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平成２３年度第３回町民フォーラム 

 

 

○事務局              

それでは、定刻になりましたので、第

３回目のまちづくり町民フォーラム

の方を開催したいと思います。 

会議時間も限られていることからフ

ォーラムの方を始めさせていただき

ます。 

 

○ぎょうせい              

 皆様ご苦労様です。それでは、前回

の続きを早速始めさせていただきま

す。 

若者だったらこういう所で働きた

いんじゃないのとか個々に思いつく

ものを、まず皆さん方がこのラベルに

１０個それぞれ書いてください。皆さ

ん方に前回書いてもらって戻してあ

る紙にマーカーが塗ってあるのは、そ

こをもうちょっと個別的に深めてほ

しいという意味でマーカーを塗って

あります。赤色で私がこういうことを

考えてほしいというのを書いた所も

あるかもしれませんが、それをまた各

チームグループを回りながら伝えて

いきますので、皆さん方は若者定住対

策あるいは尐子化対策と言われたと

きに、こんなことが大切なんだという

具体的なもの、雇用だとすれば「雇用

が重要」じゃなく、こういう雇用環境

がほしい。こういうことがあったら若

者が出来るかもしれない。なるべく、

個別具体的に小さなテーマで結構で

すから１０個書いてください。どっち

になってもいいです、定住の部分でも

いいし、尐子化対策になってもいいで

すから、一つのくくりの中でこれに１

０件一人が書き込むという作業をま

ず最初にやっていただきます。その作

業が終わったあと、今度はまたそれを

整理していきます。そうすると、個別

テーマが１０個書ける事になります。

例えば、子どもを預かってほしいと言

ったときに、保育所の話なのか一時保

育の話なのか何でもいいです、個別テ

ーマで１０個書いてください。尐子化

対策といった時に、私は病院・小児科

が大切だと思ったら小児科のある病

院とか、あるいは出産の時にお腹の子

のお兄ちゃんお姉ちゃんがいればそ

ういう子を一時的に預かってくれる

場所や保育所の整備、あるいは子ども

達が集える、ここはサロンをやってい

るようですけれども、サロンがあった

らいいとか、なるべく細かいものを書

いてください。雇用の場というのも、

就労という部分で考えてください。 
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 企業誘致をしたいと書いている人

がいました。じゃあ企業誘致だったら、

どんな企業がここに誘致できそうだ

かということをイメージして書いて

ください。それではこれが５枚ずつい

ったら書き始めてください。 

 

（     各班作業      ） 

 書けたら、はさみで二つに切り分け

てください。全員切り分けたら、切り

分けたカードをリーダーの人から自

分の分を読み上げる。読み終わったら

自分の前の模造紙の上に置いてくだ

さい。 

 

（     各班各自発表    ） 

 

次はその紙を同じようなグループ

に分けてください。出来れば５～１０

くらいのグループに分けてください。 

 

（     各班作業      ） 

 

いくつかのグループに分けられた

所は、グループ毎に今度は見出しをつ

けてみてください。 

 

（     各班作業      ） 

 

見出しが書き終わったら、模造紙の

何処においたら相互に関連性が出て

くるか、それからここでお願いしたい

のは若者定住、尐子化対策を今考えて

もらっています。その時に皆さん方の

提案したいものが今まとまってきた

わけですから、キャッチフレーズを考

えてください。自分達はこういうキャ

ッチフレーズにしたい、若者定住、尐

子化対策はこういうキャッチフレー

ズがあれば分かりやすいというもの

があれば、キャッチフレーズを大きく

書いてください。 

 

（     各班作業     ） 

 最後に各チーム発表をしてもらう

のですが、そのグループ発表する為の

作業に入ります。まず、模造紙をどう

使うかは自由です、横書きにしようと、

縦書きにしようと自由。それから、自

分達がグループ化したカードがあり

ます、そのカードの関連性、今回は若

者定住と尐子化対策だから、連携して

いかなければいけないから、対立する

相手はいない。でも、このグループと

このグループは近いよねというよう

なものがあれば、そのものを離れて配

置するのか、近くに配置するのか模造

紙上にどういうふうに配置したら、グ

ループ発表する時に関連性を説明し

やすいかというようなことを考えて、

模造紙を縦にするか横にするか考え

ながら、キャッチフレーズをどこに書

いたら自分達の言いたいことが相手

に伝わるか、下から積み上げて行こう

とするならタイトルが上にあるはず、

そうではなく全部が連携するのだと

したら、タイトルは上がいいのか、横

がいいのかどこがいいのか。あるいは、

定住と尐子化の両方を右下に並べて、

自分達がグループ化した方がいいの

であれば、その時にタイトルがどこに

あった方がいいのか。そういうことを
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考えながら模造紙に書き込んでくだ

