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第 4回 中標津町都市計画マスタープラン 策定委員会 議事録 

◇開催日時：令和元年 10月 1日（火）14時 00分～16時 30分 

◇開催場所：中標津町役場 3階 301号会議室 

◇参 集 者：委員 23 名中 14名出席 

 

１．開会 中標津町建設水道部都市住宅課長 天野秀典 

それでは定刻を過ぎましたので、第 4 回の都市計画

マスタープラン策定委員会を開催したいと思います。

お忙しい中ありがとうございます。本日の進行役を務

めます、都市住宅課の天野と申します。 

まず最初に資料の確認をいたします。資料は１～６

までございます。 

そのほかに本日配布の資料で、委員名簿が席のとこ

ろにあります。委員に交代がありました。計根別農協

の蠣崎さんが熊谷さんに変わりました。 

（委員の紹介） 

それでは議事に入る前に、小林委員長から挨拶いただきたいと思います。 

 

２．挨拶 小林委員長 

（委員長） 

１～３回策定委員会や視察、対話の場などもやりな

がら、ものすごく進化していると思います。 

今回もグループディスカッションの場で進めて、み

んなで考えていこうという姿勢が表れていると思い

ます。 

全国区の中でも珍しい内容になるんではないかと

思います。楽しみにしていますので、もっとアグレッ

シブにやっていきましょう。 

 

３．出欠の確認 

（都市住宅課長） 

それでは、審議に入りたいと思います。 

本日の策定委員会の開催につきましては、委員の半数以上の出席がございますので、会議

の開催ができることをご報告させていただきます。 
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４．議事 

（都市住宅課長） 

それでは議事の進行につきましては小林委員長に

進めていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

お手元の資料にあるように大きく二つあります。 

一つはこれまでどういう風に進化してきたのかと

いうのを振り返って今日の話につなげていくことで

す。 

それからもう一つは、それをもとにして、一時間ほど、このメンバーで、計画というか、

構想というか、妄想というか、自分たちはこういう街づくりをしていくんだという気持ちを

話したいと思います。 

それから最後にフォーラムについてもあります。 

まずは検討状況について、１～３がありますので、それぞれわかりやすく説明してくださ

い。 

 

（１）検討状況について 

①検討の流れ 

＜㈱ドーコンより資料に基づいて説明＞ 

検討の流れ（資料１） 

 

（委員長） 

何か質問はありますか。 

熊谷さん、ご説明事前に受けていると思いますがいかがでしょうか。 

 

（委員） 

はい、大丈夫です。 

 

（委員長） 

それでは次のインタビュー結果について説明をお願いします。 

 

②インタビュー結果について 

＜㈱ドーコンより資料に基づいて説明＞ 

インタビュー結果について（資料２） 

 

（委員長） 

ありがとうございます。すごくたくさんいい情報を整理していただいて、ありがとうござ

います。7つのヒアリングを通してポイントやエッセンスは何ですか？ 
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（ドーコン） 

やはり、地域の人をどう巻き込むか、と言ったところが、今後なかしべつのまちづくりを

考えていく上で重要なポイントかなと思いました。 

やる場所があるだけでなく、誰がどんなことをやるのか、というのが見えてくれば、まち

も変わっていくのかなぁと感じました。 

 

（委員長） 

ありがとうございます。 

 

（委員） 

今のインタビューの対象として、西町・川西に聞いていないのと、そもそもこの委員会に

も委員そのものが選定中で来られていないのはどうしてですか、ということなんですけれど。 

今後は地域別街づくり協議会が大事だと言いつつも、前回計画から動いている 3 つのうち

の 1 つがずっと何となく欠けていて、欠けていることをみんなが分かっていながら、命題化

されていないんです。糾弾するつもりはないんですが、そこが分からないと、次の街づくり

協議会をみんなで作ろうよ、という時に困らないでしょうかね。 

 

（街づくり推進係長） 

会長が昨年亡くなられまして、あの方が中心となってやっていたので、地域のキーマンを

なくしてしまったのは大きなことだったなと思いまして。西町町内会の会長には話を聞きま

して、続けて行きたいという考えであるようでしたが、なかなか一度活動が停滞してしまっ

ていて、誰が代表かというのもないので、我々も聞きに行けない状況が続いています。代表

の方も見つかっていない状況で、我々としても静観している状況にあります。 

 

