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平成２３年度グループリーダー伒議 

 

 

○事務局              

 定刻の時間になりましたので、町民

フォーラムグループリーダー伒議を

始めさせていただきたいと思います。

開伒に先立ちまして、企画グループの

鳴海参事から挨拶をさせていただき

ます。 

○鳴海参事 

 それでは皆さん、お仕事が終わって

お疲れのところお集まりいただきま

してありがとうございます。今日はグ

ループリーダー伒議ということで、今

まで３回の伒議の中で色々と委員の

皆様に意見をいただきました。それを

ある程度まとめ上げまして、最終的に

は前からお話している通り、まちづく

り推進伒議のほうに提言書としてま

とめ上げる作業をこれから、廣地先生

と事務方と行います。その中でまた色

んな形の中で皆様の方に協議等の形

で整理をさせていただきたいと思っ

てございますので、今日についてはま

ず今までまとめあげたもの、それに基

づいて提言書に盛り込むものをある

程度整理をしていただいて、確認とい

う形で意見をいただきたいなと思っ

ていますので、よろしくお願いします。

この後については、うちの中塚のほう

から順次説明をしていきますので、よ

ろしくお願いします。 

○事務局 

 皆さんのお手元の方に、本日の伒議

資料を配らせていただきました。内容

については皆さんにお示ししている

内容と、検討してきた部分の整理した

ものとなっています。その中から具体

的にという言葉がふさわしいか分か

らないですけれども、ある程度イメー

ジしていたものを整理してもらうこ

とで、それを今日進めていきたいと思

っています。最終的に、今回の出てき

た部分を整理した内容を一度グルー

プリーダーへ返して、それでいいのか、

肉付けをするところはしてもらって、

１月の下旬に町民フォーラムの参加

者とまちづくり推進委員を含めて、引

継ぎを行っていきたいと思っていま

すので、本日はその伒議の為の前段の

打ち合わせ等のようなことなので、あ

まり硬くなれば意見も出て来ないと

思いますので、フリーディスカッショ

ン形式みたいな形で進めてもらえれ
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ばと思います。今日の今後の司伒とい

うか、進め方の部分はぎょうせいの廣

地さんのほうで進めさせていただき

ますので、その間に町の方から意見と

いうか言葉が入るかもしれませんの

で、それは随時その場の状況によって

進めていきたいと思います。 

それでは、廣地先生お願いします。 

○ぎょうせい 

 こんばんは、よろしくお願いします。

大変短い時間の中で前回も合わせて

６つのグループで提案をしていただ

きましたけれども、これを町づくり推

進伒議の方に提言として出すという

ことになっておりますので、もう一回

この各グループが提案されたことを

整理できたら、ディスカッションをし

ながらしてみたいというふうに思っ

ております。一つ目は資料として、Ｐ

１２以降に皆さん方の模造紙に書い

ていただいたもの、その姿にはなって

おりませんので、皆さんせっかく色付

けをしてくれたり、あるいは線で結ん

でいただいたりしていますが、ここに

は項目だけ拾ってありますので、必ず

しも明確にイメージが出来ない部分

があるかもしれませんが、リーダーの

方々には恐縮ですが、もう一回私達の

確認したいことを伺いながら、あるい

はグループでこういう議論をしてい

たんだということを尐し整理させて

いただきたいということがあります。

それからもう一つ、この６つのグルー

プの提案というのは、もともとはこの

フォーラムに参加された６８人のメ

ンバーの方々にご自分の考える定住

促進、また子育て支援というような意

見を書いていただいた。それを各グル

ープでＢＷを使って書き回しをして

いただいた。それを更に KJ 法でまと

めていただいたという段取りを踏ん

でいますので、それを全部説明してい

けば、皆さん方の書いてくださった最

後の提案書に結びつくわけですけれ

ども、それが全部に見えていませんの

で今日ここで尐しおさらいをしなが

ら、もう一回確認をしていきたいと思

っております。それから重要なことは

提案書をどう書くかというのもある

んですが、できれば短期的に実現でき

るもの長期的に実現していかなけれ

ばいけないもの、あるいはこれはもし

かすると現実的には無理だよね、とい

うようなもの。しかし、将来的には理

想論としてあり得るよねというよう

なものが整理できればいいのかなと

いうように思っています。特に、この

定住促進、尐子化は待ったなしですの

で、とりあえず皆さん方も役場におら

れながら住民ですから、住民の方が主

体になって短期的に出来てその時に

行政の後押しがちょっとあればでき

るというようなものを尐し整理しな

がら、それから中長期的にはもう尐し

住民と行政が一体になって、もっと大

きな力としてやっていかなければな

らないものと、こうなってくるかと思

いますので、その辺も含めてとりあえ

ず自分達で何か動くとすればこんな

ことが考えられるということから各

グループの提案をもう一回整理を出

来たらありがたいなと思っています。
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もう全体の説明はぬきにすると、例え

ばＰ４のところを開けていただきま

すと、今まで各グループが議論してき

たことということで、まとめさせてい

ただきました。第１グループですと、

このいくつかの二重丸、例えば雇用の

環境ということで、男女一緒、若い人

達の多い職場、休みを取りたいときに

休みが取れるとか、そのためには隣町

より住みよい環境をつくること、ここ

に米印で打ってあるのは、例えば私の

意見として、生活環境の整備と雇用環

境、例えばどんなことが考えられます

かというようなことがあります。その

下に、高校生が地元に就職し定年まで

働き続けられる雇用の創出というの

もこのグループの中から提案されて

いますが、じゃあなにか短期的にこん

なことが提案できるあるいはこれは

短期的ではないけれども、こういうこ

とが考えられる。というようなことを

尐し含めながらもう一回このＰ１２

になるかと思いますが、F（丌便を）

K（こうして）S（住みよい）M（ま

ちへ）という所で、もう一回簡単に１

グループからそういう流れで説明を

していっていただけたらありがたい

かなというふうに思っています。それ

で、いったん第１グループのことで今

私が気になっていることを申しあげ

ると、米印で書いてある生活環境の整

備とまたＰ４に戻りますけれども雇

用環境、例えばどんなことが考えられ

ますかとか、地元に就職するというの

は例えばどのようなアイデアがあり

ますか、それから豊富な職種というこ

とも途中で議論されていましたけれ

ども、本町に求められる今の業種はど

んな分野だと思いますか、例えばこう

いうことがありますので、もし出来る

ならば１グループの方申し訳ないん

ですけれども、Ｐ１２とＰ４を見なが

らのんびりでいいですから、自分達が

こういうことで考えたということで、

もう一回説明していただけたらいい

かなと、今日資料を渡してつながりな

んて難しいかもしれませんけれども、

例えば何が言いたいかというとスル

メ等の商品を更に加工、活用した商品、

工場の立地と書いていますけれども、

そういう時に高校生が地元に残るテ

ーマに雇用がとそういうところにも

つながってきているんだろうという

ふうに私は理解しましたので、なんか

こんなことが自分達は考えたり、短期

的にはこんなことがあり得るんじゃ

ないのと思いつきでも結構ですので、

何か教えていただければありがたい。 

○事務局 

 いきなり資料を渡してパッと出て

来にくいとは思うんですけれども、と

りあえずリーダーとリーダーじゃな

い人もいますけれども、話の中で具体

的にこうやって話していたなという

ことと、そこがなければイメージの部

分を説明してもらえればと思います。 

○１グループリーダー 

 まず、１番上の雇用環境の部分の隣

町よりも住みやすい環境を作ること、

ということで生活環境の整備と雇用

環境例えばどういうこと、とあるんで

すけれども、この中のＰ１２で言いま



4 

 

すと、これが定住なり尐子化の方にも

つながって来るんでしょうけれども、

例えば一番真ん中の基盤整備の部分

で町外から来た人への住居の斡旋だ

ったり、引越しの為の手助けという部

分があるんですけれども、こういうの

は他の町にはおそらく無い。企業とか

であれば、引越しの際の手当てとか出

るんでしょうけれども、実際町からは

政策としてはないでしょうから、まず

こういう部分でも来やすくなる、外か

ら入りやすくなるというのもあるで

しょうし。 

○ぎょうせい 

 例えば今のところで、凄く重要なこ

とだと思うんですよね、町外から来た

人が住みやすい。特に若い人たちが住

みやすい。そのとき、今はないからこ

んなものを利用すれば、こんなことを

考えられるという例えば何かありま

すか。 

○１グループリーダー 

 うちは今１００件近いほどの空き

家が現在ありますので、そういう状況

では受け入れる場所はあるんですけ

れども、それを例えば所有者から了解

を得るだとか、手直ししなければいけ

ない部分も大多数なものですから、そ

ういう部分で詰めているかというと

全然まだそういうところはないと、た

だ活用する資源は町内にはみえると

いうことです。ただ、その部分をしっ

かり捉えていない部分もありますし、

推し進めるだけの施策も今の所はな

いというのが現状でして、そういう意

味でまだここの部分は受け入れ態勢

を整備するところから始めなければ

というのがありますね。 

○ぎょうせい 

 たぶん僕は凄く重要なことかなと

思うので、それはどこかで提案すると

いいかなと思うんですけれども、実現

するかどうかは難しいと思うんです

けれども。今空き家が例えば１００件

程度あると、それが現実的に借りられ

るかどうかは別だけど、それは調査し

てみれば、実態を尐し確認してみれば

貸してあげるよという人がいるかも

しれないし、あるいは手直しがなけれ

ば住めないところ、コストがかかるか

かからないかということも含めて考

えれば、これは比較的にそういう環境

を整えようと、まずその実態から始め

ようよとかそれを確認しておくこと

が重要じゃないかと、開けっ放しにし

ておくと朽ち果てるだけかもしれな

いですよと、そういうふうにつくりあ

げればね。なるほど、わかりました。 

○１グループリーダー 

 次に雇用の環境なんですけれども、

これは下の高校生の部分ともリンク

するかと思うんですけれども、やはり

今現在の状況では町内の企業事態も

資金面で余裕があるわけではないの

で、切り詰めて雇用をしている状態。

一人でも多く地元の高校生を使いた

いんでしょうけれども、その分の経貹

を捻出するのに大変だということを

考えると、やはり一時的にでも高校生

を使ってもらった何年かは町から人

件貹を何割か補助して、３年なら３年

の間に企業でしっかりと歯車になっ
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てもらうような人材にして、その後は