さい。 

 

（      各班作業     ） 

 

各グループが自分達のグループで

まとめたことを発表してもらいます。

発表はとりあえず一人にしていただ

きますが、グループのメンバーで付け

たしがあるのなら、どうぞ付け足しを

言ってください。それから他のグルー

プの人達は質問があったり、何か意見

があれば言ってあげてください。それ

では、７グループお願いします。 

 

○７グループ 

 まずタイトルを福島のアルファベ

ットの頭文字をちょっと文字ってＦ

（丌便を）Ｋ（こうして）Ｓ（住みよ

い）Ｍ（町へ）ということで、タイト

ルを付けました。大きなグループ分け

ですけれども、まず飲食・観光・自然・

誘致と企業を一つにしました、それと

基盤整備・遊び場・補助・助成・教育・

出会い、それと単独でプレゼントとい

う形の１０のグループに分けました。 

まず、ひとつずつ読み上げていきま

すけれども、飲食の部分、こちらの方

は福島の名産であります、スルメ等を

商品化してさらに製品開発をする、と

いうことになっております。もう一つ

は若者向けの飲食店、飲み屋があると

いいなということです。そして最後に

ススキノみたいなところがあれば、な

おいいなということで意見が出てい

ました。観光の部分ですけれども、宿

泊施設がないということであればい

いなということです。それと、観光名

所を造るということで、松前との桜の

時期の相乗効果を考えまして、その同

じ時期に咲く梅林公園を造ったらど

うかなということの意見がありまし

た。自然の部分ですけれども、自然が

豊富ということで、ニセコ町で実施し

ているレジャーみたいなものができ

ないかなという意見がありました。そ

れと、自然を活かした遊び場なんかも

あればいいなということです。下にい

きまして、遊び場の部分ですけれども

プール・トレーニング室・託児所・広

いフロアなんかが一つになって遊べ

るスペースがあればいいなというこ

とで、こちらの方は有料化でもＯＫで

はないかということです。この下です

けれども、木育の導入ということで木

材を使ったおもちゃがたくさんある

フロアがあればいいなということで

す。その下、児童館、もう一つは大き

な本屋などの文化に触れるところが

あればいいなということです。それと、

もう一つは吉岡と福島地区の両地区

に一つずつ中心的な公園があればい

いかなと思いました。その隣、基盤整

備ですけれども高規格道路の整備と

いうことで、現在１時間３０分かかる

函館への移動が１時間以内で行ける

ような状況になればいいかなと思い

ました。それとその下。今はＡＤＳＬ

ですけれども、インターネット整備で

光ファイバーが通れば色んな面で便

利だなということです。その下ですけ

れども、こちらの方はうちの町独自と
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いうことで、町外から来た人の受け入