（委員長） 

東田さん、時々顔出したりはしているの？ 

 

（委員） 

誰か仮代表でもいいからお願いしないと、役割が人を育てることもあるので。静観してい

るんなら、私も含めてここにいる人はみんな静観しているんですよね。ただ誰かが声をかけ

ないと、と思うんだけど。 

この後に、対話の場があって、フォーラムがあって、地域街づくり協議会が進んでいくと

いう状況に違和感がある。ずっと川西に手を付けなくていいのかと思っているんです。 

 

（委員） 

私は以前から、会長と関わりがあって西町に顔を出していたんです。死者を鞭打つわけじ

ゃないんだけど、要するにリーダーというものがどうあるべきかということがこの町に現れ

たんだと思う。会長は一生懸命頑張ったが、周りにそういう人が揃わなかった。 

どうして今そんな話をするのかというと、とにかく町内会の運営の様子が、俺たちは全然
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わからないの。会長の PC に入っていて、全然わからないので、フォルダを見ながら右往左

往しているというのが実態なんです。まちづくりを進めていくのにあたって、リーダー性と

いうのは、強いリーダーがどんどん押していくのはいいんだけれども、住民がついて行けて

いないというのが実態なんです。 

私も教員だったから悪い癖だが、一方的にやってしまう習性があって、町内会長の話を聞

いてもそうで、リーダーが強すぎて地域がついていっていない状況のようだった。今後のこ

とも含めて、あえて私が触れなかったのは、困っている状況が分かっていたからなんです。

ちょっと実情を聞いたら、そういう実態だったので、難関だなぁと。この地域としてはこれ

からもリーダーは出てこないんじゃないかと。 

 

（委員） 

それなら、次のまちづくり協議会は、強いリーダーではなく、皆でやっていこうよってな

っていくってことですよね。 

 

（委員） 

そういうまちづくりにしていこう、ということです。 

 

（委員長） 

来年度からは地域別構想なので、柔らかく声掛けを続けていってほしいですね。 

 

（ドーコン） 

地域をどのようにするか、線引きするのではなく、という考え方もありますので、今後検

討していくということで。 

やはり背後には誰がやるのかという根本的な問題が根付いているようですね。 

まだこのほかにも立ち上がっていない街づくり協議会もあるわけで、そこも同じような課

題を抱えているんではないかと思います。 

 

（委員長） 

他にありますか？ 

なかなか動きが継続しない地域には、こうやってやるんだよと言うのを、雰囲気を伝えて

みてはどうかと思います。役場の方からどうですかって言うと、難しいから、これから柔ら

かい声掛けを我々の方からやっていけたらいいですね。 

③の方の説明をお願いします。 

 

③アンケート結果について 

＜㈱ドーコンより資料に基づいて説明＞ 

アンケート結果について（資料３－１，３－２） 
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（委員長） 

色々グラフを見ながら、15 年経つと、どこの重要度が高くなるのかなというのを考えてい

ただいたと思いますが、これから意見を出していただきたいと思います。 

自由回答の中で、皆さん熱心に書かれているんですけれども、気にした方がいいというと

ころがあれば。 

 

（ドーコン） 

迷うほどの意見がたくさんありましたけれども、やはり子どもを持たれているお母さんか

らは、子どもが集まれるイベントなどがあったらいいなという声がありました。中標津には

シングルマザーが多いという意見もこの中には書いてありまして、皆が集まれる場所があれ

ばいいという意見がパラパラと見受けられたと思います。 

また、全体の意見にもありましたが、空港をもっと活用した方がいいという意見も多くあ

ったかと思っております。 

 

（委員長） 

ありがとうございます。前半のこれまでの検討状況について説明をいただいたので、構想

の検討というか、妄想の提案に移りたいと思います。 

進め方含めて、ご説明をお願いします。 

 

 