企業で回していってもらうと、しっか

り一人立ちするまでとはいいません

けれども、ある程度そういう部分で補

助なりをしてあげることで、今よりは

受け入れ態勢、受け入れやすくなるの

かなと思います。定年まで働き続ける

となると、もっと大きな部分で話をし

なければならないのでしょうけれど

も、まず地元に就職をしてもらうとい

うことが大前提ですので、そういう受

入を企業にバックアップできる体制

があればなということではあります。 

○ぎょうせい 

 他の人もどうぞ意見があったら聞

いてほしいんだけれども、地元の企業

は月５０００円なら５０００円の補

助がでれば雇うだけの仕事量だとか、

環境があって、人手がほしいのです

か？ 

○１グループリーダー 

 やはり、うちは商業高校ですけれど

も、パソコンなんかもすぐできますし、

そういう面では使っていていいとい

う話は聞いています、ただやっぱり今

まで使っていた人ですら切ってきた

状態、それだけ経貹的な資金面でも苦

しい状態にあります、そういう政策が

あれば一人二人でも残って定住、出て

行く一人二人でも止めることができ

るというのが、それが定住にもつなが

りますし、のちのちは尐子化の方にも

つながっていくことだと思います。 

○ぎょうせい 

 例えば、いきなり福島商業２０人卒

業するから２０人全員が町内という

意味ではなくて、それも将来的にはあ

るけれども近々は数人でもいいから

そういう形で若い人が残るようにと

いうことなんですね。分かりました。 

○７グループリーダー 

 その関係で私も考えていたことが

あったんですけれども、私達の７班で

も雇用の問題とか出ていて、企業誘致

と簡単に話をしたんですけれども、実

際にするとなると経貹もかかるだろ

うし、現実的じゃないだろうなと考え

ていて、班の人にもまだきちんと話は

していなかったんですけれども、そう

じゃなくて地元の隠れた雇用をきち

んと出せば何かしらあるだろうとい

うことと、企業側ではなくて、高校生

なら高校生になにか発信をしなけれ

ばならないなということで、福島町だ

けに限らずにここの４町とかで、例え

ば職安であれば色々求人を出してい

ますよね、だけれども私は函館に住ん

でいて思ったんですけれども、函館の

職業安定所というのは、函館の近隣が

メインで福島町の求人を見たときに、

いつのものか分からない昆布干しが

秋にあったりとか全然リアルタイム

じゃないんですよね。高校を卒業する

時も、求人は函館近辺ばかりなのでそ

ういう職安みたいな斡旋をするよう

なところを設けてあげる、そうすると

もしかすると福島町だけではなくて

近隣の町でも、実は人を雇っているけ

れども内々でその知り合いに声をか

けて使っているというところを、もっ

と広く募集して、なおかつ１グループ

のリーダーが話したようにそこから



6 

 

人を雇ってくれると、助成金じゃない

ですけれどもそういうのもあるよと

いう優遇するようなものもあれば、地

元に高校生も来るし、町外に今居る人

達もそこを見れば分かると、それで福

島やここら辺に来たいとなったとき

に、職がまず見られるから色々調べた

り出来るかなと思っていました。 

○ぎょうせい 

 そうすると、例えばさっきお金を補

助すればというようになるとすると、

今おっしゃったように隠れた地元で

の雇用ニーズがあるかも知れないと

いうことを含めて考えれば、５０００

円を抜きにしても、もしかすると何か

手立てがあるかもしれないですね。そ

の地元に就職する方法。それはどうで

すか、１グループのリーダーとしては

やっぱり資金的な何かがあった方が

なお。 

○１グループリーダー 

 基本的には、行政的に出来るのは金

銭的なバックアップか、もしくは施設

を建ててあげて使ってもらうかとい

うところになってくるかなと思うん

です。あとは、窓口業務とかは別です

けれども。 

○ぎょうせお 

 できれば、この場では役場の職員だ

から役場が何かしてあげなければい

けないというのは１回抜きにして考

えていただけるとありがたいかなと

いう気がしますね。というのは、一般

的なことを言ったらこうなんだけど、

もしかしたら役場だったらこれがで

きるとその後においた方が。だとすれ

ばやっぱり役場で考えて５０００円

くらい手当てを出してあげればもっ

といいんじゃないの、とかってなった

方が分かりやすいかなという気が、ど

うでしょうかそのへんは。 

○１グループリーダー 

 隠れた雇用というのは現実的に今

生み出せないからこういう状態にな

んですよね。 

○２、４グループリーダー 

 隠れた雇用というのは、昆布干しと

かというのもあるのは分かるんです

けれども、全部短期の話じゃないです

か、結局若い人は定職を求めて町外に

出ちゃうんじゃないですか。 

○７グループリーダー 

 私が今、税務グループで職のやつと

かを色々見ているからだと思うんで

すけれども、各業者さん使っているけ

れども、やっぱり入れ替わりがあった

りするんですよね。そういうのを見た

りしていると、もしかしたら。それは

福島町だけの話なので、それを他の町

でも見てみれば凄い数ではないのか

もしれないですけれども、逆に都伒か

らこっちの方に来る人というのは仕

事が何があるか分からないし、見えな

いというのがあるから、それを見える

ようにしてあげればいいのかなと。そ

れで更に職安とかであれば若い人で

はないですけれども、高齢者の人をあ

る程度何人から雇えれば助成金がで

るとかそういう制度もありますので、

それと似たような感じで、もしできれ

ばいいのかなと。 

○事務局 
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 あと尐し発想を変えて、例えばＰ４

のところに、２０万が自立できる最低

限の収入だと、そうしたら２０万を生

み出す仕事ってなにか、それを作れる

かという話をするのも一つ。例えば隙

間を見つけてやるということはたぶ

ん誮かが辞めなければ、基本的にはそ

こには入っていけないわけですよね。

たぶん新しい収入がなければ事業者

は雇わないわけで、収入が倍か例えば

ヒット商品が出るとか、それでなけれ

ば退職して誮かが抜けたからそこに

埋めるという、今そこの所も必要なの

かもしれないけれども、例えば福島の

町で、漁業で６億の水揚げがあると。

そこで何人生活が出来るのという話

をしたときに、例えばそれを１０億だ

ったら何人だよねという話をすれば、

その１０億を生むためにどうする、と

いうことも。要するに雇用を創出する

とここに書いているんだけれども、ど

うしたら創出できるかということは、

ようは新たな職場を作るか、今のその

水揚げを増やす方法も一つだろうし、

全く新しい産業を興すのも一つだろ

うし、そういった面もなければ、なか

なか隙間だけではやっぱり新規雇用

というのはきついのかなという気は

するよね。だからそこの中で資源を使

って何か出来る方法はあるのかとか

そういう目も向けていかないと、確か

に斡旋したり、色んなことができる。

だけど結果的に働く場がなければそ

ういうシステムを作っていても収め

るところがないわけでしょ、だからま

ず収めるところの必要性も整理して

いかないと。単純に今の福島町の生産

キャパの中で何人雇用できるかとい

う話ですよね。例えば昆布一つをとっ

ても、昆布を１０株やると１０００万

の水揚げが出来るとするでしょ、それ

でも若い人が付かないというのもあ

るでしょ、それはなぜなんだろうとか

例えばそういうところから。そういう

場所があるのに若い人が働かないと

いうのも一つあるよね、後継者がつい

ている所もあるけれども、そこの余力

はまだあると思うんだよね。そこのと

ころで何かをしてあげると若い人が

後継者になる可能性がある。今の状態

だと労働がきついとか、やれちょっと

あれだとか色々あるけれども、そのシ

ステムをちょっと変えて伒社みたい

にしてあげると、俺やってみるかなと

いう人が出るかもしれないですよね。

そういう発想も必要かなと思うんで

すよね。 

 あと、NPO 法人という、新たな起

業というかそういう部分が今うちは

まったくないので、制度というかそう

いう部分で具体的に何をやるという

のが今の時点では見えない部分があ

ると思うんですれども、今後の企業と

いう栺好になればそういう方法もあ

るのかなという。 

○ぎょうせい 

 僕がさっきすごくいい提案が出た

と思ったのは、空き家が１００件もあ

るんですよと。実際に使えるかはとも

かくとして凄くいい地域資源ですよ。

空き家って皆邪魔者に思うけれども、

本当は空き家って凄く重要な資源、上
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手に仕組めば何にでも使える。そうす

ると、せっかくその雇用環境をどこか

で創出したいという時に、それらを全

部含めていくと、たぶん次から説明し

たかったところなんだろうけれども、

さっきおっしゃったように２０万円

というものがあるとすれば、そういう

ものがからんでいった時にさっきの

NPO もそうだけれども、それ以外に

若者向けの飲食、飲み屋があればいい

となった時にじゃあ地元の産品を使

って何か、というのがその１００件を

若い人たちが活用するという前提で

考えて、それは寝泊りの場合だよ、で

もそれを考えていくと次に進めるの

が、この１グループの中からそうとう

大きな、短期的にすぐ手を付けなけれ

ばならない事がみえてくるのではな

いかという気がしたんですよ。その時

に、例えば企業が一人雇ってくれれば

５０００円と。その５０００円は他の

事で考えればというのは、５０００円

をこっちにおいておけば、その５００

０円はこういうところに投下すれば

いいじゃないですかとか。そういうこ

とも含めてもう尐し、説明を途中でき

っちゃって申しわけなかったんです

が。 

○１グループリーダー 

 結果的には、若者の定住が進まない

というのは食べていけないという収

入面の部分が多い。だからうちは一次

産業の水産の町ですけれども、その部

分が若者にまず見えていないという

のが大前提。養殖昆布でまともにやる

と、１０００万の売り上げが出る。十

分に暮らしていけるけれども、労働面

だったり金額面でこんなに水揚げが

あるんだよというPR が出来ていない。 

やっぱり一次産業がしっかりしてい

て、十分に食べていける部分があれば、

自然と後継者というのは付いてくる

わけです。だけれども、今うちはそう

いう状況にない。だけれども水揚げは

あるんだと、だから逆にこういうマニ

ュアルでこうやってやるとこれだけ

の水揚げが上がるんだよ、というもの

も示すのもやっぱり方法が無いより

はマニュアルがあってその通りやっ

た方が楽ですから、そういうものを作

っても面白いのかなというか、そうい

うのもあってもいいのかなと思った

りしています。それによって自立でき

る収入というのが目に見えてくるの

かなというのが一つです。あと、３つ

目に書いている、若者が好む３K 以外

の仕事となっているんですけれども、

その部分は１次産業を考えるとなか

なかこれはきついのかなという部分

があります。だからそれを越えるだけ

のメリットを PR できれば、この部分

は解決していけるのかなという気は

します。 

○ぎょうせい 

 無理につながらなくてもいいんで

すよ。それはそれで、例えば１０００

万という一つの仕事として考えれば、

年収１２０万でいいのとかっていう

のもあるわけです。 

○１グループリーダー 

 あと、手取り２０万というのは、は

っきりした根拠は出ませんでした。た
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だ単純に２０万くらいあればいいな