れ態勢、空き家の紹介、そこをもっと

強化したらどうかなということの意

見です。 

誘致と企業の部分ですけれども、企

業誘致で七重町の大きい会社みたい

のが一つあれば大きな経済効果を生

むのではないかということです。産婦

人科があるといいなということと、託

児所なんかもあればそこで働く人も

確保できるのではないかなと。それと

ＮＰＯ法人がうちはありませんので

そういうものがあれば便利かなと。そ

の隣が大きなショッピングセンター

こちらも雇用が増えるのではないか

なということです。それと、総合病院

があるといい、ということと併せて子

どもの医療費も無料化になれば、なお

いいかなということで意見が出てい

ました。それと、こちらは企業スポー

ツチーム、色んな野球でも陸上でも、

特にここは駅伝をやっていますので

そういう走る人、陸上とかの合宿の誘

致としてもできないかなということ

の意見もでていました。 

 娯楽施設ということで、既存のトン

ネル記念館・横綱記念館で映画の上映

をしたらどうだろうかとの意見もあ

りました。その下いきまして補助の部

分です。補助・助成の部分では、保育

所・幼稚園の料金の助成をしてはどう

かなということです。その隣、地元の

高校生を採用した企業への賃金の助

成というのをやったら高校生の就職

推進につながるのではないかなとい

うことで、例として３年間で月５００

０円の補助をしてみてはどうかとい

う意見も出ています。それと、冬に灯

油代がかかりますので、その部分いく

らか町で１世帯ごとに補助が出来な

いかなということもありました。子ど

もがいる家庭全てに町から育児手当

みたいなものを出せれば、育てやすい

環境になるのではないかなというこ

とと、学校の関係ですけれども給食費

の全額の補助をしてはどうかという

ことであります。それと、助成の最後

ですけれども、子育ての部分で、産ん

でからではなくて、産めない方のため

に丌妊治療の全額助成、これは１回か

なりのうん十万という金額がかかり

ますので、これをして一人でも多く産

んでもらえる環境をつくればいいの

かなと思います。それと教育の部分で

すけれども、新たに特化した学校とい

うことで、うちの町で言えば相撲が千

代の富士・千代の山ということで有名

ですけれども、そこに特化した学校づ

くりをしてはどうかということです。

これによって、全国各地から相撲をや

りたい人たちが留学みたいな形で入

ってくるのではないかなというイメ

ージで、それとスポーツ尐年団への助

成。子どもの習い事・部活動を増やし

たいということの意見が教育の部分

でありました。 

 出会いの部分では、様々な趣味のサ

ークルがあれば色んな交流の場が増

えるのではないかなということと、定

期的な合コン的なものを開催できれ

ば、その部分でも出会いの場が増える

のではないかなと思いました。最後、
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プレゼントの部分ですけれども生ま

れた子どもへの記念に何かをプレゼ

ントということで、こちらの方は木で

出来たイスに名前を彫ってプレゼン

トするとずっととっておくのかなと

いう事で考えました。それと、小学生

が入学したときに、ランドセルをプレ

ゼントしましょうということで、なる

べくお金のかからないようにという

ことです。全体の構造ですけれども、

まず基盤整備の部分が色んな部分に

係わってきます、観光の部分・遊び・

企業誘致であったり、教育・出会いと

いう部分にそれぞれ大きく係わって

くるのが基盤整備の部分だと思いま

す、それともう一つ自然と基盤整備で

すけれども、これは高規格道路を整備

すると反対に自然を壊してしまうと

いうことがありますので、ここは相反

する部分だなということで認識をし

ております。とりあえず全体の説明は

以上です。何か質問があればお願いし

ます。 

○ぎょうせい 

 一つだけ、今日は役場の人達が非常

に多いのでお願いをしておきたいの

ですが、助成金を払うとか補助を出す

というのは非常に重要なテーマでは

ありますけれども、日本全体がこの間

大騒ぎだったギリシャ、あるいはヨー

ロッパのような状況、ある意味では日

本はもっとひどいわけですよね。そう

いう中で、町が何か助成金を出すとか

補助金を出すというのはなるべく頑

張ってやらなければならないと思う

んですが、それだけの耐力がこの町に

ないのではなくて、日本にないかもし

れない。そうすると、そういう助成と

か補助金というものをどうやって町

民がお金じゃなくて自分の労力、ある

いは自分の能力を変えていくかとこ

ういうこともできれば尐し考えてい

ただくとありがたいと思います。大変

町も苦しい中でやりくりしているの

だと思いますし、道は道で一所懸命や

っている。でも今日は、できるできな

いはともかく、皆さんから提案をして

いただくことが非常に重要なことだ

から、完璧に近い提案をしていただき

ました。でも役場の職員の方達には申

し訳ないのだけれども、お金という部

分も若干頭のどこかにおいてほしい

という気がしました。ありがとうござ

いました。 

それでは次、２グループお願いします。 

○２グループ 

 ２班です、タイトル遊んで暮らせる

町、福島町ということで、タイトル的

にはちゃらい感じなんですけれども、

内容は充実しているので聞いてくだ

さい。まず、遊んで暮らせるというこ

とで、自分達が楽しくなきゃ生活が出

来ないということで、まずレジャー施

設というのが結構出てきました。ニセ

コだったりとか、そういう所のリゾー

ト化のようなことが福島でも出来な

いかということで、それプラス個人的

な意見としてより生活しやすくする

ためにはということで、お店、ドラッ

グストアですとか、安く飲める居酒屋

あと消防庁舎の建て替えという人も

いましたけれども、バスの本数だとか
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が個人的な意見として出てきました。

