
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 2６年３月 

中 標 津 町 

報報  告告  書書  

ままちちづづくくりりフフォォーーララムム  
「「地地域域のの地地道道なな取取りり組組みみがが、、風風情情・・風風景景・・風風物物ととななるる！！    

～～豊豊かかなな中中標標津津をを目目指指ししてて～～」」  

  



「「地地域域のの地地道道なな取取りり組組みみがが、、風風情情・・風風景景・・風風物物ととななるる！！        

～～豊豊かかなな中中標標津津をを目目指指ししてて～～」」 
  

□日 時：平成２６年３月２６日（水）19:00～20:40 

□場 所：中標津町総合文化会館（しるべっと）コミュニティホール 

□参加者：フォーラム参加者１００人 

□目 的： 新たな『中標津町都市計画マスタープラン（通称：都市マス）』が策定され、３年目

を迎えた平成２５年度は、「川西・西町」、「中心部地域」、「西部地域」、３つの街づ

くり協議会において地域別の、街づくりとして、地域の主体的な取り組みが行われ

ました。 

 今年度の「まちづくりフォーラム」では、３つの地域の代表者による活動報告とパ

ネルディスカッションで地域における今後の活動等について討論し、「中標津町都

市計画マスタープラン 地域別の街づくり構想」の実現へ向け、町民のさらなる主

体的な活動のきっかけとなるよう開催しました。また、都市マスの進行状況につい

ての行政報告も行いました。 

次 第 

 

（司会進行 中標津町建設水道部都市住宅課長 望月 正人） 

１．開 会 

２．開会挨拶 中標津町長 小林 実 

３．都市マスに関係する事業実績報告 街づくり推進係長 中川 由樹 

４．地域街づくり活動報告 

「地域の地道な取り組みが、風情・風景・風物となる！～豊かな街づくりを目指して～」 

○西町・川西街づくり協議会 原  怡男 氏（西町・川西街づくり協議会会長） 

○西部地域街づくり協議会  佐々木 優 氏（西部地域街づくり協議会副事務局長） 

○中心部地域街づくり協議会 舘下 雅志 氏（中心部地域街づくり協議会副会長） 

 ５．パネルディスカッション 

パネリスト   ・原  怡男 氏 

・佐々木 優 氏 

・舘下 雅志 氏 

コメンテーター ・小林 英嗣 氏 

（都市地域共創研究所代表理事・北海道大学名誉教授） 

コーディネーター・濱田 暁生 氏（㈱シー・アイ・エス計画研究所会長） 

６．閉会 
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■ 開会：中標津町都市住宅課長 望月 正人 
 皆さまこんばんは。定刻の時間になりましたので只今

より、まちづくりフォーラムを開催いたします。皆様方

には年度末何かとご多忙の中ご出席いただきましてあり

がとうございます。 
 
本日の進行役を務めます中標津町役場都市住宅課の望

月と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
本日のまちづくりフォーラムは、『地域の地道な取り組

みが、風情・風景・風物となる！～豊かな街づくりを目

指して～』をテーマに平成 25年度の都市マス活動報告、
パネルディスカッションを企画しましたので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
それでは、開会に先立ち、中標津町長 小林 実よりご
挨拶がございます。 
 
■ 開会挨拶：中標津町長 小林 実 
 皆さんこんばんは。年度末お忙しいところ、そして、

雪融けで道が悪い中、本日のまちづくりフォーラムにご

参加をいただきましてありがとうございます。日頃より

皆様方にはまちづくりに対して、そして、色々な面で町

政運営にご協力と、ご尽力をいただいておりますことに

お礼を申し上げたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今日のまちづくりフォーラム、先程話しがありました

けれども、中標津町の都市計画マスタープラン。策定を

されておりますけれども、その中に地域別構想というの 
があり、地域の考え方のまちづくり、地域住民が主体的

になってまちづくりを行っていくという、構想が掲げら 

 
 
 
れております。これはまさに地域力、あるいは地域の絆

を高めていくという取り組みの一つでもあります。そん

なことで今回のフォーラム、町から都市マスに関する事

業の実績報告。それと、西町・川西街づくり協議会、そ

れと中心部地域街づくり協議会、西部地域街づくり協議

会、その活動報告をいただくことになっておりますし、

皆さんと一緒に、今後の地域づくり、まちづくりを考え

る機会になればと、こんなふうに思っております。 
本日のコメンテーターには、お世話になっております

北大の名誉教授であります小林先生に、今年もおいでを

いただいています。大変お忙しい中、本当にありがとう

ございます。そしてまた、この都市計画マスタープラン

の策定に関わっておりました㈱シー・アイ・エス計画研

究所の濱田会長にもお越しをいただいております。本当

にありがとうございます。それと、それぞれの地域のま

ちづくりの報告を今回いただく、快くお引き受けをいた

だきました。本当にありがとうございます。 
 これからのまちづくり、本当に地域の生活ということ

が非常に大切だと、こんなふうにも思っておりまして、

それぞれ今回のフォーラムを通じて、それぞれの地域に

さらに協議会ができあがって、少しでも発展をしていく

というような一つの機会になれば、こんなふうに思って

いるところでございます。 
今日のフォーラムが、実り多いフォーラムであります

ことをご期待申し上げまして、私からのご挨拶に代えさ

せていただきたいと思います。本日はどうぞ一つよろし

くお願い申し上げます。 
 
○司会：望月 
都市マス活動報告、パネルディスカッションに入りた

いと思います。都市マス活動報告、パネルディスカッシ

ョンに参加いただく方をご紹介させていただきます。 
会場の皆様方から見まして左側より、コーディネータ

ーは中標津町都市計画マスタープランの策定に関わって

いただきました㈱シー・アイ・エス計画研究所会長の濱

田 暁生様に進めていただきます。 
 

まちづくりフォーラム 「地域の地道な取り組みが、風情・風景・風物となる！～豊かな街づくりを目指して～」 
◇開催日時：平成2６年3月２６日（水）19:00～20:40 
◇開催場所：中標津町総合文化会館 しるべっと コミュニティホール 
◇参 加 者：100人 
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本日のコメンテーターには中標津町都市計画審議会会