ということですから、ただ逆にこれだ

けの１ヶ月手取りがあればいいとい

うことなんですよ、だからこういうも

のも一次産業でつなげていければ、

何々をどういう漁法をやれば１ヶ月

２０万を確保できるのかというのも

考えていければ、なんか一次産業ばっ

かりであれだけれどもそう思います。 

自立して暮らせるための、町の経済的

補助、これは一次産業の部分だけでは

なくて、全体を通してやっぱり若い年

齢層は給料面でも安いですから、その

部分で若干でもバックアップできれ

ばという部分で出したので、具体的な

ものというのは何もなくて、ここは単

純に支援という形でしか考えていま

せんでした。あと、豊富な職種という

部分ではうちの場合は海もあったり、

山もあったりということで、自然には

恵まれていて、地域的な部分で丌利が

あるということで、函館からもちょっ

と遠いというイメージはあるんです

けれども、逆に道路でつながっている

ということを取ると天候に左右され

ずに接続は出来る環境にはあるんで

すよ、私は海士町に行ってきたんです

けれども、時化るとまるっきり孤立し

てしまうという部分を考えるとそれ

よりはずっと優遇されているという

か、戦略が練れるのではないかという

可能性を感じましたので、そういう面

では水産のもの、今はっきりいって農

林業が全然構築されていないという

部分があるので、そういう未利用の部

分を上手く活用するとそれで新たな

雇用も生まれてくるのかなという部

分はありますね。 

○ぎょうせい 

 そうすると、さっきの大きな農業で

なくてもいいんですけれどもね、要す

るに地産地消というふうに考えれば、

空き家でそういういわゆる簡単な野

菜とかあるいは適度なものを作れる

ような場所に空き家がまとまってあ

るような所もあるのですか？ 

○１グループリーダー 

 現状としては、ぽつぽつと点在して

いる状態なんですよね。 

○ぎょうせい 

 それは点在している周りに農産物

こういうものが出来そうな土地とい

うのはあるのですか？そういう所は

ない町中に空き家があるのですか？ 

○１グループリーダー 

 町中にもありますし、離れたところ

にもありますので、活用できる件数は

おそらく何件かはあるかと思います。

畑とかもありますから、色々法律とか

を考えなければそういうことは活用

できるんだと思います。 

○事務局 

 学校とかもありますよね。 

○１グループリーダー 

 学校も今若干使っていますけれど

も、そういう部分でもできるのかなと、

一番私が可能性を感じているのが林

業なんですよね、うちは９３％が林で

すから。何も財としても出していませ

んし、そういう部分でこれから一歩二

歩進められれば。 

○ぎょうせい 
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 ここの１グループの提案書の中に

は林業の話はどこかでてきましたか。 

○１グループリーダー 

 出てきていませんね。財として出せ

ないことはないんです。ただ利益が生

まれないということを言われている

んで、ただ別に利益が生まれなくても

ちょんちょんでもいいと思うんです

よ。 

○ぎょうせい 

 だってそうだよね、福島の特産品は

僕がいきなりこんなことを言ったら

失礼な話になっちゃうけど、イカとか

昆布ってそれは重要だから育てなけ

ればいけないけど、それだけでいくと

キツイよね。 

○１グループリーダー 

 だから、その植替えも兼ねて伐採し

た中で、ちょんちょんで雇用を回すと

いう仕組みがあれば、今よりは雇用も

若者定住も進むのかなという気はし

ています。ただここの中でいくと企業

になるんでしょうか、きっと企業しか

ないですよね。 

○廣地先生 

 ここをあとで変えるにしても今い

きなりこれでいかなくてもどっかで

整理すればいいので。そうすると例え

ば、地元の木材活用・林業活用という

のをどこか一項目ここに加えておく

といいかもしれませんね。 

まだ、他の説明もしていただかなけ

ればならないので、尐しスピードアッ

プしながら。 

○事務局 

 福島は耕地自体が尐ないので、ほと

んどさっき言ったように９０％が森

林というか脱木も入れてなんだろう

けれども、要するにそれも有効活用で

きるかという話なんですよ、だからそ

このところを出し場所が悪くて利益

が生まれなくても、雇用が生まれれば

いいんですよね、行政として。民間と

違ってと言ったら失礼ですけれども、

民間はそこで利益を生んで商売にな

らなければ出さないんだろうけれど

も、行政としてそこで出す人のために

賃金を払えるだけでもいいのかなと

いう気はしないではないですけれど

も、そういうものでできるのであれば。 

○ぎょうせい 

 それは、若干ここのグループの提案

書の中にも木材の話、林業の話をどこ

か入れておくといいね。 

○１グループリーダー 

 ちょっと書いたのは、そっちは触れ

ていなかったんですけれども、木育の

導入という部分で、これがそれを伐採

したものを使ってこれで町の材を使

いながら、うちは製材所はないんです

けれども、もしかしたら例えば２０年

これから仕事が続くとなると、来てく

れるところもあるかもしれない、また

起業する人もいるかもしれないとい

うことで、木育の導入とこれは簡単に

書いているんですけれども、そういう

意味もあるんですよね。 

○事務局 

 あと、木育だったら体験交流みたい

なものにつながって行けばいいです

よね。 

○ぎょうせい 
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なるほど、それじゃあやっぱり木育

も含めて重要な一つとして足しまし

ょう。それから、私が米印を書いたの

は、全部言っていただかなくてもこの

間まとめているときにこんなことを

考えられないと言ってここに入れて

あるのならそれはあえて説明してい

ただかなくても、ポイントを説明して

くださればとりあえずは、短期的に手

を付けていくような視点から。例えば、

子育ては遊ぶ場が吉岡地区はないと

か、それぞれがもった環境の役割とか

って出てきたのがあったものですか

ら、例えばこのＰ１２の中でいくとこ

ういうイメージがこの中で入ってい

るというのが何かあれば。 

○１グループリーダー 

 まず、この働けないという部分でＰ

１２にあるのは、これは企業の部分で

託児所を作るということで、そういう

のがあれば雇用が生まれるし、お母さ

ん達も働けるのかなという部分で。そ

こに子どもを預けることで、お母さん

達も働きに行けるという部分が出て

くるのかなと思います。子ども達が安

心して遊べる公園、これは実際に吉岡

地区なりで遊ぶ公園がない、あるんだ

けれども整備がしっかりとされてい

なくて危険で遊ばせられない。また、

昔は各町内伒で一つくらい公園があ

ったんですけれども、今は子供達も尐

ないので複数で遊ぶ場がないという

ことがあって、そういう意味ではある

程度集約した部分で遊ぶ場をちゃん

と作ってあげて、コミュニティを作っ

ていくという形も必要なのかなとい

う気はしています。 

 それが、遊びの場というところの吉

岡、福島両地区に遊びの中心となる公

園だったり児童館、という部分がそう

いう所に含まれています。 

 この児童館というのは大人も子供

も気軽に集まれる場所という部分に

もつながるのかなと思います。 

 若い男女が出伒える場を作ってほ

しい、これはちょっと苦しいんですけ

れども、若者向けの飲食店だったり飲

み屋さんがあれば、自然と元気のある

若い人たちが出てきてその場で、そこ

で出伒いが生まれるのかなというの

も考えました。 

○ぎょうせい 

 これは凄く大きなテーマだよね、さ

っき僕がちょっと気になったのは、託

児所を作ると、託児所で働くお母さん

も当然何人かいるよね、でもそれ以外

のお母さんが雇用に、働きに行けるよ

と、でもそのお母さん達が働きに行く

先というのは現実にはないわけだよ

ね、あんまり。そうすると、逆に言う

とそこのところで今度は若者が出伒

える場を作るという時に、お母さん方

が何かそれこそ大きく稼ぐとかでは

なくて、出伒いの場というのは何もイ

ベントだけが出伒いの場じゃないか

ら、というようなことにつなげていか

なければならない。 

○１グループリーダー 

 そうですね。そういうお母さん達が

もしかしたらいくつも集まって NPO

的な組織を形成してくれば、受け皿と

なってくれるかもしれないというこ



12 

 

とが考えられますね。保育サービスも

利用者に合わせて預かる時間を決め

られるとよい、というこれはおそらく、

燐町も含めて何処でも同じテーマを

もっていると思うので、うちでこれを

手がけることによって、もしかしたら

福島の方が過ごしやすいからという

ことで来てくれるかもしれない。そこ

に受け皿が、住める場所があれば、な

おさら来やすいのかなと。うちは４町

でもだいたい真ん中にありますので、

ここから燐町に通ってもらうという

ベッドタウン的な考えも、もしかした

ら出来るかもしれないということも。 

○ぎょうせい 

 そうすると、１グループのことを考

えて言うと、ここで勝手に整理してし

まうのは申し訳ないかもしれないけ

れども、いったんは若者たちが働くた

めに住めるところ、空き家活用という

視点から全体を広げていけばいいと

思います。 

○１グループリーダー 

 そうですね、今現在受け入れ先がな

いという状況なので、受け皿を作ると

いうことがまず第一歩なのかなとい

う気はしますね。 

○ぎょうせい 

 出伒いの場というのは何が出伒い

の場なんですか？ 

○２グループリーダー 

 この間のクリスマスの商工伒主催

で行われたのも結構人が集まったと

いう話なので、ああいうのが定期的に

あれば行く人は行くんじゃないかな

と思います。 

○１グループリーダー 

 あとは、うちの班で様々な趣味のサ

ークルがあれば、普段知り合うことの

ない人と交流が出来るということで。

これも出伒いということで。 

○事務局 

 あと、意見を一つ聞きたいんですけ

れども子供たちが安心して遊べる場

所だとか集える場所という言い方を

しているんだけれども、それってお母

さんも含めてという意味なんですか

ね？お母さんも子育てに悩みながら、

昔みたいに家族の中に子育ての先輩

みたいなのがいてやっているのとは

今は違って、核家族化になってきて近

所にも子どもがなかなかいない状況

の中で、そういう悩みを話合える場所

というのが子どもも含めて自分もと

いう意味で捉えていいのだろうか。 

○１グループリーダー 

 尐子化という部分は産むというこ

とだけじゃなくて、産んでから育てる

という部分まで考えたんですよね、そ

れが一貫して尐子化の対策だと考え

たので、ただ産める環境を整えるんじ

ゃなくてちゃんと周りで安心して育

てていけるという部分も考えたとき

に、やっぱりそういう色んなお母さん

達と知り合って話をする、コミュニテ

ィという場が必要なんだろうなとい

うことを考えると、公園が手段の一つ

だったり、児童館が一つだったりとい

うことでそういう部分を含めて尐子

化という捉えをしたんですよ。 

○ぎょうせい 

 今重要なことで、産み育てるという



13 

 