レジャー施設を利用したり、それに働

く人ということでお金が大切になっ

てきますので、次の雇用の場というこ

とで雇用の場があれば働く人・お金も

増えるし、このレジャー施設も雇用の

場の一つになるとしてこういう意見

が出てきました。あとは、パートタイ

マーを増やしたり、大きめの工場を作

るとか、あと加工場はやっぱりちょっ

と臭いとかというイメージの人もい

ますので、綺麗な加工場ですとか、保

育所で預かっている間に奥様達が働

ける場所ですとか、そういう簡単な仕

事でもいいからそういうものがあれ

ばいいという意見がありました。それ

をする為にも、その共働き世帯への支

援として金銭的な支援ですとか、雇用

の場なんですけれども福島町に新し

く定住する人に金銭的な支援ですと

か、開業する人にも土地とか金銭等の

支援をするという意見もありました。

それで、働きながら生活をしていくた

めに医療機関の充実ということで、総

合病院とか、産婦人科とか、救急とい

うことで外科もほしいということに

なりました。生活しながら子育てをし

ていくということで、福島保育所は働

いている人しか入れない保育所と、幼

稚園が吉岡に町立が１件で、福島には

キリスト教しかないので、認定保育園

のようなものがあればいいとか、保育

料も３人ともなれば、高くなってきま

すので、保育料を安くしてほしいとい

う意見がありました。 

 保育をして次に教育なんですけれ

ども、高校に進学しても普通科がほし

いとか、進学するときにもお金がかか

るので支援金がほしいとか、あと町外

の学校へ行っても福島町に戻ってく

る人に学費を支援するとか、そういう

学費の面での支援が必要なのではな

いかというのがありました。それを福

島町の中だけではなくて、北海道内で

もアピールをするというところで、他

町に自慢できるような特産品を作る

とか、福島町の雇用情報をもっと他に

も発信するとか、あと防災に関してで

すけれども、福島町でも安心して生活

できるよという防災対策を強化して

アピールするという意見が出てきま

した。アピールはレジャー施設のアピ

ールですとか雇用の場のアピール、こ

ういう金銭的な援助もしますよとい

うアピールということで全部つなが

るようにグループを全部線でつなげ

るような形になりました。以上です。

何か質問はありますか。 

○ぎょうせい 

 福島商業高校がいくつかのグルー

プでテーマにあがっていたところが

あるんですよ、そうすると皆さん方は

当然高校を卒業しているわけですよ

ね、それじゃあ皆さん方が福島商業高

校の進学率を高めるために何ができ

るのかというのを今度皆で１回考え

てみていただくとありがたいと思う

んですよ。それからもう一つ、病院の

話が出てきましたけれども、尐子化対

策で特に妊婦さんにとって何が大事

かと、私もＮＰＯの活動をしていても

出てくるのは産婦人科が無いとか、近
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くに無い、いざとなったらすぐに行け