長、一般社団法人都市地域共創研究所代表理事、北海道

大学名誉教授 小林 英嗣様にお願いしております。 
パネリストを紹介させていただきます。昨年に引き続

き、それぞれの地域で地域別構想の実現に向け積極的に

取り組んでおられます西町・川西街づくり協議会会長 

原 怡男様でございます。西部地域街づくり協議会副事

務局長 佐々木 優様でございます。中心部地域街づく

り協議会副会長 舘下 雅志様でございます。 
それでは、『地域の地道な取り組みが、風情・風景・風

物となる！～豊かな街づくりを目指して～』と題しまし

て、都市マス活動報告、パネルディスカッションを始め

たいと思います。コーディネーターの濱田様よろしくお

願いいたします。 
 
（濱田コーディネーター） 

 それでは進行役という形で勤めさせていただきます。 
先程、ご紹介がありましたように、この都市マス策定

の際に地域の方々と一緒にワークショップを積み重ねな

がら作るお手伝いをさせていただきました。当時から計

画を作っただけでは駄目で、その後それをきちっと受け

止めて、実行していくということが大事だという議論が

ずっとされておりました。 
そのために、先程小林町長の話しにありましたように、

地域の方々ができることを自らおやりになった。それを

行政、あるいは学識者、専門家が手伝うみたいなあり方

が本来のまちづくりのあり方かなと思っております。 
都市マスタープランが出来てから、毎年やってこられ

たことを、みんなでしっかりと検証しながら、次へ向け

てのきっかけ、あるいは更なる活動に向けてということ

で、毎年このフォーラムが行われているというふうに理

解しております。 

今日は地域の方々の活動ぶりを町民のみなさんとしっ

かりと見せていただきながら、そこにおける取り組みの

状況、それからその成果、あるいは悩み、課題等一緒に

考えながら、その活動が地域の力になっていく。そのよ

うに思っております。 
ということで、地域で普段から活動されている方々の

お話をしっかりと聞きたいと思っております。まず、行

政としてしっかりやるべきことをやって、前回の都市マ

スタープランの見直しのときに、行政がやっていること

が意外と町民の方に伝わっていないという議論もござい

ましたので、そういうのを含めまして、行政としてやっ

ていることを都市住宅課の中川さん、発表お願いいたし

ます。 
 
■ 都市マスに関係する事業実績報告：都市住宅課

街づくり推進係長 中川 由樹 
 今ほど、ご紹介いただきました街づくり推進係長の中

川と申します。日頃より大変お世話になっております。

ありがとうございます。私より、都市マスに関する事業

実績のご報告をいたします。よろしくお願いします。 
初めに、『都市計画マスタープラン』通称、『都市マス』

でございますけれども、一言で言いますと、暮らしやす

いまちをつくるための設計図、中標津町の都市計画に関

する基本的な方針のことでございまして、多くの町民の

方々に参加していただきまして、平成13年3月に策定さ
れ、平成23年3月に見直しを行っております。都市マス
は超長期構想と長期構想、中期構想からなる全体構想と、

後ほど3地域の代表の方々から発表がありますけれども、
地域別構想で構成されております。 
今回は 5つのテーマからなる中期構想、総合計画連動
構想の実績をテーマ毎にご紹介いたします。 
 テーマ１は『共助・協働によるふれあい、交流のある

まちづくり。』 
ふれあい交流を育む暮らしの場と居場所づくり。共

助・協働による地域で見守るサポート体制の構築等を柱

としております。 
実績１－１は中標津体育館の再整備、役場の空港線を

挟んだ隣にて、平成２８年の供用開始を目指しまして、

現在工事を行っております。ご覧になった方も多いと思

います。延べ床面積約６,８００㎡、トレーニングルーム、
ウォーキング、ジョギングコース等を新設する予定とな
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っております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
実績１－２は児童センターの整備でございます。東児

童館に隣接する東第２児童クラブを解体した跡地に建設

予定で、平成２７年３月下旬の完成見込みとなっており

ます。子育て支援全体の、乳幼児から高校生までの利用

を対象とした児童館の核となり、現東児童クラブ、東第

２児童クラブ、現在、明生地区にある、子育て支援セン

ター機能を統合する予定となっております。 
実績１－３はまちなか住宅の整備でございまして、ま

ちなかに一定の居住人口を保持し、人の住まうコミュニ

ュティとしての機能を果たしていける中心市街地の形成

を目指し、公営住宅の整備を進めております。ご覧にな

った方も多いと思いますけれども、新しい団地が建設さ

れております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 テーマ2は『安全・安心のまちづくり。』 
誰もが安全・安心に生活できる質の高い暮らしの環境

づくり。官民協働の中標津型地域コミュニティ体制の構

築等を柱としております。 
 実績２－１は緊急時や災害時の体制・環境整備。昨年

の痛ましい事故を教訓としまして、関係機関との連携を

より密に取り組んでおります。２月と今月の暴風雪の際

には役場と計根別交流センターが避難所になりました。

写真は役場地下にある防災用品保管庫でございまして、

食料、水などが保管されております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 実績２－２は高齢者福祉サービス施設の充実でござい

ます。入居待機者の解消や高齢者の増加に備え、りんど

う園を増床しております。新型特養４０床増、短期入所

施設を含め６４床を１００床に増床しております。 
 実績２－３は公共施設の長寿命化、耐震化の推進、町

民の安全な生活環境を確保するため、遊具の計画的な更

新を行っております。今年度は、宮下、南町、白樺の児

童公園にて更新されております。 
 テーマ３は『連携・創造の活力あるまちづくり。』 
中標津の潜在的魅力を活かした活力づくり。連携・ネ

ットワーク構築による地域活力の再生を柱としておりま

す。 
 実績３－１は郷土学習、歴史学習拠点の充実でござい

ます。歴史、開拓史等の資料を収集、保管、展示する他、

必要な事業を行っております。郷土館での展示だけでは

なく、今年 2月の牛乳消費拡大キャンペーンの際には役
場ロビーに『牛乳輸送缶』と『牛乳こし器』を展示した

り、計根別交流センターでも幕末会津藩の歴史の特別展

を行っております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 実績３－２は地元食材を活用したメニュー開発や、中

標津独自の食の魅力を伝えるまちづくりの推進でござい

ます。地元の農産物を使った学校給食を通して、地域の
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農業や、農産物に対する正しい知識を身に付けてもらう

ことを目的に平成 19年より、『中標津まるごと給食』を
行っております。今年2月の冬まつりでは、『中標津まる
ごと食堂』を開催し、多くの方々に味わっていただいて

おります。中標津牛乳や、ジャガイモが入っているパン、

ミルキーポークハンバーグ、じゃがいも、かぼちゃ等を

使ったシチュー等がメニューになっております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 テーマ４は『個性豊かで美しい風格のあるまちづく

り。』 
産業活動や歴史を重んじた風格ある景観づくり。地域

が一丸となって景観づくりに取り組む体制の構築等を柱

としております。 
 実績４－１は農村集落の景観づくり。本町では平成 9
年に景観条例を施行しておりまして、平成１９年 6月か
らは『携帯電話基地局設置に係る指導指針』を適用し、

主要道路から離して奥まったところに基地局を設置して

いただく等、景観に配慮しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 実績４－２は身近な環境をきれいに保つ習慣化、マナ

ー啓発。清潔で住みよいまちづくりを行うことを目的に、

平成１４年に『中標津町きれいな街にする条例』が施行

されております。近年は犬の糞の処理看板や、ゴミ等の

ポイ捨て禁止ののぼり旗、３、４ヶ月に一回、広報中標

津に折り込まれます、『きれいな街づくり通信』等でマナ

ーの啓発を行っております。 
 テーマ5は『自律と共生のコンパクトなまちづくり。』 
自然や環境、農村と共生するまちづくり。持続的な発

展に向けて自律するコンパクトなまちづくりを柱として

おります。 
 実績５－１はタワラマップ川の自然環境保全及び、親

水環境の維持管理。写真は今年度、護岸改修されたタワ

ラマップ川親水広場でございます。護岸改修をしていた

だいた業者さんにコンクリート製の鉢を 6基設置してい
ただいておりまして、ハナショウブが植えられておりま

す。ハナショウブは 5月下旬から 6月上旬に花を咲かせ
るということですので、今から楽しみでございます。 
タワラマップの会や、商工会、地域の方々等により、

本当にきれいにしていただいております。写真は親水広

場にあります「あきんど君」でございます。以前どなた

かが「あきんど君」にぴったり合う毛糸の帽子とマフラ

ーを作ってくれまして、それを商工会の方が洗濯をして

きれいにして、大切してくれております。 
 実績５－２は町花エゾリンドウの移植・保存でござい

ます。現状、自生地での保全が困難となっているエゾリ

ンドウの移植による保存を推進しております。多くの

方々の協力を得ながら、森林公園等に移植しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
以上各テーマからご報告させていただきましたけれど

も、持ち時間の関係上、今回の報告が『都市マス』の実

績の全てではございませんので、次年度以降もご報告し

ていく予定でございます。私からの報告は以上でござい

ます。 
 
（濱田コーディネーター） 

ありがとうございました。最初にお知らせするのを忘

れたのですが、前半で報告が続きまして、後半でディス

カッション。そして、色々なご質問だとか、ご意見も後
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半の方でいただくという格好で、まずは報告をさせてい

ただきます。 
続きまして、西町・川西の協議会の原さんの方からお

願いいたします。 
 
■ 地域街づくり活動報告：西町・川西街づくり協

議会 会長 原 怡男 氏 
 おばんでございます。西町・川西街づくり協議会の報

告を申し上げます。平成２３年７月にこの協議会を立ち

上げました。地域づくりの目標として、西町・川西では、

『緑豊かな環境を暮らしの中に活かす街づくり。』を設定

しました。 
そのために最初に取り組んだのは『緑の名所１６』の

マップ作り、約７、８ヶ月かけて実際に西町・川西の中

でどんな緑の環境があるのかということを、この中に１

６箇所ピックアップしてこれを作りました。平成２５年

度の取り組みについては大きく２つあります。１つはこ

の緑のマップを活用した取り組みです。２つは今ある緑

の環境をもっと魅力あるものにするためにはどのように

するかということで、実際に私共が取り組めるところか

ら取り組んで参りました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
まず、マップを活用した『桜・緑を見る会』を実施し