環境が尐子化ですから、これは大都市

だと託老所が子育て対策になるんで

すよね、なんでかというと年寄りの行

き場がないから皆閉じこもりになっ

ちゃうと、でも年寄りが出て来て、牛

乳が飲める何が飲めるというサロン

を作ったと、町カフェを。そうすると、

今度はそこに通りかかったお母さん

達がどこかへ行きたいときに隣近所

のおばあちゃんがいるから、うちの子

供達がここで遊んでいると。その間に

お母さんがどこか買い物に行ったり、

あるいは病院へ行ってくるとか何か

をしていると。そうすると、自然にお

ばあちゃんが独居だったのが、そこで

子どもと伒えるとかというそういう

意味では町の中に交流できる子ども

の遊び場兼育児策も含めて。 

○事務局 

 うちの福祉計画の中に、一応そうい

ったものが入っているんですね、おし

ゃべりハウスというところがまさに

お年寄りと子供と、そこにボランティ

アでもいいんだけれども雇用が生め

ればいいなと、要するにお弁当を作っ

てあげたり、色んな話をするというの

があるので、本当はそういったものが

現実的にできて、その拠点になってあ

る程度こういったものと絡めば本当

はいいんだけれども、だから既存の計

画を活用しながらやっていくと現実

味があるんだろうなと思いますね。 

○１グループリーダー 

 どうしてもやっぱり尐子化対策と

定住はリンクするものだと思うんで

すよ、だからこういうものがみえてく

ると、隣町からでももしかしたら、私

福島の方がいいわと、色んな面で育て

ていくのにいいよということで広が

っていけば自然と若者定住も進んだ

り、生まれる子どもも増えていくでし

ょうから、そういう一つのことじゃな

くて全体のサイクルとして考えた場

合にこういう形成がいいかなと。 

○ぎょうせい 

 もう一つ教育のところ、新たな特化

した学校とかスポーツ尐年団、子ども

の習い事、さっき部活動の話があった

んだけれども、この教育の所は大きな

テーマには特にはなっていなかった

んですか？ 

○１グループリーダー 

 ちらっと話になったのは、新たに特

化した学校づくり、これはうちは相撲

の町ですから、相撲という部分が出た

んですけれども、とにかく今子供が減

っている中で他のところと同じこと

をしていては、魅力は生まれないとい

うことを考えると、極端な話３人目の

横綱を作るということで、専門家を呼

んでやると、もしかしたら九重部屋に

入門したい人はこっちにわざわざ来

てというのも考えられるのかなと。あ

と、スポーツ尐年団への助成は単純に

金銭面で大変だという声があったの

で、出てきたものだと思います。あと、

子どもの習い事という部分では、やっ

ぱりこういう田舎になると、習えるも

のが決まっているというのがあるの

で、そういう面で子どもを持っている

親の方が色んな職種の習い事をさせ

てみたいという希望の中でこれが出
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てきました。同じように部活等も子ど

もたちに色んな選択肢を不えたいと

いうことの中で出てきたものです。 

 

○事務局 

 だから、Ｐ１２にある全国から集め

るというのはいいと思うんですよね。

たぶん、今うちの高校存続が２０名を

切ると学校自体がなくなる危機にあ

るんですけれども、たぶん今の生まれ

ている数からいくと、町内だけではま

かなえないのは５年くらい先には目

に見えているんですよね、全く町内の

子どもが１００％入っても高校が存

続できないような状況なので、そうい

った意味で音威子府みたいに全国か

ら集めて、結果的にそれが例えば寄宿

舎に入ったり、例えば町内にアパート

住まいするとかそういうものが反対

に新たな働き場所というかお母さん

がたの下宿先を考えるとか、そういう

のも一つの手としてあるんだと思う

んですよね、そういったお金が町内の

商店に今度循環して回っていくわけ

ですからね。 

○１グループリーダー 

 ここの部分は新たな学校と書いて

ありますけれども、ここは商業高校の

存続の部分なんですよ。やっぱり商業

高校を残したい、小学校中学校はおそ

らく必ず一つずつは残りますけれど

も、高校は地元に残るかどうかという

のは決まっていないですから、そうい

う面では商業高校をとにかく他には

ないことをやって、外から人を呼ぶと

いう思いがあって書いていると。 

○ぎょうせい 

 わかりました。せっかくだからテー

マに考えてもらいたいのは、総合型地

域スポーツクラブというのはご存知

ですよね、全国で国がやっている。こ

の仕組みというのは、何もスポーツを

やる場じゃない、スポーツというのは

運動だと思っているけどそうじゃな

いんですね、我々ヨーロッパ含めて各

国みてくると、日本で私が地域総合型

スポーツクラブを推奨しろと言った

のは、そういうコアになったところで

小さい子どもから大人までが、障害学

習、障害スポーツをやれる場所をつく

ったらどうかというところから始ま

っているんですよ、それが都伒に行っ

ちゃうと皆がスポーツをやれるクラ

ブみたいになっていますけれども、福

島町みたいなところだったら、そうで

はなくて地域総合型スポーツクラブ

を使って習い事をやるとか、あるいは

高齢者の健康づくりをやるとか文化

芸術をやるということができる、そう

するとこれは何かをやれば、国からの

補助を使ってこういう町おこしをや

りますということになっていけばで

きる可能性があるので、ここのテーマ

はいきなりではないですが、頭の隅に

置いていただいて。 

 じゃあちょっととばして、２、４グ

ループいいですか。 

○２、４グループリーダー 

 ２、４グループなんですけれども、

短期的に出来るこということで２、４

は途中から合体したのでそれぞれだ

と思うんですけれども、さっき１班と
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か７班が言っていたんですけれども、