る所が無いというのは妊婦さんにと

っては地獄なんですよ。ですから、こ

れは身近に産婦人科とか総合病院を

建てるというのをすぐにできなくて

も、皆さん方が考えてこういうことで

何かをフォローしてあげれば、妊婦さ

んとかこれから子どもを作りたいと

思っているお母さん、お父さん達が何

か安心できるんじゃないかというよ

うなことも、どこか頭の片隅にでも置

いといてあげて、何か思いついたら、

例えば町に提案をしてあげるとか自

分達で話題にしてみるとかそういう

ことが大事だと思います。お金やなん

かももちろん尐子化対策で妊婦さん

達はあった方がいいとは言うんです

が、実際に自分のお腹の中に子どもを

身ごもったお母さん達は何かあった

ときに何処に相談に行ったらいいの

か、自分は何処に行けばいいのという

のは何ともいえない恐怖感だそうで

す。ですから、子どもを産んだことが

ある方も育てたことがある方も同じ

ような経験をされると思いますから

どういうことがあったらいいかなと

いうことを考えてあげていただくと

ありがたい、こんなふうに思います。

短い時間の中で大変ありがとうござ

いました。次は３グループお願いしま

す。 

○３グループ 

 ３班です。まずタイトルの理由が病

院・交通・インフラ・物件・企業が土

台となって、あとの上の部分は土台が

なっていれば他の町の人が福島に来

るだろうということで、いぐべ福島町

ということです。まず土台は、病院で

多かったのが総合病院を作る、と産婦

人科です。物件が、一人暮らしの物件

とマンションがほしい、福島町はこう

いう家族で住んでいるところが多い

からこういう意見がでてきました。イ

ンフラは、光回線、下水の整備、福島

町はこういうインフラがなっていな

いから来たくないという声もあるの

で、こういう部分をちゃんと整備して

いったらいいと思います。交通が、今

はない吉岡海底駅をもう一度、一般利

用できるようにする。あとは鉄道をも

う一回通す。企業が、工場がほしい、

トヨタの工場とかＩＴ企業や派遣会

社です。上に外の人が来る部分がお店

で、ユニクロとイオン。イオンは全部

入っているから、他の地域の人でも尐

し遠くても来る。それで、レジャーが

温泉旅館がほしい、映画館がほしい、

岩部を世界遺産にするなど。教育は、

福島町は水産が有名なので水産高校

と大学をつくるとこれを含めて、いぐ

べ福島町と思いました。以上です。 

○ぎょうせい 

 ありがとうございます。質問あるい

はグループの人付けたしが何かあれ

ば。 

非常によくまとめてくれて、大きなと

ころ、前の二つのグループとは違って、

かなり大きなところからきてくれて

います。だからそういうものを目指す

ということは非常に重要なことなん

ですね、せっかくの提案、水を差すよ

うで申し訳ないのですが、皆さん方こ
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れからもう一歩考えていただくと、例

えば福島もそうですけれども、日本の

地方都市がなぜ過疎化や尐子化して

いるんだろう、というふうに考えると

全てが一極集中しているわけですよ

ね大都市に、そういう時に万が一ここ

にイオンモールが来てくれたと考え

た時に、そのイオンモールにどういう

人たちが入ったらいいかというのも

考えてほしいんだよね、そうしないと

地元の商業者は全部駄目になっちゃ

う、駄目になってもしこの人数が増え

てこないと、イオンがどっかに出てい

っちゃうわけだよね、今日本の中心市

街地が駄目になってきたのは皆スー

パーなんか大きなのが出てきて、売り

上げが上がらないのが出ていっちゃ

う。そうすると、残されたのは何もな

い空洞化という。すごくいい提案なの

で、今度は中身をどうするかという所

を何かの機会があれば考えていって

くれるとすごくいい提案だと思いま

す。ありがとうございました。 

じゃあ５グループお願いします。 

○５グループ 

それでは５班の発表をしたいと思

います。５班のキャッチフレーズとし

て、住みよい充実あふれる福島町とい

うことで設定いたしました。まず大き

く二つに分けまして子育ての部分と

定住促進の部分ということで、グルー

プ分けいたしました、子育ての部分と

しましては、育児施設の充実その中で

託児所付きの施設、店舗を充実してい

きたいということと保育所・幼稚園、

拡大をして親が仕事をしながら考え

ることなく預けられる場所を提供し

てほしいということでの意見があり

ました。次に、育児教育ということで、

ベビーシッターのような人がいると

助かりますというような意見があり

ました。他にも塾・習い事の場所の充

実ということと、育児サロンを作って

ほしいという意見もありました。あと、

子ども達が外で遊べる施設を新緑公

園しかないので、その他にも福島町の

特色を存分にだした施設を作ってほ

しいという意見もありました。続きま

して、医療についてです。医療の部分

については、小児科病院がほしいとい

う意見が多数ありました、その他にも

子どものかかる医療費や保育料だと

かの無料化をしてほしいという意見

もありました。小児科病院の他にも産

婦人科もあれば妊婦さんが函館など、

遠くに行くことなく出産できるよう

な施設もほしいということでの意見

もありました。続きまして、交通整備

の拡充ということで、バス路線を増や

してほしいということと、妊婦さんの

公共交通料金を無料化してほしいと

いう意見がありました。続きまして、

生活・店舗・娯楽施設ということで大

型 ス ー パ ー や 本 屋 さ ん Ｃ Ｄ シ ョ ッ

プ・服屋さんなどの商業施設を増やし

てほしいという意見がありました。続

きまして、定住促進ということで、ま

ずイベントということで、各関係機関

商工会や漁組さん農協さん観光協会

さんが連携して共催して、出会いをメ

インとしたイベントを作ればいいで

すねという意見もありました。また、
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団体・個人関係なく合コンを開きたい