ました。5月１９日３０名程の参加のもとに行いました。 
当日は、山桜はまだ蕾の段階でほとんど見ることがで

きませんでしたけれども、幸いにもここにあるのはチシ

マザクラです。これは開花していて、大変美しい姿を見

せていただいたということです。 
これは西町の保安林管理道路です。新緑の素晴らしい

環境の中を散策させていただいて、地域の魅力を実感す

ることができたと思います。個人の庭も拝見させていた

だきました。大変素晴らしい緑の環境が工夫されている

ということで、良かったなと思っております。 

全部回った後で、希望者によって交流会を開きました。

西町・川西の地元だけではなくて、中心部地域とか、西

部地域から参加いただいた方がおられますので、希望者

によってこういうような交流会を開いて、有意義という

か、楽しく交流ができたとそういうふうに実感しており

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大きな２つ目、これから申し上げるのは、今ある緑の

環境をもっと魅力のあるものにするにはどのようにした

ら良いかという、そういう問題意識で取り組んだ内容の

一つ目。 
たまたま在町されております、三浦 準二さんという

方から、桜の苗木を寄贈いただけるという大変ありがた

いお話しをいただきました。それでですね、これを西町

の保安林管理道路の中に町有地があるのですけれども、

その中に植樹をしました。５月３日です。 
協議会のメンバーと、そこにお分かりだと思いますけ

れども、地元の小学生と中学生１２名が参加して、桜の

苗木１０本を一本、一本丁寧にその町有地に植樹をさせ

ていただいたということです。 
子供達１２名、兄弟、姉妹で参加された方もいますの

で、１０本の桜は全て自分の手で手掛けて植樹したと言

えるかと思います。「立派に育ってね。」という願いが込

められているとそのように思います。 
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全部植え終わったあと、後日ですね、このような看板

を設置しました。ご覧いただければ分かると思うのです

けれども寄贈者の三浦さん、そして植樹に協力していた

だいた小学生、中学生の名前をそこにいれました。５月

３日ということです。これはですね、２０年、３０年後

に子供達が大きくなったときに、桜が立派に育っている

ようにという願いを込めた看板です。小学生のときに植

えたよという。そういう心の一つの証になるのではない

かとそういうふうに思いまして、ささやかですけれど、

こういう看板を設置したということでございます。 
あと、最大の関心事はですね。植えた桜がちゃんと新

しい土地に根付くかどうか、ましてやいつ開花するのか

というのは誰もわからないのです。今でしょとは言えな

いので、関心もっていたところ、協議会のメンバーから

嬉しいお知らせがありました。５月２７日に実は開花し

たのですよ。そこに拡大されているので、わかると思い

ますけれども、この桜は八重桜ではなくて一重桜という

ことで、白い桜です。これはもう本当に感動しました。

いつ咲くか分からない状態でしたので、これは本当に嬉

しく思っております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２つ目の環境づくりは『花の寄せ植えの講習会』を実

施しました。これは、環境づくりの一番身近なものは花、

緑ですね。これを自分達の手で寄せを作って、庭造りに

活かすことができるのではないかという、そういう発想

です。６月２日の日に３２名の参加のもとに行ったとい

うことで、最初にやったのは苗を選ぶところからスター

トするのですよ。 
これが非常にそれぞれの方の想いがありますので、そ

こからスタートしました。あと、難しいのは土と肥料で

すね。これは農協さんにお願いして、土と肥料が適切に

ミックスされた培養土があるということがわかりました

ので、それを買って、利用し、苗は自分で選ぶと、そう

いうふうにして寄せ植えを進めていったということです。

アドバイザーの方から手順、最初に火山灰を入れて、次

に培養度を入れて、苗を植えていく手順を説明して、そ

れぞれお一人、お一人が今度寄せに入るとそういう手順

になります。 
当日は、やっている最中に雨が降ってきまして、本当

はそこで寄せを完成させる予定だったのですけれども、

残念ながら家に持ち帰りました。そうしたらですね、次

の日、それぞれ参加者の家の前には自分で作られた寄せ

が庭の中に出ていたのですよ。これはもう天気も良かっ

たし、私もずっと歩いて、見たり、色々聞いてみました。

世界で唯一つの寄せができたと、そういうふうに思って

います。みんなそれぞれ工夫しています。そういうこと

で大変有意義だったのではないかと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３つ目の環境づくり、これはですね花壇づくりという

ものに対する基礎的なものをしっかり勉強しようという

ことで、企画した内容です。これについてはですね。去

年、小林先生からも「他の人から学んでいくような機会

があって良いのではないか。」というアドバイスをいただ

きました。 
それで、一番身近で、しかも専門的にやっておられる

中標津農業高校の先生と生徒さんを講師に招きまして、

土づくり、苗の育て方、水のやりかた、寄せの作り方の 

工夫など、本当に花壇作りの基礎を学ばせていただきま

した。 
当日、先生によって本当に専門的な内容も含めている

のですけれども、大変わかりやすく、指導をいただいた

と。生徒さん３名の方来ていただいて、実際に福祉セン

ター等で寄せを自分達で作ったものをやっている時にど

のような工夫をしていたかというのを色々お話いただき

ました。 
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もう一つ、町の花であるエゾリンドウ、これをどのよ

うにしたら増えるか、色々自分達で実践して、研究して

いるというそういう発表をいただいたのですよね。大変

貴重な発表をいただきました。そして、身近にいる農業

高校の専門家のお話を聞くことが出来たということも大

変良かったのではないのかなと思っております。これは、

４２名ほど参加がありまして、ここから次の花壇づくり

に向けての色々な興味、関心を喚起していただいたと、

こういうことで感謝しております。 
 協議会でこの１年、平成２５年度に取り組んだ内容に

ついて、こんな内容で取り組みましたということを、こ

ういう一つの情報にして回覧しております。タイトルは

『緑のかわら版』というふうにして、Ａ４、１枚の本当

に簡単なものです。これを西町の全部の組、それから川

西の組、回覧で見ていただくと。そういうふうにして情

報を発信しております。 
 以上、西町・川西で取り組んだ、ささやかな内容につ

いての報告を終わらせていただきます。ご静聴感謝いた

します。ありがとうございました。 
 
（濱田コーディネーター） 
ありがとうございました。昨年のフォーラムでの小林

先生のアドバイスを活かしながら、しかも、色々なこと

を次々と企画されてやってらっしゃる様子が伝わりまし

た。 
それでは続きまして、西部地域の佐々木さんからお願

いいたします。 
 
■ 地域街づくり活動報告：西部地域街づくり協議

会 副事務局長 佐々木 優 氏 
西部地域街づくり協議会の佐々木です。よろしくお願

いします。初めにですね、本来であれば実行委員長の野

毛の方から報告するところですが、今日は所用がありま

して、私、「やれ。」と言われましたので、しゃべるのは

苦手なものですから、今回はですね。ＤＶＤを作ってお

りますので、それで報告させていただきますのでよろし

くお願いいたします。 
―――   ＤＶＤ上映   ――― 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
はい、ありがとうございました。楽しそうな様子が伝

わりましたでしょうか。『第２回親子たこづくり・たこあ

げ大会』の報告を終わります。 
蛇足なのですが、先程のＤＶＤの写真は私が撮ったも

のです。ありがとうございました。 
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（濱田コーディネーター） 
お話し以上に物語っていただいた写真かなというふう