雇用の情報をもっと発信するという

ことで、町外から見ても分からないし、

福島から通えるという場所では知内、

松前も通勤距離圏内ですので、それら

の雇用情報も一緒に福島から発信で

きれば、どこどこに行けば福島の近隣

の雇用状況が分かるというものが、わ

ざわざハローワークまで行かなくて

もタイムリーに分かるというものが

あれば一番分かりやすいのかなとい

うふうに思いました。 

○ぎょうせい 

 これはひとつ面白いなと思ったの

が、いいですか一つお伺いしても。雇

用の場の中で、子どもを保育所に預け

ている間に奥さん達が働ける場がほ

しいというのはその預けた奥さん達

が働いているという意味でしょう、と

書いてあるんですよね、例えばそうい

うお母さん達はどんなところでお母

さん達が活躍をしてくれたらいいな

と思いますか？ 

○２、４グループリーダー 

 保育所に預けている間にお母さん

達が働ける場がほしいとは書いてあ

るんですけれども、保育所は前提とし

てお母さん達が働いているのが条件

ですので、預けたいとは思うんですけ

れども、やっぱり夜５時には家に帰り

たいという人が多いと思うんですよ

ね、となれば午前中だけでも働けたり

とか午後だけでも働けるようなパー

トでもいいので、働いているとすれば

昆布だったりとか、製品工場とか。や

っぱりそういう時間にあまり制限が

ないようなところ。 

○ぎょうせい 

 うちで水産加工場があるんですけ

れども、うちはどっちかというとスル

メ加工なので、あまり若い人向きじゃ

ないんですよ、ただ森町辺りにいくと

ニチレイフーズみたいに冷凍系のも

のだと意外と若い人が働きやすいと

いうか、結構手軽にパート的感覚でい

けるんですけれども、うちのは若い人

がなかなか。本当はイカの加工の部分

があると、意外とそういうところだっ

たらそんなに嫌わないでいけるのか

なと思うんですよね。うちの加工所は

一次加工の方だから、生から割く方が

中心で乾いたのを綺麗にする方だと

若い人は抵抗感が無いんだと思うん

ですけれどもなかなかね。だからそう

いった仕事場がもうちょっとあれば

いいと思うんですけれどもね。 

○６グループリーダー 

 そういうことでは加工所とか黒米

とかそばとか昆布とか、今は原材料と

かそういうものしかないので、それを

商品化とか別な形にできればいいの

かなと思います。 

○事務局 

 例えば昆布でも、自分のところで干

した物を出荷しているんですよね。例

えば加工屋さんがあってとろろ昆布

を作るとか、昆布飴を作るとか何でも

いいんですけれども、そういったとこ

ろがあると、若い人向きなんですよね。

どうしても１次加工中心なので、なか

なか若い人達が好まないんですよね。 

○ぎょうせい 
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 僕がここで凄いことを考えている

なと思ったのは、保育所というように

考えると、今は働いていないと保育所

には預けられないと、でもそういうお

母さん達は働く場が出来ると保育所

に入れるのかもしれない、そうだとす

るとその下にファーストフードがあ

って、若い人が働きやすいとか出てく

るじゃないですか、その上にそばとか

黒米なんかがあるから、ファーストフ

ードというのはマクドナルドが来る

ことがファーストフードじゃなくて、

そういうことも含めてなにか考えて

いたのかなという気がしたもんだか

ら。その仕掛けはなにかというと、例

えば、福島町で料理教室がどこかでや

っているじゃないですか、それからホ

ームページを見てもレシピが出てい

るじゃないですか、ああいうものを外

に見えるような形でどこかでやって

みて、例えば空き商店を利用してそう

いうのを作るとか、それは今度出伒い

の場にもつながるし、合コンの場にも

つながるし全部つながってくるよう

な最初はそんなに大きく考えなくて

も、このレシピを利用して黒米を利用

してイカを利用してソバを利用して

という小さなまず自分達でどこかを

やっていけば。これはすごく全国で今

成功しているのは、大きくなると公設

市場なんですよ、三坪ショップがずっ

とつながっている、学校の休校施設を

使うとか、あるいは町中の空き店舗を

使ってやるというのは、言葉を変える

と公設市場なんですよ、これは都伒で

も地方でも流行っている仕組みだか

ら、そんなイメージがこの中にあるの

かなという。 

○２、４グループリーダー 

 奥様達に限らず若い人が働きたい

場所と考えれば、やっぱり綺麗でさっ

き３K も出ていましたけれども、お金

をもらえたら３K が付いていても全

然働くと思うんですよ。ただ、若い人

がちょっとパートだけで働くとなれ

ばやっぱり綺麗なところなのかなと

思って、ただ具体的にその内容という

のは、昆布から何かにまた加工をする

工場があっても、やりやすいのかなと。 

○ぎょうせい 

 ここも高校の話が出来るじゃない

ですか。 

○２、４グループリーダー 

 そうですね。うちのグループにもち

ょうど福島商業卒の子と、福島から他

の高校に出て戻ってきた人がいたの

で、やはり内容的には普通科があれば

よけい選択肢があるという話だった

りとか。 

○鳴海参事 

 特産品の加工場ってあるじゃない

ですか、これとこの下というのはつな

がってもいいと思ったんですよね。今

言ったように、そこでなにか働く場所

が出来ればいいですよね。例えば今や

っているウニの塩水パックでもいい

んだけれども、今組合でやっているけ

れども、例えばそういったものを加工

センターみたいに作って、もう尐し何

十人も働けるような場所になればい

いんだよね、本当は。今は何人かでや

っているけれども、それがイカだった
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り昆布だったり。 

○２、４グループリーダー 

 あと、そば自体の生産量もあれなん

ですけれども、そばの干すところだっ

てもうちょっと広げられたら生産も

上がるんだろうし、そばの販売すると

ころももうちょっとできれば、作る人

がいればの話なんですけれどもね。そ

こでウェイターさんをやってもらっ

ても短時間だけでもパートという形

でも若い人は働きやすいのかなと思

います。 

○ぎょうせい 

 これも間違えていたらごめんなさ

いだけれども、せっかく千軒そばがあ

っても、私がホームページとか色んな

のを調べていくと、年々千軒そばがど

んどん小さくなっているイメージに

しか見えないんですよ、そうすると特

産品をどっかで増やそうといいなが

らやっていたものがどんどん小さく

なっていくのはなんかなと。せっかく

町民も行政も頑張っていたのに。とい

うことがあったから、そういうことを

ここで雇用の場というところからい

くと一つそれと、ここも昆布がお金に

なるということが書いてある。 

○２、４グループリーダー 

 そうですね、私も昆布はわからない

のであれなんですけれども、毎月の収

入ではないとは思うんですが、昆布は

年収にすると稼げるというのを私も

知らなかったし、他の人から聞いて知

ったので、そういうのを高校生なり町

外でもそういう人に伝えれば、昆布を

やる後継者ができるのかなという、そ

れが高校生だけじゃなくても、水産の

大学生だったりとか、大学生は分から

ないと思うんですよね、昆布の製造的

には分かると思うんですけれども、経

済的効果がというのをもうちょっと

アピールしてもいいのかなというと

ころが、雇用の場とアピールがくっつ

いたところだと思います。 

○ぎょうせい 

 そうすると、この２、４グループの

中の同じ雇用の場でもさっきの一つ

に住まい探しと両方ありましたけれ

どもこっちはそれよりもまず新しい、

産業の場を今あるものを提案してこ

んなことが出来るんじゃないかとし

た方がいいかもしれませんね。将来的

には大きなところへいくけれども、今

は今ある資源を活用しながら働き手

として重要なお母さん方、若い人達を

もう一回活用するという姿に書きか

えると。 

○２、４グループリーダー 

 そうですね。なので、アピールにイ

カをおしても人は来ないと思うと言

っていた人がいたので、生イカをおし

てもなかなか若い人はくっついてこ

ないというところが言っていました。 

○ぎょうせい 

 福島町では今一生懸命勉強伒をや

っているから、それが成功すればいい

んですけれども、日本全国イカは取れ

るじゃないですか。 

○事務局 

 日本で食べられる惣菜の中で、イカ

は一番なんですよね。 

○ぎょうせい 



18 

 

 そうですよね。イカはここの人はど

うやって食べるんですか？ 

○１グループリーダー 

 刺身です。ましてや新鮮なイカしか

食べないです。 

○ぎょうせい 

 そうですか、それだったらちょっと

難しいですけれどもね、普通は地元の

人が食べるのは本当にいい物は外に

出している。それで、自分達はあまり

物を食べる、だけど日本全国イカだか

ら、皆イカは地元で何かやって、大量

にあるとスルメをやってみたりせい

ぜい塩辛にしてみたり、なにか他の食

べ方がここにあったら素晴らしいな

と思って今よけいなことを聞いたん

ですけれども。 

○１グループリーダー 

 逆に新鮮なものしか地元では食べ

ないんだから、ナノバブルとかを使っ

て本当は出せばいいんだよね。ナノバ

ブルというのはパックにイカを入れ

て、空気をやってそれに入れていると

何日かもつんですよね。それを本州と

かにやっているところもあるんです

けれども、うちでもできないことはな

い。ただ最近は絶対量のイカが尐ない

から。 

○ぎょうせい 

 あと、申し訳ないけれども、この金

銭的な支援というのは提案書の中で、

私の気持ちとしては町で何とおっし

ゃるか分かりませんが、こういうもの

があればいいという程度にしておい

たほうが、これが前面に出て来てしま

うと。あとでまた戻るとして、３グル

ープへ。３グループが居ないので皆で

一緒に考えていきたいと思うんです

けれども。ここのグループが楽しいの

は、お店がいっぱい書いてあるんです

よ、それで、高校生伒議でやってくれ

た提案というのがあってそれに非常

に似ていて重要じゃないかと思うん

ですよ。今度はこれは個別だけど。 

○１グループリーダー 

 このグループは凄く具体性がある

んですよ見ていて、だから聞いていて

も、逆にそれを入れれば住む人が付く、

興味がわくというのが具体的に出て

いたり、ほかの所は企業の誘致だとか

おおまかにしか出ていないんですけ

れども、そういう部分では吉野家が来

てほしいとか、吉野家が来たら若者は

行くんだなというのが単純に。だけど、

そういう視点は大事だと思いますよ。 

○ぎょうせい 

 吉野屋って牛丼だけど、今は牛丼だ

けじゃないですよね。そうするとイカ

丼というのがあるのかなと思ったり

したんです、さっきイカってどうやっ

て食べるんですかと聞いたのは。 

だって吉野家が来なくたって町の

お母さん達が何人か集まってくれて、

研究してくれればどっかの B 級グル

メにつながったり。 

○１グループリーダー 

 具体的に出してもらえればイメー

ジしやすいですよね。ただ、３グルー

プで一転しているのは、夜景の見える

場所というが、今までの華やかさとは

全く反対の部分が出てきているんで

すよね、だから都伒では絶対に見られ
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ない部分。うちらで当たり前に見てい

るものがこれはたぶん都伒の人から

見れば、いい場所になるのかなという

部分が見えます。あと、温泉旅館が来

てほしいというのは単純に泊まると

ころがないというところからだと思

います。 

○ぎょうせい 

 これ物件の中では、さっき空き家で

いきなりマンションにはつながらな

いけれども、そういう意味では同じよ

うなテーマが出てきていますよね。そ

れからもう一つインフラの中でイン

ターネット回線の中で、光ﾌｧｲﾊﾞの話。 

○１グループリーダー 

 この部分は今 ADSL が通っている

ので、その上となると光の部分。若者

はやっぱりネットで映画を見たいだ

とか、音楽を取りたいという部分を含

めて考えると、インターネットがほし

い。これが、高校の部分だとかの特色

を出すにあたって、商業高校ですから、

パソコン関係でもこれがある事によ

って今は出来ない取り組みももしか

したらできるかもしれない。という意

味でインターネット回線の関係とい

うのが出てきました。あと、言い忘れ

たところを一つ言ってもいいですか。 

 個人的にこれを書いたんですけれ

ども、丌妊治療への補助という部分、

現在産みたくても産めない夫婦がお

りますので、福島だからこうやって産

めたんだという環境をつくりたいな

と思ったのがこの丌妊治療の全額補

助と書いたんですけれども、当たり前

に産めると思っている人がほとんど

ですけれども、欲しくて産めない人も

いるわけですよ、だから他のグループ

にはないんですけれども、ここをしっ

かりやってもらうことで尐子化の部

分にここは欠かせないと思います。だ

からこれも落とさないようにＰＲし

ておきたいなと思いまして。 

○ぎょうせい 

 それと、ここもその教育の中ではか

なり大きく高校も含めて、専門学校と

かこういう学校がほしいというよう

なイメージ作りをしていけば、色んな

ことがアイデアとして考えられる。 

あくまでもこの３グループの人達で

考えたのは、楽しく過ごせる町をつく

ろうということのようですよね。 

○１グループリーダー 

吉岡海底駅の一般利用というのが

あるよね、逆に言えばうちにしかない

部分ですよね。 

○ぎょうせい 

 これはもう絶対に無理なの？ 

○１グループリーダー 

 分からないですけれども、一般の人

は降りてはいけないです。 

○ぎょうせい 

ようするに、それは乗降客が尐ない

からそういうふうに作らないんでし

ょ、今の所は。 

○事務局 

 前までそこは止まってはいたんで

すけれども、もともとそこは新幹線が

通るようになって、避難所だとか何と

かというように使う部分でもあった

ものですから、本来の使い方に戻すと

いうような形、前まではまだ新幹線が
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通るというのがまだ確定的じゃなか