という人がいれば出会いの場に対す

る町からの補助金があればいいです

ねという意見もありました。続きまし

て、特産品ということで特産品を拡大

して、関連する二次加工の工場なども

誘致するべきではないかという意見

もありました。真ん中にある就労支援

ということで、子育て部分と定住促進

の部分に絡んでくるかと思いまして

二つ色をつけていたんですが、意見と

しては中高生に対して、福島町にある

就労場所が色々あってたくさんこう

いう体験をできるんだよというよう

な体験の時間を増やしたりするべき

ではないかという意見もありました。

その他にも町内で働いている人を集

めて、実際の仕事をどういうことをし

ているんだろうなとか、こういう仕事

なんですよということを紹介できる

ような機会を作るべきではないかと

いう意見もありました。一忚、定住促

進の部分として就労支援子育ての部

分として子育てをした子ども達が中

学生・高校生になった時にこの部分も

絡んでくるんではないかということ

で、二つを関連付けてみました。以上

です。何か質問ありますか。 

○ぎょうせい 

 僕も納得できるし、いい提案だと思

います。お願いしたいのは、若い人た

ちが働く場、それからここのグループ

では最低このくらいあれば生活でき

るということを書いてくれた人がい

るんですね、そうすると福島町は今人

口５０００人でしょ。月に１０００人

の人が月に１５００円使ってくれる

ような場所が一個できると、１５０万

になりますよね。そうすると、サービ

ス業でいうと、高校生なんかはファミ

レスがほしいとか喫茶店がほしいと

言っているんですが、だいたい物の原

価は３割、それから人件費がだいたい

３割くらいです。都市に行くと若干間

接費、店舗のお金も色んなものがかか

りますから何とも言えないですが、普

通にじゃあ１５０万で３割人件費に

使えるとなったら、若い人だったらも

しかしたら二人働けるかもしれない。

そういうものが何か考えられるとい

うことでつながっていくと。若い人達

が大きな企業誘致をしなくても、働く

場が出来るかもしれない。この町民が

必要としている、何か小さなものがな

いか、というのを次に考えてあげると

今言ったような、子育てとか、お母さ

んたちが子どもを預けられるとか色

んなことも考えれば保育所・幼稚園、

大事なものですけれども、それをフォ

ローする何かが発想をたくましくし

ていくというようなことを次に、これ

もまた１年後２年後のテーマとして

皆さん方に考えていただきたいとい

うような気がします。ありがとうござ

いました。それでは、第６グループお

願いします。 

○６グループ 

 ６班です。幸せになろう福島町とい

うことで考えたんですけれども、最初

に、基盤になるのはここの３つで、手

をつないでいるつもりなんですけれ

ども、娯楽施設と店舗と飲食店。それ
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で、娯楽施設は今まで出た意見とほと

んど一緒ですね、若年層のコミュニケ

ーションの場があったらいいかなと

思います。店舗も皆さんと一緒、例え

ばドラッグストア・コインランドリ

ー・あとコンビニ以外での２４時間の

施設。飲食店では、カフェ・若者が集

まれるようなファーストフード店あ

と、珍しい意見でお惣菜屋さんがあれ

ば主婦の方が忙しいのでいいんじゃ

ないかと。この３つがもし建設された

とすれば、当然仕事の面も雇用が出て

くると。それで仕事があれば住む場所

も必要ということで、町外の人が来た

場合住む場所がちょっと足りないよ

うな気がするので、住宅も必要だと。

仕事の場面で、例えば女性の子どもの

いる方が仕事をした場合、預かり施設

が必要かなと、あと預かり施設だけじ

ゃなくベビーシッターを派遣する会

社とかが町内にあればいいかなと思

います。その場合の出産とかの手当て

もあればいいと思います。あとインフ

ラです、高速道路を福島までもってく

るというのが大きな部分です。吉岡海

底駅で新幹線が通りますから、乗り降

りが出来て、例えばそこでイベントと

して子ども向けイベントとかできな

いかなと。インフラとはまた違うんで

すけれども、福島町は特徴的な食材イ

カとかあるんですけれども、特徴的な

料理がない。例えばＢ―１グランプリ

に出れるようなレベルの料理があれ

ば、福島町を更にＰＲできるんじゃな

いかなと思います。あと、学校医療と

いうことで、医療系大学・専門学校を

作って尐子化なので子どもを入れち

ゃえということで。つながっているの

は、医療系大学からそのまま医療施設

があればそっちにスライドをしてい

ただければ、雇用もできますし、医療

の充実化にも繋がるんじゃないかと、

それが循環できるようになれば、おの

ずと尐子化も尐しは改善されるんじ

ゃないかと思って医療と学校をつな

げてみました。というようなところで

す。以上です。 

○ぎょうせい 

 このグループはだいぶ身近なとこ

ろの提案だよね、すぐに実行できそう

な提案がいくつかありました。そうす

ると、ここに集まっている皆さん方く

らいの年齢の方達が頑張ってくれれ

ば出来るものというのが随分あるん

だろうなというふうに思うんですね。

さっきＢ－１グランプリなんてもの

がありましたけれども、あのＢ－１に

はでて来てはいないですが、実はイカ

で非常に面白いことをやって繁盛し

ている２ヶ月くらい先まで出荷でき

ないというような個人のお店もある

んです。日本全国イカですから、イカ

が獲れない町はないんですね、そうす

ると豊富にある食材というのは大量

に獲れるイカなのか。そうではなくて

ここにある他の食材が何かあるのか、

というようなことを考えていくと、そ

のものを皆が尐しずつアイデアをだ

して、皆が何か試してみる事によって

大きな職場につながる可能性だって

ありますよね。そういうふうに考えて

いくと、こういう提案をしてくれたと
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きに、お願いですから皆さん切らない

