原さんお願いします。

砂原保健師）

はい、私は１１年後の美幌町という事で、まずその時住んでいる人達が、安心して生活

出来ている事、あと美幌町民であるという事に誇りを持って、このまま住み続けたいと思

えるような町であってほしいなというふうに思っています。先程、先生からもご助言頂い

たのですけど、私は、やっぱり町の色んな方達と密に接する事が出来て、声を直に聞く事

が出来る立場なので、そういう立場であるという事を自覚して計画だとか、町のまちづく

りだとか、そういった所により反映出来るように活動していけたらなと思っています。保

健師として私自身も楽しく安心して生活して、その時、子育てしているかどうかわからな

いですけど、楽しく安心してこのまま住み続けたいというような町であってほしいなとい

うふうに思っています。以上です。

山口コーディネーター）

どうもありがとうございました。進行の拙さによりまして予定の時間をだいぶ超過して



しまいました。大変ご迷惑をお掛け致しました。これにてパネルディスカッションをお開

きにさせて頂きたいと思いますが、色々な方々のお話、また先生のアドバイスなどもあり

ましたけれども、美幌町の方、非常に、満足度をお持ちだというのが私の感想としては印

象として持っております。しかし、裏を返せば現在に満足している事によって、外へのア

ピールとか外貨獲得の努力とか、そういった面が他の町に比べて、少しと劣っている面も

あるのではと、このようにも感じます。いずれにしましても、色々な面でこの美幌町って

いうのは恵まれた町だというふうにもあるし、一定の条件、恵まれた条件にあると思いま

す。人口減少で色々な心配な面もありますけれども、まだまだ今後の、そういったものが

少なくない、他の町に比べて少なくない可能性があるというように私自身考えております。

そのような事で、非常に今日は色々な立場から貴重なご意見が頂けましたが、現在、第６

期の総合計画もまだまだ第３コーナーに差し掛かったくらいの感じでございます。ここか

ら先も、まちづくり会議の委員の方々にはご尽力頂くという事になりますので、今日のこ

の会をまた何かプラスに反映させて頂ければと思います。また、小磯先生、非常に専門的

な立場から貴重なアドバイスをありがとうございました。これにて、第２部のパネルディ

スカッションをお開きにさせて頂きたいと思います。どうもご静聴ありがとうございまし

た。

司会・那須主幹）

パネリストの皆様、大変お疲れ様でございました。再度、皆様の拍手でお礼に代えたい

と思います。ありがとうございました。

最後になりますが、主催者を代表致しまして、美幌町教育委員会教育長平野浩司よりお

礼のご挨拶を申し上げます。

平野美幌町教育委員会教育長）

皆さん、こんばんは。教育長の平野でございます。まちづくりフォーラム終了にあたり

まして、本日、基調講演を頂きました、北海道大学特任教授の小磯先生、パネリストの皆

さん、参加を頂きました皆様に感謝、お礼を申し上げます。特に小磯先生におかれまして

は、お忙しい中、美幌町においで頂きまして、これからのまちづくりを考えるうえでの非

常に重要なポイントをわかりやすくご説明頂いたという事、その後はパネリストとして

色々アドバイスを頂いた事に重ねてお礼を申し上げたいと思います。小磯先生、誠にあり

がとうございました。

現在、町民の方々が参加して『びほろ』みらいまちづくり会議を開催して、次期の総合

計画を策定しておりますが、本日、小磯先生から助言を頂きました事項をきちんと受け止

めてこれからの計画作りに反映させて頂きたいと思います。最後になりますが、本日ご出

席のここに参加して頂きました皆様、是非、今後とも、私共のまちづくりに一緒に、積極

的に参加して頂きたい事をお願い申し上げまして、本日、参加頂きました皆様に心から感



謝を申し上げます。今後ともよろしくお願い致します。ありがとうございました。

司会・那須主幹）

これで、まちづくりフォーラムを閉会致します。終了時間が大変過ぎてしまいました事

をお詫び申し上げたいと思います。長時間にわたり、お付き合い下さいまして大変どうも

ありがとうございました。先に配布しております、アンケートにつきましては出口にて回

収させて頂きます。ご協力の方よろしくお願い致します。足元が悪くなっております。お

帰りの際は十分お気を付け下さい。ありがとうございました。