に思います。報告が次々と続きますが、たこづくりの、

たこを揚げることもそうなのですが、その前後の色々な

世代間の交流といいますか、みんなで力を合わせて、そ

れぞれ得意な分野を活かしながらやっていらっしゃる様

子が素晴らしいなと思って見させていただきました。ど

うもありがとうございました。続きまして、中心部の舘

下さんよろしくお願いいたします。 
 
■ 地域街づくり活動報告：中心部地域街づくり協

議会 副会長 舘下 雅志  氏 
中心部地域街づくり協議会の副会長をやっている舘下

です。よろしくお願いいたします。昨年は会長がやった

のですけれども、今回はピンチヒッターということで報

告をしたいと思います。 
中心部地域はこの地図を見たとおり大変狭い地域なの

ですけれども、９つの町内会になります。旭第２、日の

出、第一宮下、清泉、末広、中央、第２宮下、旭第一、

栄と数多くの町内会から構成されている街づくり協議会

でございます。昨年の報告をしたいと思います。 
一昨年は８月に第１回灯ろう祭り、そして１２月から

２月にライトアップ事業というのを行いました。 
今年度は３つの事業を行っております。最初に夏の陣

の第１弾としまして、新しく、昨年「何をする!?新事
業！！」というのがこの『七夕あきんど祭り』でござい

ました。６月２７日から７月の１５日。 
そして夏の陣第２段として、『なかしべつ灯ろう祭り』、

８月９日から１１日。 
それと、冬の陣で『ライトアップ事業』と、これはイ

ルミネーションと、アイスキャンドルの設置をしており

ます。期間はイルミネーションが１２月７日から２月９

日と、キャンドルが２月４日から２月８日ということに

なっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
私達中心協の活動は３つの事業をやっているものです

から、カレンダーにするとこのような表示になってくる

のかなと思っております。 
 また、私達以外にも活動もしているところがありまし

て、カレンダーで見ていきますと、商工会の女性部が『花

植え』をやったり、東１条のはな通り会が『プランター

の設置』をやったり、それとまた、年を明けて１月から

『アイスキャンドル』をはな通り会さんがやっておりま

す。それと、商工会のメイン事業であります『まちなか

賑わい秋の陣』、それと今年は、中標津北方領土返還運動

協議会ということで、『光のアート』ということをするこ

とができました。 
 それでは、『第１回七夕あきんど祭り』ということで開

催したわけなのですけれども、これを決定するのには協

議会で話し合ったのですけれども、これを決定する他に、

「庭造りコンテストはどうだ。」とか、「神社の展望台の

整備。」だとか、「花見をやったらどうだ。」という案があ

った中、この『第１回七夕あきんど祭り』というものを

開催いたしました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
この七夕なのですけれども、７月７日に向けて行った

のですけれども、七夕の短冊が８００位集まりました。 
５００は児童館の子供達にお願いしまして、５児童館
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の子供達に書いてもらいました。そして、当日、七夕飾

りにも、５児童館から子供達が２１名集まりまして、２

日間をかけまして七夕飾りを作ることができました。 
これが、完成した七夕飾りでございます。広場内に５

基飾りまして、東１条に５基飾りました。これが東１条

のところに飾ったところなのですけれども、ちょうど角

のところにあるものですから、見えるでしょうか、飾っ

た時に、この東１条通りのプランター。そして、中央通

に女性部が飾った花壇。それと七夕飾りがマッチして大

変良い風景が出来たのではないかなと思っております。  
これは、七夕飾りを終えた子供達の笑顔。やっぱり子

供達の笑顔が素晴らしかったなということで、１枚です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 続きまして第２弾の『灯ろう祭り』ということで、技

能士会の『技能士祭』の中で、一部をお借りしまして、

技能士さんの技術をお借りしながら、手作り灯ろうを作

っているところです。 
その後、川に展示するもので、灯ろう５つを一連にし

て、まとめる作業を役員と協議会のメンバーで進めてい

るところでございます。このように、手作りの灯ろうと

いうのはなかなか良いものがありましたし、去年のもの

もあったのですけれども、新しいものも書いて貰った絵

を貼替えたりして作っております。 
下の灯ろうが今回北方領土返還運動協議会と連携して

新しく作った灯ろうの一部なのですけれども、この灯ろ

うは町の風景、花や名所等を入れた灯ろうを２００個作

っております。 
これが、川に並べる様子でございますけれども、今年

度は、第１回は橋から下の部分だけだったのですけれど

も、橋から上流の方にも飾ることができました。 
これが、灯ろうのロウソクの明かりのイメージでござ

います。ロウソクの明かりだとこのように綺麗に見えま

す。昨年に無いのは、護岸にある電飾のイルミネーショ

ンでございます。それと、ライトアップした灯ろうをパ

ソコンで時間調整しまして、色が様々に変わって七色に、

綺麗に灯ろうが映えております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
これは１万２千個のＬＥＤを使った芝の上にブルーと

白で飾りました。このデザインは電気屋さんの紹介を受

けまして、シンガポールからのデザイナーの装飾でござ

います。 
夜になると『あきんど君』がこの１万２千個ＬＥＤを

眺めているような写真を撮ってみました。 
大体これが全体図でございますけれども、灯ろうも会

場にも飾っているのですけれども、昨年は綺麗に灯ろう

が出たのですけれども、会場内に飾った灯ろうがイルミ

ネーションに負けてしまったという反省点も今回ありま

す。 
このイルミネーションの効果で、夜、ずいぶん人が来

客しました。長い期間電飾をやっていたので、お祭り時

期も重なったということで、お祭りとのコラボレーショ

ンもできたのではないかなと思っております。 
 続きまして、冬の『ライトアップ事業』ということで、

今年も奥に母屋の電飾なのですけれども、引き続きやり

ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今年は冬のアイスキャンドル作りが大変苦労しまして、
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最初の頃は暖冬でアイスキャンドルが出来ませんでした。

それで、駆使しまして、夏に使った灯ろうを会場に飾っ

たところでございます。 
これは準備している状況でございます。多くの町内会の

協力がないとやはりできないのだなという様子でござい

ますけれども、３つの事業をやると結構みなさんに負担

が掛かっているのだなと思っていますけれども、町民が

喜ぶ姿を見ると嬉しいなと思っております。 
これは、もう一つ、オニグルミの木に去年は７本しか流

れ落ちるＬＥＤを付けなかったのですけれども、今回は

１４にして、倍にしたのですけれども、まだ見栄えが少

し悪いのかなと思いますので、これをもう少し飾らない

といけないのかなと思っております。 
これは賑やかでございます。片方は点いておりますけれ

ども、時間差で点いたり消えたりするので、大変綺麗な

イルミネーションだと思っております。 
これが全景なのですけれども、奥に見えるはな通り会で

やっているアイスキャンドルと結びまして、これもやは

り冬まつり時期に重なりまして、東１条からまつり会場

までアイスキャンドルが繋がると、東１条通りははな通

り会で、南２丁目は商工会さんがアイスキャンドルを作

ってくれまして、親水広場は中心協がやったということ

で、コラボの一つだと思います。 
 以上、私達こう色々やっているのですけれども、一緒

にやってくれる商工会女性部の『中央通の花壇づくり』

やら、商工会のメイン事業である『まちなかにぎわい秋

の陣』や、はな通り会の『プランターの設置』、それと北

方領土の『光のアート』、また、商工会の職員互助会のみ

なさんには広場の管理をしていただいていたり、色々な

事業にお手伝いをしていただいております。それともう

一つ事業があったのが、交通センターの大地みらいさん

がやっているツリーも大変素晴らしいものだと思います。 
 やはり、中心部で色々な事業が重なりあうことによっ

てそれぞれの事業が大きくなったり、成長するのだなと

いう、今年度の活動でございました。 
 
（濱田コーディネーター） 
ありがとうございました。発表にもありました通り、

色々な団体とかの活動と連携しながら、という姿がとっ

ても良いなと思いました。更には昨年までの事業に加え

て、更に新しいものにチャレンジされている姿が良いな

と思いました。しかも、一日だけではなくて数日間に渡

って、準備から当日も含めて大変だと思いながらも、先

程おっしゃったように、来た方が喜んでいたりだとか、

人が集まってこられて賑わいが生まれて、そういうのを

やりがいとして頑張っていらっしゃる。 
 
■ パネルディスカッション：『地域の地道な取り組

みが、風情・風景・風物となる！～豊かな街づくり

を目指して～』 

パネリスト   ：原 怡男 氏 

佐々木 優氏 

         舘下 雅志 氏 

コメンテーター  ：小林 英嗣 氏 

コーディネーター：濱田 暁生 氏 

 