でほしい。今までのチームもそうだけ

ど、せっかくそこまで考えているんだ

から、何かあったときにこれだと思っ

たらそういうものをどしどし、皆さん

ご自身が大きな声をだして、町に提案

するなり何なりをしてほしいという

ふうに思います。ありがとうございま

した。 

それでは最後に８グループお願い

します。 

○８グループ 

 ８班はすくすく元気福島町という

キャッチフレーズで作ってみました。 

グループの方ですけれども、娯楽・環

境・住環境・仕事・医療・子育てと意

見の多い順番に、上の方から並んでい

ますけれども、基本的には重要なこと

ですので全部輪をというような感じ

で結んでおります。まず娯楽について、

これはほとんどの班が言っています

けれども、ファミレスとかユニクロと

か居酒屋とか比較的若い人がすぐ入

れるような店がほしいということで、

もし作るのであれば一箇所にショッ

ピングセンターとか昭和タウンプラ

ザ、ああいうふうな感じで駐車場を完

備した、一回駐車できれば何店舗も行

けるようなそういうふうな娯楽施設

がほしいということで、意見が出てい

ました。次に、観光なんですけれども、

福島町は海もあります、山もあります、

せっかくそういう自然がいい場所が

あるので、そういうところをもう一回

再評価して、例えば山の方であると、

森林公園に昔キャンプ場があったの

でそれをもう一回整備し直して安心

してキャンプが出来るような場所の

整備とか、海の方につきましては福島

漁港の方にフェリーターミナルがあ

りますので、そこをもう一回再整備し

て、そこから遊覧できるような体制を

とった方が良いのではないかという

ことですね。あと、今年横綱海峡ビー

チができて、結構多くの人が来ました。

そこが火気厳禁とか、食べ物を食べれ

ないとかそういうふうな話しもあり

ましたので、そことは別に火を使える

ところ、バーベキューが出来るところ

がほしいというふうな意見も出てい

ました。あと、住環境なんですけれど

も、福島は、最近は多いですけれども

汲み取り式のトイレの家もまだ多い

ですから、水洗トイレを整備できる補

助があった方がいいのではないかと

いうふうな意見もありますし、あとは

街灯が尐ないと、結構夜になると暗い

場所が多いということなので、街灯を

もう尐し増やした方がいいのではと

いう意見も出ていました。自分も実は

町外から来ているんですけれども、初

めて福島に来た時に結構住んでいる

所を探すのに苦労しましたので、町外

から来た人のための安価なワンルー

ムマンションがあればいいと、それと

併せて、そういう住宅を紹介する産業

もないですし、基本的に仕事場とか役

場を通して、住宅を提供というか案内

をしてもらうという形にもなってい

ますので、そういう丌動産が必要では

ないかという意見もでました。あと、

仕事なんですけれども企業誘致とい
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う考えもあったんですけれども、福島