（２）構想の検討 

①グループディスカッションの進め方 

（ドーコン） 

グループディスカッションで進めていきたいと思います。この場で話し合いたいことは大

きく 2つあります。 

1 つ目は、全体で 9 月の対話の場で出てきた意見を共有したいと思います。参加されてい

ない方の意見を追加して、中標津のツボは何かを検討していきたいと思います。 

２つ目は、先導的に取り組むツボを選ぶ、と書いていますが、色々なアイディアをいただ

きましたが、先導的というのは、みんなでできそう、すぐにできそう、波及しそうなものを、

各自お手元のシールがあると思うので、投票形式になりますが、ここがツボだと思う場所に、

模造紙にシールを貼っていただいて、そこでどんなことをどんな目的でするかという意見交

換を行っていきたいと思います。 

各グループで 3 つくらいに絞って、あるいはここから最初にやったらどうか、と優先順位

をつけていただきたいなと思っております。 

最後にグループ発表をして、自分のグループはどんなことをどういう順番でやっていくと

いいと考えたという話をしてもらいたいと思います。 

進め方でご質問はありますでしょうか。 
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（委員） 

ちょっと進め方が分からなかったので確認したいです。 

（ドーコン） 

各テーブルにドーコンの 3 名が入りますので、その中でまた進め方の確認をしていただけ

ればと思います。 

 

（ドーコン） 

今まで議論を重ねてきたマップがあるので、どういう意見が積み重なってきているかは各

テーブルで確認したいと思います。 

 

（委員長） 

共通でしたほうがいいんじゃないの？ 

 

＜㈱ドーコンより資料に基づいて説明＞ 

グループディスカッションの進め方について（資料４、資料５） 
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②ディスカッション 

＜A グループ＞ 

 

 

 

 

順 関連テーマ ツボ（場所） 目的 アイデア 

① 中心市街地 しるべっと広場 まちなかの賑わ

いづくり 

 常設のテントを建てて、飲食・物販

を提供する（中標津町内だけでな

く、全道各地のフェアを） 

 広場でイベントを開催する（ライブ

やさまざまなパフォーマンスの披

露） 

 誰がやるかが課題（商工会でもいろ

いろイベントやってきたが疲れて

きた） 

 仕掛ける人、賛同して手伝ってくれ

る人、後押ししてくれる人がみえて

こない 

一条通 まちなかの賑わ

いづくり 

 一条通を歩行者天国にしては（一条

通は商店街の発祥～歴史ある道） 

 一条橋を人道橋として復元し、商店

街と丸山公園を結んで人流を創出

しては 

丸山公園、末広

公園、体育館跡

地など 

まちなかの賑わ

いづくり 

 体験施設（酪農等）の誘致 

 賑わい創出（花火の打ち上げを要望

したが実現していない） 

② 中心市街地 （役場） サポート体制  やりたい人をサポートできる体制

づくり 

 「やってみては」を「やってみるか」

に転化できるような後押しを 

③ 産業・活力 中標津空港 まちの生命線と

しての維持・活性

化 

 中標津を発信できる拠点に 

 北方領土とのアクセス拠点である

ことの活用 

 高い着陸料を少しでも安く 

公園・公共

施設 

道路網 利便性を高める

交通路の整備 

 街の外構線（外環状道路）を明確に

し、公共交通と公共施設のアクセス

を向上 

 外構線と市街地内を結ぶ路線のネ

ットワーク化 

公園・公共

施設 

計根別：小学校

跡地、児童館跡

地、支所裏の広

場、農協裏の広

場等 

子どもが外で遊

べる場所づくり 

 遊具を設置した子どもが遊べる公

園（一長一短：支所裏の広場は盆踊

り会場なので遊具を設置できない、

農協裏の広場の利用は農協との協

議が必要、小学校跡地、児童館跡地

はこども館から遠い） 
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＜B グループ＞ 

 

 

 