（濱田コーディネーター） 
報告が行政も含めて４つ続きました。後半のディスカ

ッションという格好で、先程、言い足りなかった部分、

補足だとか、会場の方からご意見、小林先生からのアド

バイス等いただきながら議論をしていきたいと思います。 
まず、去年フォーラムで色々な抱負を掲げそれを踏ま

えながら、あるいは、小林先生からのアドバイスを踏ま

えながら、活動されたということが報告としてあったの

ですが、実際にやってみられて、報告は報告として、取

り組まれた中で意識したところだとか、こういうところ

は工夫したのだとか、こういうところは大変だった、こ

こは難しかった、少し本音のあたりを含めて議論をして

いければと思いますが、原さんのほうからお願いいたし

ます。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（原パネリスト） 

 それでは、昨年アドバイスをいただいたことから、
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今年少し意識したこと、あるいは多少でも工夫したこと

について３点ほど申し上げたいと思います。 
１つ目です。去年、小林先生から子供達がまちのこと

を考える大人に育って欲しいと、これ、大変難しい問題

です。でも、私共のできることっていうのは、先ほど報

告しました桜の苗木を植えるのに、協議会の大人のメン

バーがやったら２時間くらいで終わってしまうのですよ。

問題は、子供達を参加させるということは一つの体験、

子供達も初めてなのです。協議会の私も初めてです。こ

ういう初めての体験を通して、「桜が育って欲しい。」と

いう願いが生まれてきたのではないのかなという気がす

るのですよね。 
子供の感想です。「自分が大人になっても桜が元気でい

られるように育てたい。」こういう願いを、こういう体験

を通して感じたということですね。親御さんからも、初

めてそういう植樹の機会を与えていただいて感謝してい

ると、先程報告しましたけれども、開花したという情報

をお知らせしたら、親子ですぐ見に行ったという。それ

も一つの関心のあり方ではないのかなと思います。子供

はやがて２０年、３０年経ったときに、自分達の手で植

えた桜がこんなに成長しているというのですかね、それ

が育っていけるように色々環境管理をしていかなければ

いけない面もあります。そういう点で一つ工夫をしたの

かなと思います 
２つ目です。この緑のマップを活用しての散策、これ

も何コースもあるのですよ。実際に普段の生活からみる

と、私も川西に住んでいて、西町さんの素晴らしい緑の

環境というのを知らなかったのですよ。このマップ作り

やマップを活用した散策を通して地域の魅力というか、

素晴らしさを再発見することができました。 
これはある方の感想です。その方は中標津に４０年ほ

ど住んでおられるのだけれども、「こんな西町の保安林管

理道路の新緑の緑の豊かさというのを初めて知ることが

出来た。」と言われていました。「今度機会をみて家族と

一緒に来てみようかな。」というふうに感想として言われ

ている。 
ですから、灯台下暗しというのですか、中標津には素

晴らしい環境がたくさんあるのではないか。こういう機

会を作ることによって、実感し、もっと良い環境にする

にはっていう問題意識がここから生まれてきたらもっと

良いのかなと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
もう一つは散策をやるときにですね。地元への案内は

当然します。「こういうのを企画しますので、どうぞいら

して下さい。参加しませんか。」と、そして、これを市街

地の町内会の方にも呼びかけたのですよね。中心部地域

や西部地域の方がお忙しい中来ていただきまして、散策

しながら、あるいは終わってからの交流会等で交流がで

きました。 
ですから、ちょっと飛躍した言い方になるかもしれま

せんけれども、花と緑が人を呼ぶと。我々がただ呼びか

けたから来ているのではなくて、「花を見てみませんか。」

「春を探してみませんか。」という呼びかけに応じて来て

いただいた。そこから新しい人と人との繋がりが、生ま

れつつあるのかなとそう思いました。 
３つ目です小林先生が去年言われた、先程報告の中で

もちょっと触れました。「外部の人の力を借りてみては。」

と言われたのですよね。これはそういう問題意識で先程

言いましたように、具体的な今回の取り組みの事例で言

えば、桜の苗木を寄贈いただいた三浦さん、もう本当に

色々な面で、植樹の仕方、桜の苗木を管理する管理の仕

方、そのようなことを色々アドバイスいただきました。  
先程の報告で一つ抜けたのですけれども、開花して私

は喜んだのですけれども、あとで三浦さんに言ったら、

「それは大変良い。素晴らしい。今年も咲くでしょう。」

と、「でもね、４、５年経ってパタッと枯れる時がある。」

というのですよ。それくらい桜が病気に弱いのだそうで

す。それは長年、何十年と手塩にかけて育ててきた。「病

気に強い桜を作りたい。」というのが三浦さんの一生のテ

ーマだそうです。それを聞きましたら、私共はけして安

心してはいけないと。一本の桜を植えてそれを２０年、

３０年育てるというのは並大抵のことではないな。とい

うことも感じています。ねずみに食べられないようにき

ちんとカバーを付ける必要がある。とかね。 
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今思えば桜が開花したときの一つの要因として、苗木

を植えたときに、三浦さんが土を入れる子供に寄り添っ

てそっと入れたものがあるのですよ。それは肥料ですね。

それがまた開花の促進に繋がったのかなと、それは三浦

さんが長年経験された中で新しい土地に一つの苗木を定

着させるというのは大変なご苦労があったのかと思うの

ですけれども、そういった面も教えていただきました。 
これは小林先生が言われたように、外部の人の力を、

指導いただくというか。先程の農業高校の先生と生徒さ

んも同じです。私共はもっと色々な、緑や花を豊にして

いくというのは良いテーマなのだけれども、それを実現

するためにはもっともっと謙虚に学んで、そこから工夫

していくものを見つけるという。そういう必要があるの

ではないかなということを今つくづく感じております。 
 
（濱田コーディネーター） 
はい、ありがとうございます。とても素晴らしい取り

組みです。 
同じ西町で取り組まれている会場に来ていらっしゃる

方で、付け加えることございませんか。 
 
（西町町内会 舘下 氏） 
協議会で副会長をやっている舘下と申します。付け加

えることは特に無いのですけれども、これをずっと続け

ていくことによって、西町・川西のそれぞれの家庭の玄

関に一つずつ花が咲いていて、西町に来たら、川西に来

たら花があって「綺麗だな。」「素晴らしいな。」というよ

うなイメージ作りが、実現できるかどうかというのはと

ても難しいことですけれども、そういうようなイメージ

を持った地域づくりができたらなというふうに思ってお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（濱田コーディネーター） 

ありがとうございます。先程原さんがおっしゃってい

ましたけれども、地域の魅力の再発見、他の地域との連

携だとか、とっても良い施策の事例がありましたけれど

も、小林先生がおっしゃった外からの力、子供、さっき

ちょっと控え室でお話ししていたのですが、活動する様

子をご覧になって、力を貸してくれないかというきっか

け、このマップがその繋がりのきっかけを作ったような

お話されていましたので、ちょっとその辺お話ししてい

ただけますか。 

 

（原パネリスト） 

これは色々な事例があるのですけれども、さっきの三

浦さんのことで言えば、何故三浦さんが桜の苗木を寄贈

されることに至ったかというのは、後で分かったことな

のですけれども、西町・川西でこういうような緑の環境

づくりに取り組んでいるというのを、『緑の名所マップ』

を通して情報を得られたのかなと、間に入った方もおら

れて、「折角手塩に掛けて育てている苗があったら、寄贈

いただけるのであれば。」という言葉添えがあって、本当

にありがたく。私達は分からなかったのですけれども、

『緑の名所マップ』が一つのきっかけになったのかなと。 

これから、私もポケットに入れて時々歩いたりするよ

うに、地域の人達もこれを大事に、大事にといったら変

ですけれど、これがそういう一つのきっかけになってく

れたらな。という願いを持っております。 

 

（濱田コーディネーター） 

ありがとうございます。みなさんの活動の姿をご覧に

なって、それが、そういうきっかけができたということ

で、先程町長さんの方から地域の力と隠れた力がそうい

うことで、表に出てくる一つの姿かなと思いました。 

時間が限られておりますので、西部地域の佐々木さん

今年の活動をやられた中で感じてらっしゃることを今度

はお話でお願いします。 

 