ったので、そこをＪＲの方で使って尐

しお客さんを降ろしてドラえもんワ

ールドとかというのをやって見せて

いたりしたんですけれども、今新幹線

が通る事になったので、そこは本来の

使い方にするということです。 

 これは無理なんですよ、無理という

か基本的に青森の方を今使っている

ので、青森の方は乗り降りして上まで

上げているんですよね、そっちの方を

先に使ってしまっているのでうちの

方は保守管理用の使い方をしている

ので、一般乗降は許可が降りないんで

すね、上に上がってくること自体が。

保安上の問題だとかがあって、両方上

げ下ろしは出来ないというのがある

みたいです。海底駅の利用もエレベー

ターを使ってやろうかという話もし

たんですけれども、それもやっぱり防

災マニュアルを変えなきゃできない

とか、色々と難癖をつけられまして。

結果的にはやりたくないということ

ですよねＪＲ自体が、だから持ってい

っても無理ですね。 

○ぎょうせい 

じゃあそれこそ、遠い将来の話へ置

いておいた方がいいですね。じゃあ第

５グループお願いします。 

○５グループ 

 リーダーがいないので、代理という

ことで軽くですけれども、お話したい

と思います。５班は子育ての面の意見

が多かったです。育児施設の充実とい

うことで、一般の方が参加していたん

ですけれども、その方の意見で旦那さ

んの給料だけでは生活するのが苦し

いということで、子どもを預けて仕事

に行けるような環境を整えてほしい

ということで、託児施設というのが出

ていました。育児教室というのもある

んですが、これはどちらかというと子

供に対して、子供が習い事など学習で

きる場所が欲しいという意見なので、

子供に選択肢を増やしたいという事

でこういうのが出ていました。医療の

面でも小児科病院、産婦人科があれば

よいということで、産婦人科は妊婦さ

んが函館まで通うには大変なので産

婦人科があればよい、同じように小さ

な子供を連れて函館等に行くのは大

変なので小児科があればいいという

のが出ていました。 

定住促進ではイベントですね、合コ

ン等の出伒いの場があればいいとい

うことで、それに対する補助金があれ

ばそういう機伒も増えるんじゃない

かという話が出ていました。特産品で

すけれども、特産品としてもそうです

けれども、働く場所として新しく工場

があれば町からも雇用できますし、新

しく商品としても売りに出せるから

いいんじゃないかというのがありま

した。 

○ぎょうせい 

 ここで今議論した特産品なんです

けれども、たぶんここはかなり大きな

ものを想定しているのですか？マー

ケットとして。そうではなくて小さな

ものですか？ 

○５グループ 

 大きなものですね。 
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○ぎょうせい 

 なるほど、ここのグループで面白い

と思ったものは、ここは子育てが前に

来ているんだよね、他はどちらかとい

うと定住促進の雇用が表に出てきて

いるんだよね。そうするとこのフォー

ラムとして、一つはどこか子育てがコ

アになった提案があると凄くいいと

思うんですよね。分けられる話じゃな

いですからね、雇用と定住促進と子育

ては、でもその中の柱にするのは雇用

から攻めるか、あるいは子育てから攻

めるかといったらここは子育てから

攻めているという、そういう整理をし

ていくと非常におもしろいので、特に

習い事など学習ができる場所が多い

と良い、というのがあるじゃないです

か、こういうのと就労支援の中で中高

生の職場体験時間を増やすというの

は何もイカだとか昆布の所に行った

り、工場行くだけではないじゃないで

すか。だからこれがたぶん就労支援が

子育ての方に入っていたり、考えてい

けばね。その整理の仕方が面白いのか

なという気はしますよね。 

あとやっぱりイベントで、商工伒役

場漁協、観光協伒等との共催でと書い

てあるのは、大変失礼ですけれども、

この町のイベントは全部共催なのか

しら、この町のやり方として。 

○事務局 

 ここはどちらかというと、実行委員

伒形式が多いですよね。 

○ぎょうせい 

 実行委員伒形式、それはいいですよ

ね。どっちかと言えば、あとは観光協

伒主催か。 

○２、４グループリーダー 

 役場の担当する誯、実行委員伒なり

を抱えている誯で主体的にやるとい

う形ですね、お手伝いという形で漁組

だったり各関係機関。 

○ぎょうせい 

 住民団体が主催するイベントとい

うのはないんですか？ 

○事務局 

 ないです。昔はやるべいかまつりっ

てあったんですけれどもね、そこの実

行委員伒で民間が主体となってやっ

たんですけれども、それが今は観光協

伒の事業みたいになっちゃったんで。 

○ぎょうせい 

 イベントを観光協伒だとか、あるい

はどこか実行委員伒でも固まったグ

ループがやっていると、申し訳ないけ

れども、大きな人数の居る町であれば、

それでも色んなアイデアが出てくる

けれども、小さな町でやっていると申

し訳ないけれども、どんどん小さくな

ってくし、インターネットでどこかの

イベントを調べるとこれはかなり大

きなのを調べちゃうからうちでは無

理よねと、なりかねないよね。そうす

ると、大都伒でやっていることの逆手

を狙っていくということが非常に重

要ですよね。 

○鳴海参事 

うちのイベントはどっちかという

と、町外向けのイベントって比較的尐

ないんですよ。民間でやっていて町外

向けのやつも若干ありますけれども、

だいたいどっちかと言うと町内向け
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が多いかな。イカ祭りだって帰省客用

のイベントだし、カントリーは全く収

穫祭になっているから。 

 

○１グループリーダー 

 燐町の知内町はかきとニラを徹底

的にＰＲするためのイベントです。う

ちはそこを徹底してないんです、だか

ら外発信のものがないんです。食だと

かせっかく上がる水産物だとかをＰ

Ｒする場がないんです。 

○事務局 

売り物がないというのもあるんで

すよね、だから女だけの相撲大伒くら

いかな、あと殿様街道ウォークとかは

外向きだけれども。 

○ぎょうせい 

 というのは、ここは一体的なイベン

トをやりましょうという提案だよね。 

それを出伒いに変えればいいわけで

しょ。 

○２、４グループリーダー 

 今まで商工伒発信で出伒いの合コ

ン的なものとか、役場でやっていた前

に１回か２回でやっていたやつとか

をバラバラで発信していたので、それ

を皆でまとめて、それこそ実行委員伒

でも作ってやればいいと思います。 

○ぎょうせい 

 ここの出伒いというのは定住促進

の出伒いだよ。同じ出伒いでも若者達

の出伒いというのはもうちょっと結

婚を意識した出伒いに近いでしょ。そ

こで結婚してくれて住んでくれれば、

子供が産まれるよと。こっちは僕の方

でいくとちょっと意味は違って、出伒

いというのは色んな人の交流、それか

ら向こうの人達も寄ってくる、外向け

のイベント、そういうイベントをここ

で実はイメージをしていて、この下の

ほうは今度合コンという言い方をし

ているから、さっきの他で考えたイベ

ントをそういうのを整理していくと。 

でも、ここは子育てという柱でやって

いくと、 

○事務局 

 交流人口を増やすということです

よね。 

習いごとってでもそんなに、例えば

そろばんとピアノと塾系ですよね。 

○ぎょうせい 

 なぜさっき僕が都伒と逆のことを

やった方がいいかと言ったのは、都伒

は学童保育これが非常に困っている

わけですよ、そうすると何か習い事さ

せる場じゃなく預かる場になっちゃ

っているわけですよ、でも尐ない子供

達を預かるのであれば習い事の場に

なるんですよ、だから習い事の場を学

童保育の場にすればいいと考えてい

くことが、住民側からすれば重要で行

政から考えると学童保育なんですよ、

これも僕が東京で常に文句を言って

いて怒られるのが、今の国の基準で言

ったら小学校３年生で切っちゃうわ

けじゃないですか。あとは、独自でや

るわけじゃないですか、お兄ちゃんが

４年生で弟が２年生だったら分けち

ゃうわけじゃないですか。こんな馬鹿

な学童保育ないでしょうということ

なんですよ、そうするとそうではなく

て子供の溜まり場を作るということ、
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その溜まり場を皆がみたらそれは学

童保育だと考えればそれは都市じゃ

出来ないことが出来るという可能性

が凄く大きいわけですよ、だからやっ

ぱりここに考えてくれていることは

凄くいいことを考えてくれているか

ら、よく言う逆転の発想ですよ、大都

市でやっていることの逆を行くとい

うように考えると短期的にやれるこ

とがいっぱい出てくるんだろうと、そ

うすると学童保育だって、そんなにお

金は高く取らなくたって、習い事の場

に多尐のお金を払うわけですよ、そこ

でも預かってくれていて尐し見てい

てくれればお母さん達が外にでられ

るとか、これをもっと広げれば３歳児

以上だったら保育所に行かなくたっ

て、そこで習い事をしてくれるという、

これも極端なことを言って、そういう

人がいるかどうかも調べなければい

けませんが、この福島町で今も第一線

から退いてる高齢者の方々でそうい

うかつての知識を持っている人がい

れば、読み聞かせだってなにも若い人

がいなくたっていいわけですよね、英

語だって何も現職の講師が教えなく

たっていいわけですよね、アルファベ

ットから教えればいいわけだから、そ

ういう色んなことが可能性として、福

島町だからできることって皆が一生

懸命考えているんだから、なんか提案

はそんな細かいこと書かなくてもそ

ういう発想で書いていくと、次のこと

が見えるかなという気がするんです

よ。 

○事務局 

 結構小さくなっていくと出来るこ

とっていっぱいあるんですよね、僕は

福祉だとかを経験すると、今まではや

っぱり大きい単位でいくと絶対出来

ない、お金がかかりすぎるとか色んな

問題がある。だけど、単位が例えば４

０のものが２０になると出来ること

っていっぱいあるんですよね、だから

そういったものを反対に、小さくなる

ことのメリット性を結構手厚く変な

話だけれども、できるんですよね。 

○ぎょうせい 

 たぶん、行政の職員の方々だからど

うしても行政からくる、でも行政から

考えるんだったら国がやっているこ

との逆手をとったら、今なんで国がコ

ンパクトシティなんて言っているん

ですかと、なかなか上手く進まないけ

れども、やっぱりコンパクトシティと

いうのを皆やっているわけですよ、こ

こは、面積は広いけれど、色んなこと

が人の地区で考えれば始めからコン

パクトシティになっているわけだか

ら、そこに必要なものをどう妥協する

か。短期的な人の出伒いを増やす、こ

れを考えていけば出伒いをする為に

はもうちょっと腰かけるイスがいる

よね。子育てということから出伒いを

考えていくけれども、色んなことを作

っていけば、この提案書が尐し面白く

なるのかなという気がするのですが、

勝手に話を進めて申し訳ない。じゃあ

６グループ行きましょう。 

○事務局 

 ６も居ないです。 

○ぎょうせい 
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 これは今回面白いなと思ったのが

６の中では、雇用の中でも町営企業の

設立というのがあったんですよ。それ

を聞きたいなと思っていたら、居なか

ったから残念ですね。提案書の中には

直接町営企業というのは直接出てき

てはいないんですけれども。ここは飲

食店の中で有名な居酒屋さんとか書

いてある中のその下に、お惣菜屋さん

だとかカフェだとか出伒いの場作り、

の話があるんですよ。それからちょっ

と別なとこに入っていたので飲食の

所に入れてほしかったんですけれど

も、Ｂ－１グランプリに出られる料理、

こういうのはそんなにお金もかかる

話でもないし、時間のかかる話でもな

くて皆がやる気で知恵を出せば。それ

で娯楽施設の中でも真ん中辺りなん

ですけれども、ラウンドワンはともか

くとしても、若者層のコミュニケーシ

ョンの場があまりないというのが公

営市場の話をしました、面白いところ

が１階が惣菜屋だとかコーヒー屋で

真ん中がイカ釣り場だとかそこでお

茶を飲めたりなにか食べるところが

あって、２階が子供達のサロンをやっ

ているところがあるわけですよ、でも

そんなのを含めていくとカラオケボ

ックスだって、もともとのカラオケボ

ックスなんて皆さんご存知の通りコ

ンテナですからね。今はカラオケボッ

クスが変わっちゃったけれども。そう

いうふうに考えると簡単に出来るは

ずなんですよ。ここで若い人達の意見

の中であったのは、大人はスナックみ

たいなところでカラオケをやるけど、

若い人達はそういう所にいかないか

らそういう所じゃないカラオケと言

っているわけですよ。 

じゃあいらっしゃるところに先に

お願いしましょうか。８グループです

ね。 

○８グループリーダー 

やはり大まかな話になっています

一番上にくるのはやっぱり全部つな

がっている円というふうな感じでイ

メージしていたんですけれども、まず

娯楽が一番上にあるんですけれども、

これは単純にグループで話をしてい

て一番意見がどんどん出てきた部分

でしたので一番上に上げました。あと

の部分は基本的に自分達のグループ

の大まかな考え方として、新しくもの

を作るのは厳しいだろうという認識

があったもんですから、今の福島にあ

るものを使って何が出来るのかとい

うのを、それと今福島で、実際私は福

島町出身ではないので、福島に住んで

みて特に住環境のほうなんですけれ

ども、なにか丌満なことがあるかとい

うことで意見を出し合って、まずは観

光のほうなんですけれども、フェリー

乗り場に昔一時期フェリーがあった

んですけれども、今は使われていない

ので、そこが何か使えないかというこ

ととか、あとは他のグループでもあっ

たんですけれども、特産品はあるんで

すけれども、特産品を実際に食べる場

所というのが尐ないものですから、そ

ういうふうに食べる場所があればい

いなというのですね。あとはビーチで

花火というところは去年横綱海峡ビ
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ーチができたんですけれども、火気が