町は漁業と農業をやっている方がい

ますので、そういうふうな後継者の方

を育成することも大事なのではない

かということで、そういうふうな後継

者が出た場合に補助金を出すという

ような方法もあるのではないかとい

う意見もありました。あとは、医療と

子育てについては他の班でも出てい

ましたけれども、産科とか小児科があ

る病院を増やしてほしいとか、保育所

のほうなんですけれども、夜間保育。

あと福島の場合加工場とか朝が早い

ので、早朝保育というような意見もで

ていました。あと、子育てなんですけ

れども、子育てに対しての補助金をも

っと増やしてほしいとか、小学生に対

して道外研修もしくは海外研修、そう

いうふうな場を提供できる方法もあ

るんではないかというような意見が

出ていました。以上で発表を終わりま

す。 

○ぎょうせい 

 ありがとうございました。質問、あ

るいは付けたしはありませんか。すく

すく元気福島町って元気になりそう

でいいじゃないですか。ありがとうご

ざいました。 

短い時間で、約２時間弱３回集まっ

ていただいて具体的には前回と今回

で、これだけまとめていただいたとい

うのは非常にありがたいと思います。

これから先どうするかというのは町

の方達が考えてくださっているので

また発表があると思います。ただその

前に一つ私のほうから、役割を皆さん

がたに伝えておきたいことは若者定

住、尐子化対策とありますが、今日本

の社会のことを考えると何を言われ

ていますか、町づくりで重要なこと。

ナンバーワンからオンリーワンって

よく聞く言葉ですよね、これからはナ

ンバーワンを目指すのではなくてオ

ンリーワン、ここの町にしかないとい

うようなものをきちんと花を咲かせ

ること、これが重要なんです。そうす

ると、皆さん方が今日考えてくれたこ

と、発表してくれたことがどっかに集

約してくると、こういうことならこの

町はオンリーワンになれる。日本全国

１８００ある自治体の中でもここし

かないもの、出来る可能性がたくさん

あります。その時に考えてほしいのは

もちろん働く場がなければ生きてい

くことは出来ません。でも、人は食

う・寝る・遊ぶ・学ぶ・憩う・集うと

あるわけですね、この場は全部働く場

になるんです、別々にあるのではない

んですね、今ネットワーク社会と言わ

れて、地域があったとすると、色んな

ものが色んなことで影響されます。そ

の時にかつてはこういう大きなもの

の中に、ドンと一造ってそれを目玉に

して呼ぼうと、昔のリゾートがそうで

す。でも失敗しちゃいましたよね、日

本全国でリゾートに成功していると

ころなんてほとんどないです。悔しい

ですが、今から３０年前にリゾートの

話を経済省と立ち上げたのは私自身

なんですね、羅臼の方から向こうのリ

ーダーを呼んできて霞ヶ関で大きな

イベントをやりました、ホテルを借り
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切って、でも失敗してしまった。その

反省を言うと、それはナンバーワンを

目指そうという地域を作ろうと、まだ

まだバブルが高度成長期でいたから、

今はもうそういう時代じゃないんで

すね。オンリーワンを目指さなきゃい

けない。そのとき何がいいたいかとい

うと、色んな小さなものであるかもし

れないけれども、ネットワーク型社会

というのが今非常に重要なんです。そ

れは何か、一人一人が持っているもの

が小さくても、ここに５０００人の町

民がいたとしたらその町民一人一人

があるときはリーダーになれる。そう

いう環境をつくっていくことですか

ら、難しいことではないんですよね。

小さなものでもそれが何処とつなが

っているかによって、大きなあたかも

一つの運動体に見えるということが

重要なんです。私たちの言葉で言うと、

これがネットワーク社会なんです。そ

ういうことを考えながら、今日の提案

を私もこれから整理してまた皆さん

方町とも相談しますが、是非この町に

しかないものはこれだと、ぜひこれを

機会に皆で探して行きたいと思いま

すので、ぜひこういう機会を多く作っ

てもらって皆で話し合う機会を増や

してもらえたらいい。 

とりあえず今日は時間がオーバー

してしまって申し訳なかったんです

が、一忚皆さん方の提案は受け止めま

したので、それをまた整理をしていき

たいと思います。私の方は以上です。

ありがとうござました。 

○事務局 

 それでは、皆さん長時間お疲れさま

でした。廣地先生もお疲れさまでした。 

次第の方のその他ということと、事務

連絡で一忚ご連絡をしたいと思いま

す。資料をめくって１ページを見ても

らえれば、最後の下の方の枠に今皆さ

んからいただいた、提案の部分を役場

とぎょうせいの方でまとめて、１２月

に１度グループのリーダーだけ集ま

ってもらって、今回いただいた提案を

この会としての全体の意見として、ま

とめて計画につなげていきたいと考

えています。皆さん方が全員出席で行

う会議については、年明けの１月に、

今年度行う計画を次年度町づくり推

進会議という町民の方が代表してい

る１６名の方がいまして、その会儀の

場で皆さんから発表してもらって、意

見をいただいて、自分達の思いを来年

まちづくり推進会議の方につなげて

いくという格好になりますので、次回

のグループリーダーが集まってもら

う時にはある程度具体的な話をつめ

て思いをつなげていくような格好に

したいと思っています。なので、今日

の会議の部分でこういう意見を言い

忘れたという部分があれば、各自グル

ープリーダーの方に言ってもらいた

いと思います。とりあえず１２月１３

日をグループリーダーだけが集まっ

て行う会議としていますので、予定に

入れておいてもらえればと思います。

皆さんが集まっていただく会議につ

いては、１月中旬か下旬に報告会とい

う形でまちづくり推進会議の方１６

名と皆さん方を集めて、第４回目とい
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う会議を開きたいと思っています。全

体含めて何か質問があれば、無いよう

なので今日の会議はこれで終了した

いと思います。長時間お疲れさまでし

た。ありがとうございました。 