（佐々木パネリスト） 

 話しは苦手なのですけれも、西部地域、前回第１回た

こあげやりました。２００名ちょっと位の人がきました。

小林先生から、継続、まず３回続けなさいと言われたと

ころです。 

今年は更にもっと人数を増やそうじゃないかというこ
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とを実行委員の皆さんで考えました。どうやったらとい

うことで、「まず、宣伝だろう。」と、早くからこれ、特

に実行委員長の野毛さん、事務局長が頑張りまして、新

聞には出る、ＦＭはなには出る。あちこちで歩き回ると

いうすごい活動をいたしました。結果３２０名ですか、

３００名位ですね。プラス、地域も最初は４町内会に限

っていたのですけれども、来る方拒まずということで、

そうすると、中標津町以外から別海町、釧路市、標茶町

というところからも来ていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他にですね、最後、反省会をみんなでやりました。

いずみシルバークラブの人達、町内会の人達、自分達で

こんなことまでやれるのだという自信がつきました。 

それと、４町内会の連携、イベントをやるときの手際

の良さは１回目と２回目では素晴らしく違いまして、ぱ

ぱっとできました。これはこのイベントだけではなくて

きっと違うこと、防災だとかいうところにもそういう連

携がつくのではないかという気がいたしました。 

一番良かったのはいずみシルバークラブの人達のあの

笑顔、子供達に教えているときの、自分達の役割がある

のだなと思っていてくれていると思いました。そこが一

番良かったですし、町内会の人達、来てくれた人達の笑

顔が素敵だったと思いました。 

 

（濱田コーディネーター） 

ありがとうございます。今お話しを聞きながら、私も

そのときのことを思い出したのですけれども、当日の様

子をテレビのニュースで偶然見ました。たぶん今おっし

ゃったように活動域を広げたいということで、色々なと

ころへ発信された効果かなと思って。出張先で普段見な

い時間帯にテレビを見ていたら、ニュースでやっていて、

すごいなと思った記憶を先程のお話しで思い出しました。   

ありがとうございました。  

大事なお話しというか、やることで自信が出てきた。

それから、町外からもこられるようになってきた。色々

な広がりが感じられました。 

会場で、西部地域で佐々木さんがしゃべらなかったこ

とでございましたら、どなたか。 

 

（緑町町内会 若森氏） 

 西部地域の若森です。私はですね、２年間実行委員と

してお手伝いさせていただきましたが、今まで私自身、

たこあげってやったことがなかったのですよね。初めて

たこを揚げたときの楽しさというのが今でも忘れられな

くて、参加してくれた子供達も、お父さんも、お母さん

も、おじいちゃんも、おばあちゃんも同じく楽しめた一

日だったと思います。今、この切ない世の中ですけれど

も、大空に舞う色とりどりのたこや、大地を駆け巡る子

供達の姿を見ていると、本当に自然と笑みがこぼれて、

癒される一時でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普段自分達の町内会の中でしか活動をしないのですけ

れども、４町内会集まっての取り組みで、私自身とても

勉強になりました。その中でも、先程から言われていま

す、いずみシルバークラブの皆さん、この方々のバイタ

リティー溢れる行動力、実行力、発言力のおかげで、今

回無事に終えることができたと思います。 

今年もまた大勢の人に集まって楽しんでいただけるよ

う、少ない予算の中ではありますが、３世代交流という

大きな希望に向かって頑張っていきたいと思います。あ

りがとうございます。 

 

（濱田コーディネーター） 

 ありがとうございます。女性が発表していただいてち

ょっとほっとしたのですけれども、小林先生からこうい

うまちづくりというのは女性がもっと参加しないとダメ
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だよ。ということだったので、適切なタイミングで登場

していただいて嬉しく思います。それでは舘下さん、や

られての想いを。 

 

（舘下パネリスト） 

 中心協って今回このスライドを作った時に、やはり私

達以外に多くの団体がまちづくりをしているのだなとい

うのを本当に感じました。 

そんな中で昨年「何をする!?新事業！！」なんて大きな
口を叩いて始めた『七夕あきんど祭り』が白樺の木を切

って、１０本飾っただけの事業だったのかなと深く反省

しているのですけれども、そこに役場の子育て支援室の

協力を得て、児童館の児童に協力をしていただき、５０

０の短冊を集めることができたということは大変嬉しい

ことですし、私達の町内会で集めたのはたぶん３００。

これが無かったら大変だなというところもありました。

それとやはり、子供達が短冊を書くということは、短冊

を見に来てくれるということで、大変この効果はあった

のではないかなと思っております。ただ、お祭りといい

ながら飾りしかやっていないのはちょっと反省かなと思

っております。 
それと、夏にやった『灯ろう祭り』なのですけれども、

１万２千個のイルミネーションと電飾、お金を掛けただ

けあって、多くの人が来てくれました。夏まつりと同じ

時期ということで、夏まつりの行くとき、それと帰りに

寄ってくれる来場者も多いということで、ロウソクを絶

やさないように管理するのも大変でしたけれども、楽し

い一日を過ごすことが出来たし、多くの町民に声をかけ

られました。そんなことが夏まつりは良かったかなと思

います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
冬まつりはやはりこれから大変なのは、雪と気候の戦

いだということで、アイスキャンドル作りに苦戦をしま

した。それによってどのようなお祭りになるかというの

は年々難しくなってくるのですけれども、やはりバケツ

で作ったアイスキャンドルの灯火というのは心を暖める

し、感動を与えると思います。ですから、できれば、こ

れを町民のみんなと一緒に作っていけるようなお祭りに

していきたいなと思いますし、１個、２個が１０００個

になれば良いと思いますし、実質大体８００個のアイス

キャンドルを作っていますけれども、一つずつ増やして

いくことが必要だということで、人との繋がり、コラボ

レーションがどんどん必要ですし、そのようなことが今

年感じたことだなと思っております。 
 

（濱田コーディネーター） 

 ありがとうございました。色々な活動をやっていらっ

しゃる方々との連携、それから、先程お話しされていま

したけれども、思いがけない、想定していないことが起

こったときに、何とかそれを解決するということの知恵

の出し合いということで、乗り切ってこられたというこ

とを感じさせていただきました。ありがとうございまし

た。同じように、中心部地域で会場から補足あれば。 

 

（清泉町内会 田中氏） 

 中心部地域街づくり協議会の事業運営委員長をしてお

ります田中と申します。よろしくお願いします。大体の

ことは舘下さんに言っていただいたのですけれども、中

心部地域、このやっている行事がですね。一年目は夏の

灯ろう、１２月くらいの、最初の年はペットボトルアー

トという形で電飾を行いまして、あと、はな通り会の皆

さんと一緒にアイスキャンドルという形で冬まつり時期

にやっています。 

２年目になりまして、そこに七夕がからんできて、とい

うことで、一年を通して常に事業をやっているような形

でちょっと追いまくられているような部分もありまして、

そこにも書いてありますけれども、そういうふうになっ

てはいけないということで、気を付けてはいるのですけ

れども、何しろ９町内会ということで、皆さんまとまっ

て行動するということがなかなか大変でございまして、

最初の１年目は皆さん結構集まっていただいたのですけ

れども、２年目になりますと私達事務局側も連絡とかが

段々ギリギリになってしまったりして、なかなか集まり

ができない中でやってきておりまして、ここまでやって
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きて良かったなと思っているのですが、今年はそれにプ

ラスをして、できれば各町内会さんの方に出向いていっ

て、最初にスライドでも３点くらい出ていましたけれど

も、皆さんの町内会に今度みんなが協力して、何か事業

をやっていけるような形にまで持っていければ良いなと

思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（濱田コーディネーター） 

 ありがとうございます。先程の年間計画をみても本当

にびっしり、一年中という結構大変だなと思いながらも、

それを乗り切りながらやってらっしゃる。さらに同じこ

とじゃなくレベルアップされているというのがすごいな

と思いました。先生各団体の活動ご覧になって昨年もア

ドバイスを色々といただいたのですけれども、コメント

いただければ。いかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（小林コメンテーター） 
まちというのは何種類かあるのですけれども、腐って