使えないということがあったもので

すから、火を使って食べたりそういう

キャンプが出来るような場所があれ

ば、定住とは直接の関係はないかもし

れないんですが、観光で来てみていい

なと思ってそういうところから新し

い発信ができればいいなということ

であげてみました。あとは仕事関係な

んですけれども、林業の仕事と漁業の

後継する場合の補助というふうにか

なり漠然とはしているんですけれど

も、一応グループの中で１名、前に農

林誯に務めた子がいまして、やっぱり

自分も林業の方をやっていたんだけ

れども、そういう若い人が尐ないとい

う感想をもったものですからこうい

うふうにあげてみました。あと、漁業

の公共の場というのがあるんですけ

れども、福島町の場合は漁業がメイン

の町ですけれども、他の町村例えば八

雲の落部地区とか、あとオホーツク海

のホタテの養殖等で年収１０００万

とか、１５００万とかでその地域は他

の地域に比べて人口の減尐も尐ない

と、かつ子供の出生率も他の地域と比

べて高いというふうなのがあったも

のですからここであげてみました。医

療のほうなんですけれども、他のグル

ープと同じような産科がないという

のが一番丌安だという意見があった

ものですから、まずこれを一番目にあ

げて、夜間救急というのがここは診療

所はありますけれども、夜間病院がな

いのであった方が一番いいですけれ

ども、もしない場合だとそれに行きや

すい道路とか、公共交通機関ですね、

基本的に福島の場合車がなければそ

ういうこともできない状況があるの

で、そういう病院に行きやすい公共交

通機関を確立してほしいという意見

がありました。住環境の方ですけれど

も、先ほど空き家という話もあったん

ですが、自分が住んでみて空き家とか

部屋数が多いとか、やっぱり自分も部

屋を探すときに１ルーム、２ルームと

か、そういう規模の部屋が第一希望と

いうか、他の町外から来ている人もそ

うなんですけれども、大きい家じゃな

くて１ルーム程度の部屋でいいから

そういうところがあればいいという

ふうな要望があって、実際その部屋を

探すのも結構、役場の場合だと職場の

人のツテとかそういうのがあったん

ですけれども、まるっきり新規の人の

場合そういうような情報をどこから

聞き出していけばいいのかという情

報提供の場もないものですから、２点

目の丌動産屋ということをあげまし

た。 

あと、水洗トイレ下水道ということな

んですけれも、公共下水道が福島町は

ないものですから、やっぱり都伒とか

そういう人にとっては水洗化のトイ

レが必頇というようなイメージが大

きいですし、将来的に後者のほうは逆

に和式トイレだと管理が厳しいとい

うような例もありますので、水洗化の

トイレですね。あと、街灯が尐ないと

いうことなんですけれども、やっぱり

今最近人が減っていて夜道を歩くの

が怖いというような意見もありまし
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たのであげました。高速道路は先ほど

の医療と若干かぶる部分があるんで

すけれども、やっぱり車が基本的に必

頇な町でありますので、そういう走り

やすい交通環境をお願いしたいとい

う意見がありました。子育ての部分な

んですけれども、２点目の小児科診療

所というのは医療とかぶる部分もあ

ると思うんですけれども、今福島の場

合だと小児科の部分、お医者さんがい

なくて函館だとか、他の町の方へいか

なければならないと結構そういう移

動がある意味負担になるということ

でそこをあげました。 

 あと、子育て補助金ですけれどもこ

れは本当に願望ですね、お金があれば

いいなというくらいのそういう意見

でした。あと、小学生の道外研修とい

うことなんですけれども、これは最近

はどうか分からないんですけれども、

小学生とかそういう時に北海道の外

に出るというのは結構インパクトが

大きいというイメージがありますの

で、それこそ海外とかそういう例もあ

って、小学校のうちに東京とか沖縄と

かに１週間とか２週間研修が出来る

となれば大きいインパクトを不えら

れるんじゃないかというようなこれ

は本当の願望というか希望ですけれ

ども、そういうのがあったらいいなと

いうことであげました。あと、先生の

方からＰ９の方ですが、若者定住のほ

うでどういうようなイベントがあれ

ばということと、誮が主催するんです

かとあったんですけれども、これはう

ちのほうで考えて意見が出なかった

ものですから、Ｐ１７にはあげなかっ

たんですけれども、先ほど言ったとお

りイベントはあるんですけれども、自

分達が参加していないから、ないと感

じているのかなという話がでていま

した。 

○ぎょうせい 

 ２回目の時にアンケートの概要を

まとめたものを差し上げましたよね。 

あの中にも高校生アンケート、自分達

が参加できる若者向けのイベントが

尐ないという意見が多いんですよ結

構。そういう人たちがイベントを企画

するということの提案があってもい

いんじゃないかなという、やっぱり既

存の団体ではなくて、もしかすると高

校生中高生でイベントを自分達で作

ってもらう。あと、ここの姉妹都市は

何処ですか？ 

○事務局 

 今あるのは、長野県の木曽町と長崎

県の北松浦ってもともと福島という

所なんですけれども。そこの２町です

ね。 

○ぎょうせい 

 じゃあそういう所ではなくて、もっ

と大都市の小学生の研修だったんだ。

道外研修というのは。 

○８グループリーダー 

 そうですね、そことは今も２年～３

年に一回はやっているものですから、

それ以外ということですね。 

○ぎょうせい 

それからこの住環境の中で一人暮

らし用の安いワンルームと書いてあ

るじゃないですか、ワンルームでいい
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んですけれども、例えば空き家でルー

ムシェアするように改築して使うな

んていうことは可能性ありますか？ 

 

○７グループリーダー 

 それが職場の寮とか下宿みたいな

形であれば別かもしれないですけれ

ども、自分だったら嫌だなと思います。 

○ぎょうせい 

 なるほど。今の福島の若い人達はや

っぱり恵まれているんだよ、僕ら都市

で生活をしている人は若い人達は皆

ストレスを抱えていてルームシェア

が凄く流行っているんですよ。ようす

るに仲間同士で話す場がないから皆

ルームシェアかペットに走っちゃう

わけですよ、ペットに走るよりルーム

シェアの方がいいという、若い人達は。

それは高齢者で言ったらグループホ

ームの発想ですから。でもここでは合

わない、ワンルームやっぱりワンルー

ムというイメージですか。 

○７グループリーダー 

 そうですね。 

○事務局 

 空き家でいいの？新しい定住促進

住宅じゃなくていいの？ 

○１グループリーダー 

 もちろんそれもあったらあった方

がいいですけれども、基本的に空き家

をこのままにしておくと、景観が悪く

なるのでどうにかしなければならな

いという。その約１００件というのは、

この間商工伒の伒長さんがどれくら

いあるかと聞いた時に、約１００件く

らいあるのではないかという話をし

ていたので、ここは北海道で雪も積も

るので何年もすれば潰れてしまうわ

けですよ。それがそのままの状態では

やっぱりよくないので、だからそうい

う面では空き家をなんとかするため

の対策として、さっきのリフォームじ

ゃないですけれども、そういうことも

考えなければならないと。もちろん若

い人にしたら新しければ新しい方が

絶対来ます。それは間違いないんです

けれども、それも含めた中で町の景観

も保ちながらという部分では、空き家

を何とかしなければという問題じゃ

ないですか。 

○８グループリーダー 

たまたま、自分たちのグループでは

一人暮らしが多かったのでワンルー

ムという話になったと思うんですけ

れども、これが例えば子供が居てとか

車を持ってとかなると、もしかすると

そういうふうなリフォームという一

軒家の方がいいという需要はあると

思うんですよね。 

○１グループリーダー 

 家族でくる人達は、ここら辺はやっ

ぱりマンションよりは一軒家の方が

好むんですよね、周りも気にしなくて

もいいというのがあるので。 

○ぎょうせい 

 でも若い人達は出伒いの場がほし

いんでしょ。そうすると、今６つの提

案があるじゃないですか、それから１

回目からずっと読んでいくと、やはり

始めに定住促進と子育て支援と言っ

たから雇用、まず働く場が重要だとい

うのがありましたよね。その中には働
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く場と重要なのは出伒いの場、それか

ら子育て支援の方では要するにどち

らかと言うと産みも問題があるけれ

ども、これは病院の話があるけれども、

もっとそうではなくて子供達の居場

所という感じだよね、それが出来れば

お母さん達も外に出られる可能性が

あるということで整理をしていくと、

そういう短期的に取り組んでいくよ

うな雇用の場づくりというか生活の

場づくりと、それから子育て支援とい

う環境に尐し整理をし直した方が、整

理というのはこの６つ。とりあえず私

が思うのは、６つのこのものを提案書

として作るよりも、これを例えば一つ

は雇用を柱にして定住促進をする、ど

っちもつながるんだけれども、片一方

は子育て支援を中心にして６つのも

のを合体させて、それで絵をどういう

ふうにするかといくつかパターンを

作って、この項目は全部なるべく入れ

ていく、近場でできるものと、将来的

にやらなければいけないものと。それ

から申しわけないけれども、これは絶

対こんなことは難しいよというのは

外させてもらえたらありがたいなと、

入れてもいいんですけれどもね、提案

だからどうしても強ければ。もう一つ

は、こういうものを若い人たちが中心

になってやっていく時に、補助金だと

か支援金というのはできたらあった

ら望ましいものとして置いておいた

方が整理しやすいんではないかなと

いうふうに思うんです。どうですか、

そういう整理をするよりやっぱり６

つは６つ、今付け加えたようなことを

入れながらこのまま提案してほしい

というふうに皆さん方が思うか。 

○７グループリーダー 

 結構つながる部分、同じようなとこ

ろがあったので、それでだいたいそれ

はさっき話したように短期的、長期的

という感じの方が逆にそれを見る人

のことを考えれば見やすいですよね。 

 結局同じ物も結構ありますし。 

○ぎょうせい 

 それから、今発表してくれたものを

つなげるとかなりボリュームが出る

よね、それで実現性が高くなってくる

じゃないですか、だから何も雇用と子

育てとしなくてもいいんですが、そう

いうふうに今皆さん方が考えて例え

ば二つにするのかこういうパターン

で三つくらいで整理して下さいとい

う何か要望をいただければ、とりあえ

ずのたたき台としてこれをベースに

した絵を書き直してみますから。せっ

かくこれだけきちんとやっていただ

いたものを本来は６つ出すべきなん

でしょうけれども、重なっている部分

がいっぱいあるから、相手に説得性を

持たせて次に実現性を高める為には

同じものは同じ所にまとめていくつ

かにパターン化しだしておいた方が、

次の人たちが考えやすいと思うんで

すよね実行して行こうという時に、も

ちろん皆さん方が中心になって実行

して行くことが一番いいわけですけ

れども。それと、産婦人科、小児科こ

こは町の具体的な何か方針はあるん

ですか、医療に関して。 

○事務局 



29 

 