いくまちと、熟していくまちがあると思うのですよ。 
腐っていくまちの典型というのは、政府からのお金と

県からのお金を頼りにしながら、道路を作ったり、公園

を作ったり、街灯を作ったり、街の中の、中心部の整備

をする。一見、その瞬間はまちが良くなっていくように

も思うのだけれども、しばらく経つとシャッター街が増

えて街に行かなくなって、そういう街というのは日本中

にたくさんあるのですよ。それは、街の中ばかりではな

くて、郊外に新しい住宅を作るということも含めてです

けれども。 
そうではなくて、熟して行くまちというのもあるので

す。それを教えてもらったのは鳥取、日本海側にある鳥

取の山の中にちず町というのがあるのです。智頭町とい

うのはマップの地図ではなくて、英知の知、知るという

字に日と書いて、頭と書くのですけれども、本当に山の

中なのです。町村合併で６つか７つの村落が合併して智

頭町というふうになったのです。本当に高齢化が進んで

いて、みんな無くなるのではないのかなと思っていたの

ですけれども、話すとプロセスは長いのですけれども、

それぞれの旧村、古い自治体を単位にしながら、それぞ

れがＮＰＯを作って、年寄りが中心になって、若い人も

戻ってきて、人口は全然増えていないのですけれども、

すごく良いまちになっているのです。 
そうやって見てみると、例えばこの間お会いした町長

さんはあま町というところの町長さんなのですけれども、

海士というのは海って言う字に武士の士と書く海士町な

のですけれども、非常に小さい町なのですけれども、高

校を一個持っているのです。その高校生を中心にしなが

ら、すごく面白いまちづくりやっているのですよね。 
そういうふうにして、この２つばかりではないのです

けれども、熟していくまちというものの存在と、動き方

というのがすごく気になったのです。それをあるとき議

論をしながら、今「プラチナ社会」という言い方をしよ

うとする。シルバーじゃなくてプラチナ、そういうプラ

チナまちづくりに賞をあげましょうなんていうのもやっ

ているのですけれども。 
今お話しを伺って、３地区の話しですけれども、地区

は３つですけれども、そこに関わっている人達の数とい

うのはさっき写真に出ていた以上にたくさんの方が関わ

っているのではないのかなと思うのです。 
そうすると、中標津は腐っていくのか、熟していくの

かと考えると、今僕が理解すると、熟していこうという

ふうにみんな思い始めたのではないのかなと感じたわけ

です。行政に頼るだけではなくて、自分達で自分達のま

ちを何とかしようと、楽しみながらなんとかしようとい

うふうに思い始めたのではないのかなと思うのですよね。 
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と、いうのは、まちというのは、普通は資料を見たり

図面を見たりして、ここに道路を通すとか、団地を造る

とか、ここに公園造るとか、ここに何とか施設を作ると

いうのがまちづくりだとついつい思ってしまうわけです。 
そうすると、個人はどこに行くかというと、自分の家

しかないのですよ。それが自分のまちの理解の仕方。そ

うすると、佐々木さんはそうではないと思いますけれど

も、僕なんか昔は家というのは自分の場所だったけれど

も、段々と自分の場所が無くなっていくじゃないですか。

どこに行けば良いのだって。そうすると、自分の家以外

にそういう自分の居場所を見つけようとか、作ろうと思

うのですよね。飲み屋ではなくて。 
そういうことを一緒に作ろう。さっきの原さんは小学

生と一緒に桜を植えた。そうすると、「ここが自分達の場

所だ。」というふうに思い始める。そういう自分達の場所

だっていうふうに思い始める人と場所が増えれば増える

ほど、まちは熟していくのだろうと思うのです。そうい

うことをみなさんスタートされたのだなと思うのです。

それを是非どんどん進めていっていただきたいなと思う

のですよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そうすると、あるときから、皆さんもう使われている

と思いますけれども、あるいは目にされていると思うの

ですが、「クオリティ オブ ライフ」という言い方、良

く聞かれるのではないのかなと思うのですけれども、「ク

オリティ オブ ライフ」というのは新聞だとかが解説

すると括弧して、「生活の質」と書くのです。だけれども、

「生活の質」というふうに日本人が訳すのはダメだとい

うのを外国人に教えられたわけです。「クオリティ オブ 

ライフ」の「ライフ」というのは生活ではなくて人生だ

というわけです。人生の質が高いまちっていうのが、そ

れぞれが求めていく、求めているものだと、その度合い

が熟していくまちの測定する数値だと彼らは言うわけで

す。「あぁ、なるほど。」と思いました。 
だから、中標津というのは先程町長さんともお話しし

たのですけれども、単純にちょっと車でいくと美味しい

魚がとれるし、美味しいものが食べられるし、良い風景

に出会えるし、すごく感動的な自然とも出会えるし、こ

んな贅沢な環境にいるまちって無いのです。その贅沢な

環境にいるっていうことに少しずつ気が付き始めて、素

晴らしい人生の質というのが展開することができる。日

本の中で少ない町の一つなのではないのかなと思うので

す。ですから、もう少し続けていくと、それが日本の中

で本当に光るまち、光る人生を送っているのだというこ

とを多分若い人達を含めながら、気が付かれ始めるので

はないのかなと思います。 
もう一個思ったのが堺屋 太一って小説家というか、政
治家でもありましたけれども、一冊の小説を書いたので

す。タイトルは『エキスペリエンツ７－団塊の７人－』

何を書いてあるかというと、会社勤めをしていた、一回

定年になった男を７人集めると解けない問題はないとい

う。男というのは会社で仕事をして、一生懸命知恵と人

間関係と能力を高めるのですけれども、それから若干の

お金。それで、会社、定年になると、する場所とするこ

とが無くなる。でも何かやりたいと。何かやりたいとい

う輩を集めると問題はすぐに解けるぞというのが簡単に

いうと小説の中身なのです。ですから、高齢社会という

のは問題を瞬時に解ける社会に移行していると理解した

方が良いのではないかというのがその堺屋 太一の本な
のですけれども。 
それと、中標津町もたしかに人口が増えて来ていまし

た。でも、もうそんなに増えないです。その増えないま

ちを成熟させていくかどうかということが大事。りんご

も花が咲いて段々大きくなるのですけれども、無限大に

は大きくならないのですね。あるところで止まって、熟

して、蜜がいっぱいになる。そういうまちに僕は、なっ

ていく可能性があるし、住んでいる方ばかりではなくて、

外からそういうふうに評価して、「あぁ中標津で自分の人

生を終わりたいな。」「そこの中に参加したいな。」という

人も出てくるように思うのです。 
ですから、みなさんの活動というのは、地区別でいう

と３つしかないですけれども、その種は非常に多く蒔か

れたなという感じがします。 
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（濱田コーディネーター） 
 ありがとうございます。とっても勇気付けられるお話

しだったのかなと思いますし、先生がおっしゃったこと

をまさにやっていらっしゃる。何人かの方がおっしゃっ

ていましたけれども、困ったなというときに色々な方の

力で解決できてしまう。正に実例でもあるのかもしれま

せん。 
もっとお話しをしたいところなのですが、時間が限ら

れているので、今のお話しを含みながら更にこれから将

来へ向けてという辺りでお考えになっていることを、そ

れぞれ一言お出しいただきながら、また先生のアドバイ

スをいただいてという格好にしたいと思います。原さん

からということでお願いします。 
 
（原パネリスト） 
 今後に向けてということで、目指すは花と緑が豊かな

街づくりに努力していこうということなのですけれども、

そのためにここに出ている内容から触れると「３年継続

する。」「評価をしながら進める。」と、これ、実は関連が

あるのだと思うのですよね。私共の協議会からみると、

平成２５年に桜の苗木１０本を植えました。三浦さんに

この間お会いして、「もしできましたら、桜の苗木をもう

１０本いただきたいのです。」と率直に言ったのです。そ

うしたら、「いいですよ。」と言ってくれました。１０本

で、大体５０ｍくらいの並木になるのですけれども、そ

れに続けて、場所はまだ確定していません。町有地をよ

く役場の方に聞いて、勝手にはできませんので、１００

ｍくらいの桜並木ができたらどうかと、あとそんなに拡

げる気持ちはありません。まず、それで３年続けた中で

それが実現できたらというのが一つです。 
それから、寄せをやっていて、出た方の来年度に向け

ての意欲なのですけれども、今度平成２６年にやるとき

には、苗の種類とか、高さも同じような苗ばかりでした

ので、もっと多彩にして欲しいというご意見がありまし

た。これは是非活かしてですね。世界で唯一つといって

も苗が素材ですから、自分のイメージに合うような苗が

業者さんから提供いただけるように、こういう形でやる

場合には要望して、それに応えられるようにしたら良い

かなと思っています。そういうふうに実践してみると

色々評価があって、改善点のご意見もでてくるというこ

とで、それを活かしていきたいなと思っております。 

あとはですね。情報の連携の段階から、行動連携に繋

げていくという。それが今、求められているのかなとい

う気がします。色々なものを企画したら、やはりそれを

情報で発信してお知らせして、参加していただく。行動

にまで結びついていく。地元の、西町・川西は一番地元

です。更にもしできれば、市街地の町民の方にも機会が

あればお知らせして、一緒に参加、行動できるような連

携が図れたら良いかなと、これ夢みたいな話ですけれど

も、少し心がけて平成２６年度、やってみたいと思いま

す。 
 
（濱田コーディネーター） 
 何か、一緒にお花見を、ということに関してはかなり

期待感があって、いつ頃になるでしょうかという難題も

投げかけられているということですけれども、一つよろ

しくお願いします。 
 それでは、佐々木さんお願いします。 
 
（佐々木パネリスト） 

 ２回やって成功のうちに終わった、たこあげ大会です。

３回目、今年もまたやります。何とか３回ではなくてず

っと継続していきたいなというのが地域のみんなの願い

かなと思います。あの楽しいことをやっていきたい。 
ただ、前回は思いきり人を増やそうというふうにしま

したけれども、まず継続ということになりますと、大き

くすることがまた良い事でもないのではないかと私自身

は思っております。できれば参加者の皆さん、それから

お手伝いの皆さんも一緒になって、たこあげをしたいと。

手伝いをするだけではなくて、みんなが一緒になってた

こあげするようなイベントにしていきたいなと思います。  
それから、３年目を過ぎると大概の場合、助成の方も

少なくなってくるということもありますので、そうする

と、経費がかけられないということで。どうやってお金

を掛けずやるのか、色々考えていることもありますけれ

ども、そんなふうにして、何とか続けていくということ

をまず前提にしたいなと思っております。このイベント

がうまく今まで第２回までやってきたのは、個人の力、

実行委員長の野毛さん、それから事務局長の根本さんも、

たこあげばかみたいな形で真剣にやっていただきました。

そんな人達が、私達も含めて地域がばかみたいになって、

育ってついていけば、このまちもそのうち良くなってい
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くのではないのかなと思って、いきたいなと思っており

ます。 
 
（濱田コーディネーター） 
 ありがとうございます。舘下さん。 
 
（舘下パネリスト） 

 事業をやるのにやはり、更なるコラボの、ミックスコ

ラボというか、どんどんコラボを膨らましたほうが良い

のではないかなと。先程、小林先生が言っていた通り、

年配者も使うのも良いのでしょうけれども、青年団体を

引退したＯＢというのがいっぱいいるはずなのですよね。

それは皆さんまちづくりやお祭りに協力して、実績もあ

りますし、そんな中でやはりもう一回、まちづくりに目

を覚ましていただけて、一緒にやるというような形もと

れるのではないのかなと思いますし、『復活、はしご酒』

だとか、色々な話もありますので、そのようなことも含

めながらこれから考えていきたいし、先程、うちの事業

運営委員長が言っていた通り、中心部だけでやる事業で

はなく、９町内会として何かまた広げてみんなでやる事

業も必要だなと考えていますし。例えば、春の清掃の焼

肉パーティーを９町内会でやれば、１町内会で１００人

集まれば９町内会で９００人の焼肉になるので、それも

素晴らしいお祭りになってしまうので、そういうことで

交流ができるのではないかという。簡単な事業ですけれ

ども、素晴らしいことかなと思っておりますし、その辺

をこれから新年度に向けて、９町内会の皆さんと話しな

がら事業を進めたいなとおもっています。 
 
（濱田コーディネーター） 
 ありがとうございました。もしよろしければ会場の方

からも、こんなことやってはどうかとか、あるいは自分

達の地域がこんなことやろうと思っているというのがあ

れば、挙げていただければありがたいのですがいかがで

しょうか。 
皆さんの報告を聞きながら、それぞれお持ち帰りいた

だきながら、ということでよろしいですか。 
 先生、先程コメントいただきましたけれども、今の今

後に向けてというお三方のお話しで、何かご意見とか今

日の総括みたいなことで評価少しいただければありがた

いのですが。 

 
（小林コメンテーター） 
 舘下さん、お願いがあるのですけれども、中心部って

まちみんなのものなのですよ。だから、９町内会で責任

を持つというのは大事なのだけれども、「参加しません

か。」とたくさん声をかけると良いのではないかと。そこ

はみんなそうだと思うのですよね。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
だから先程、原さんが管理道路、「こんな素晴らしいも

のみたことがない。」と言われていた。あぁいうのはやは

り、そこの町内会の財産でもあるけれども、まち全体の

財産である。「そういうものを探しませんか。」と声をか

けると、確率は低いかもしれないけれども、ファンは増

えてくる。そんなやりとりをしながらまち全体で、部分

の問題をみんなで解決しようというふうになっていくの

ではないのかなと思うのですよ。 
よく言うのですけれども、探検したり、発見すると、

何か良い意味でも、悪い意味でも、あるところを探検し

て、何か良いこと、何か問題点を見つけたりすると、答

えは、必ず誰かが作ってくれる。そういうふうに信じな

がら活動していただけると、もっと素晴らしい成果に繋

がるのではないかなと。素晴らしいというのは、内容と

いう意味だけではなくて、「時間的にも繋がって行こう

よ。」とエールを送る人も増えてくるのではないのかなと

いうふうに思います。 
 

（濱田コーディネーター） 
 ありがとうございます。先程、会場の女性の方がおっ

しゃいました、「楽しそうだ。」ということはすごく大事

で、楽しげにやっていると「私も。」となりますので、イ

ベントやっていると大変なんだよなというところもある

かとは思いますが、楽しんでやっていただければなとい

うことを感じました。 
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 お時間過ぎてしまっているのですが、こんな格好で、

計画作るときにみんなで議論をしたことを、自分達自ら

やってみようということ、３つの協議会で取り組んでい

ますけれども、協議会だけではなくて、外からもという

形になっていますので、とても良い形なのかなと思って

いるのですが、できればこの輪がもっと広がっていって、

先程先生がおっしゃった、自分達の場所があって、そこ

で自分達の人生が豊かになる。中標津で暮らしていたか

らこそ、人生が豊かになったという実感が出来るような

そんな姿になっていけば素晴らしいなと思います。 
このフォーラムは多分毎年やっていかれると思います。

数年後にあのとき議論していたことがこうなったよと、

なっていくのだろうなと予感しながら、今日のフォーラ

ム、様々な成果が得られたかなと思います。 
壇上の方、やってこられた方以外に会場でも「これか

ら。」という想いの方。「楽しそうだから今年は行ってみ

ようかな。」と思っていらっしゃる方、色々な方が地域と

の繋がりを実感しながら、中標津らしい暮らしの実感を

されていかれることが、将来に繋がるのかなと。そうい

うことを確認できたように思えます。 
時間が過ぎましたので、これくらいで事務局にお返し

したいと思います。最後に今日は発表いただきましたみ

なさん、それから小林先生に最後、感謝の拍手をお願い

したいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 閉会：中標津町都市住宅課長 望月 正人 
会場の皆様、大変お疲れのところ最後までまちづくり

フォーラムに参加いただきまして、ありがとうございま

した。これでまちづくりフォーラムを閉会とさせていた

だきます。お帰りの際はどうかパネル展のほうをご覧に

なってから、どうぞお気をつけてお帰りください。本日

は大変ありがとうございました。 