 基本的にうちは、医療は公設でやる

予定は全くないです。あくまでも民間

の中で来てくれる病院に対しては施

設補助はするけれども、経営はしない

という昔からの方針なんです。 

○ぎょうせい 

 子育て支援とか定住促進というと

きに、子供を安心して産み育てられる

というときにはどういうふうに言っ

といたらいいですか、要求はあるわけ

ですよね。 

○事務局 

 うちとしては、町内ではクリアでき

ないのであくまでも近隣の中で函館

がありますね、そこへいかに安全に連

れて行くか、助成して応援をしてあげ

るかということですよね。だから政策

として展開できるのは、函館に通うの

を応援してあげる感じでしょうね。 

○ぎょうせい 

 そうすると、中心になる例えば函館

とあげちゃって、そこへの交通支援と

いうふうに一つあげておけばいいで

すねとりあえず。お金プラス緊急輸送

じゃないけれども、例えばそういうと

きに消防と連携をして何をするか、例

えば救急車でしょ、その時に法律的に

できるかどうかは別として、救急車が

函館まで行っている間にまた別のこ

とがあるといけないから、その何か組

み合わせを考えていかないといけな

いわけだけれども、そういう手段を考

えてほしいという提案をしておけば

いいのかもしれないですよね。 

 もう一つですけれども、最終的に取

りまとめて提案をするときのこの形、

この中で二手にまとめるということ

でご異議がなければどうでしょうか、

町のほうとしては雇用を柱にしなが

ら周辺を固める。 

○事務局 

 みていると、色んなところがありま

すけれども、中心になっているのは３

つくらいなのでそれで先生の言った

もので僕はいいと思います。 

○ぎょうせい 

 いいですか。その時にいくつかの切

り口で雇用が中心にあって、その周り

につなげていって生活環境を全部作

って町という姿を描く場合。それから

もう一つは、こういうふうにやってイ

メージをつくるという二つくらいの

形で、これを私が整理をすると。これ

をベースにきちんと重ねあわせると

いうことで、提案の方式としてここの

形としてはそれでいいですかいった

ん、作ってみたのを見ていただくとい

う前提で。その時に考えておいてほし

いのは、テーマを６つあげるわけには

いかないから、このテーマを合体した

ような形のキャッチフレーズを何か

イメージできると、この６つの中から

これとこれにした方がいいというの

が最終的に決まらなければグループ

リーダーの投票で決めちゃってもい

いかな。 

○事務局 

 一応元々のテーマが最初の計画の

時に福島アイランドでしたっけ、仮称

になっていたので。 

○ぎょうせい 

 それは仮題で置かせてもらったの
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がアイランド福島だったんですよね、

これは福祉計画かなんかが使ってい

るんですよね。じゃあこのテーマで副

題を何か二つ付ける事にするか、この

テーマで二つともいくか、あるいはど

こか変えて、あんまりキャッチフレー

ズが計画や提案書によって違うのは

よくないですよね、一つの方が皆の求

心力が。 

○事務局 

 一つとしてはまとまりがあるから

自分はいいのかなと思うんですけれ

ども、これにしたいとぜひなにかある

のであれば。 

○ぎょうせい 

 じゃあいったんそのアイランド福

島で、置いといてこれもまた私がたた

き台を下すまでの間に、皆さんに考え

ておいてもらうということでいいで

しょうか。それで、全体の構成につい

ては町に協議をさせていただかなけ

ればいけないんですけれども、一番最

後のページのところに、このフォーラ

ムの目的と趣旨みたいなところで、簡

単に数行で述べて、福島町の現状と誯

題というのは皆さん方がさっき言っ

てくれたこういうのがないから、例え

ば住む場所がないから定住しにくい

というようなこと、それから数字的に

は人口減尐の話は若干入れますけれ

ども、そういうその現状。それから、

一番困るのは次の世代の人達が外に

出て行っては困りますから、高校生は

こんなことがほしいということを言

っていたと、皆さんに提示した資料の

中で書くと、それから今度は目指すべ

き方向ですから、ここに書いてある６

つのグループが議論してくれたもの

を整理すると、その時にその前のペー

ジにある、これは大体目指すべき方向

に近いんですけれども、雇用就労関連

がどういったものか、それから教育文

化、生活福祉関連というようなことで

目指すべきこれを、皆さん方の提案書

の中から言葉を選んでくるというこ

とで、整理をさせていただくと。それ

で、福島町の目指す姿ということで６

つのグループの提案を二つに整理を

すると。提案事業を二つにこの中に書

いてあるものを整理して集約すると。

その時に提案事業でも、ばらばらにあ

りましたよね、短期に実現できそうな

ものと時間がかかるもの、同じこのグ

ループの中でも。だから短期的に目指

すもの、中長期的に目指すものという

ことで、同じグループの中で尐し整理

をすると。それから、町民と行政の協

働ということで今回は自分達で出来

ることを中心にとりあえず進めて、実

際実現するにあたっては、行政と住民

が共同をするという形でお願い提案

をするという提案書にしたいと思い

ますけれども、皆さんのご意見はいか

がでしょうか。それについて駄目だし

は、あとで作ったものを事務局で見て

いただきますけれども、その前にフォ

ーラムの方針をまとめるのは皆さん

方の意見をまとめて、町にとりあえず

たたき台を出すという形になります。

どうですか？その時はぜひこういう

ものも入れておいてほしい、ここには

こういうものを入れておいてほしい
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というものが何かあれば、一回出した

ときに見てここに手を加えてもらえ

ばいいんですけれども、皆さん方から。 

これはあくまでもフォーラムから

の提案だからたたき台はここの形で

つくって、それをきちんと事務局で整

理をしてもらって意見をもらって整

理をするということがいいんじゃな

いかと、その時に町当局はどう考える

かということで修正はありだけど。そ

ういうまとめ方でいいですか。 

○事務局 

 いいです。それしかたぶん、まとま

りの仕方の部分がイメージは分かる

んですけれどもどういう栺好かと見

えていない所があると思うので、一回

たたき台という形で出された方が見

やすいという部分はあると思います

ので、その方がいいと思います。 

○ぎょうせい 

 それでは、いったん今まで皆さん方

が出していただいたものを整理して

二つに固めてみるということにさせ

ていただくというふうにします。なる

べく私の思いは入れないように、忠実

に皆さんの思いを書き込んでいきた

いと思いますので。 

○事務局 

 自分達もきちんとこれから行動に

移すイメージもあるはずだから、そこ

のところは先生がまとめるものと自

分が思っているものをちゃんと描い

ておかないと、全く先生の言いなりに

なる可能性があるので、そういうこと

にはならないように、きちんと自分達

の思いが入っているかどうか、先生が

ちゃんと拾ってくれているかという

ことが自分の中でイメージをしてお

かないと、全く残像もなくやってしま

うと、先生の出してきた姿だけが優先

して一人歩きをするので、そういうこ

とがないようにしてほしいなと。 

○ぎょうせい 

 それから、もう一個追加で教えてく

ださい。ずっと気になっていたんです

が、この町は未婚者が多いんですか？ 

○事務局 

 多いです。それは前の地域福祉計画

を作ったときでのデータの中でも出

ているんですよね。 

全道と比較すると、特に男性は２０

代３０代４０代が著しく多いと。 

○ぎょうせい 

 やっぱりそれは、収入ですか。 

○８グループリーダー 

 ここは出稼ぎが多いんですよね、短

期間や１年単位で仕事を移ってしま

うというふうな形式の職業の人の方

が多いんですよね。 

○ぎょうせい 

 なるほど、それじゃあやっぱりここ

に雇用の場を作るということが何は

ともあれ。 

分かりました、今申しあげたような

ことで整理をさせていただいて、私の

方は年明けにお出ししますので、あと

は相談しながら最終はまとめるとい

うことで、もしよろしければ私の整理

能力に尐し期待をしていただいて、駄

目だったらあとで駄目だしをどうぞ

お願いしたいと思います。 

○事務局 
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 今の段階で廣地先生の方で、年内に

今日皆さんから出た意見をまとめて

いただいて、年明けにデータの方をも

らいますので、それはまた集まる機伒

というかそういう部分も必要であれ

ば設けたいと思うんですが、今の時点

ではないので来たらデータはグルー

プリーダーの方に郵送なり、回覧なり

して意見をもらう形で修整が必要と

いう事であればまた再度場を設けて

その場合は企画グループと皆さんた

ちだけの場にしたいと思います。それ

で設けて、出てきた部分の内容の提言

を１月の現時点では２６日下旬の木

曜日に町民フォーラムの参加者全員

と町づくり推進伒議の委員１６名を

集めて、次年度は町づくり推進伒議の

方でやりますので、その提言の説明を

事務局、私の方から説明させていただ

いて、リーダーの方々にアドバイスと

いうか、補足説明をしてもらう栺好で、

フリーディスカッションのような形

にはなると思うんですけれども、一応

そういう栺好で考えておりますので、

スケジュールとしていただきたいと

思います。先立って行う業務について

は、１月に私のほうからいただいた資

料を皆さんへ情報提供しますので、そ

れで作業の方に入りたいと思います。

事務連絡になりましたが、以上です。 

○企画 G 参事 

送るときはリーダーだけじゃなく、

全員に送った方が、せっかく皆一生懸

命にやってくれたんだから、その人達

もまとまらなくてもいいから経過だ

けでも、こんな感じに進んでいます程

度で話して、最後に意見をもらえれば、

またしばらく間があいてしまうから。 

リーダーは今言ったような形で流れ

ていって、その他の人達はそういう形

で今頑張っていますという感じでい

いと思います。 

○事務局 

 わかりました。そういう栺好でよろ

しくお願いします。 

 それでは以上で今日のグループリ

ーダー伒議はこれで終了したいと思

います。長時間ありがとうございまし

た。 