順 関連テーマ ツボ（場所） 目的 アイデア 

① 中心市街地 【第 1 段階】 

しるべっと広場 

【第 2 段階】 

親水広場、なか

まっぷ、交通セ

ンター（ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅ

ﾙ） 

外にひとがいる

姿を見せて、活気

があるまちなか

にする 

 土日に定期的・継続的にイベントな

ど活動ができる場にする 

 しるべっとの芝生の広場を利用し

て、いろいろな人がトライアルでイ

ベントができるような場所を作る 

 次の段階では、L 字型のエリアを活

用してにぎわいを広げていく 

 コンテナハウスや全天候型のイベ

ント用テントなど安く借りられる

イベント会場を民間中心でつくる

（商売ができるなど制約を少なく

したい） 

 バスターミナルのアーケードを使

ってトライアルショップを開く 

 小さい子供がいる家族は親水公園

のあたりを使えるようにする 

② 公園・公共

施設 

【第 1 段階】 

緑ヶ丘森林公園 

【第 2 段階】 

ゆめの森公園、

丸山公園、末広

公園、正美公園 

町外から人を呼

ぶ人気スポット

づくり 

 車で直接乗り入れてキャンプがで

きる RV キャンプを整備する 

 駐車場や電源、WiFi スポットを用

意するなど既存の施設を最大限生

かしながら、少しの整備で人を呼べ

る施設にリニューアル 

 周囲の公園や計根別地区の公園も

同じようにキャンパ―やサイクリ

ストが一体的に楽しめるようなつ

ながりを持たせる 

③ 地域の交流

拠点 

各地域の中心と

なる場所 

（町内会館、学

校、病院など含

め） 

子どもから高齢

者まで一緒に集

える交流・防災の

中心拠点をつく

る 

 児童館、町内会館、老人クラブなど

あちこちにある拠点をまとめるよ

うな地域の中心が、中標津町内で 5

箇所程度あるといい 

 コミュニティーセンターとして、ま

ちづくり協議会の拠点になってい

くイメージ 
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＜C グループ＞ 

 

  

順 関連テーマ ツボ（場所） 目的 アイデア 

① 公共交通 バス路線 問題視している

人が多い一方で、

公共交通を使っ

ていない現状を

変える 

 バスを小さくして、細かく地域を回

れるような路線にする 

 デマンド・乗合タクシーなどのよう

な形で運用する 

 自動運転の実証実験を行う 

 歩く文化を作り自転車を使う 

 スクールバスと連携する 

② 歴史文化 伝成館 文化的な歴史的

なものとして守

る 

 丸山公園にある郷土館も古くなっ

ており、歴史や文化に観光も含めて

広く発信できるような場になれば

いい 

③ 公園・公共

施設 

バスターミナル まちづくりをし

たいという人を

応援する 

 町民まちづくり活動センターを設

置する 

 バスターミナルの中のテナントの

場所を活用できないか 

丸山公園 もともとの箱庭

的で良好な自然

環境を活かす 

 ビジターセンターのようなものが

あったらいい 

計根別 まとまりのある

街並みづくりを

進める 

 幼稚園や学園の生徒で、カボチャの

ランタンづくりなど地域の中で話

をするきっかけができている 

 コンパクトにまとまったまちづく

りを進めていければいい 

 街路樹の整備を進めるとよい 
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③発表 

＜A グループ＞ 

（委員） 

一番重要な部分は中心市街地で、どうやって人を集めて活性化を図るか、という話になり

ました。その流れで、昔あった商業の発展の一条橋を復活させて、まちなかと丸山公園の連

絡網を作ることで人をたくさん行かせたいと思います。あとは、中心市街地にコンテナハウ

スを作ったり、何かイベントが年間を通してできるようなところがあるといいという意見が

挙がっていました。 

ただ、これを見てもわかると思うのですが、○○が欲しいとか、○○があったらいいんで

はないか、という意見は挙がっているんですが、街の中の話をすると、あとは誰かがやって

くれるんじゃないか、意見を出したんだからあとはそっちでやってください、という意見が

とても多くみられるので、町民活動センターのような、やりたいという人をしっかりとサポ

ートできるような体制をつくることで、やりたいことがある人は、どんどん言ってください、

サポートしますよ、という体制があると、発展につながっていくのかなという話になりまし

た。 

中標津は街がどんどん大きくなっているので、外構線を作ってはどうかという話や、空港

が街と中心部に近くて、今後のまちの活性化の生命線になってくると思うので、観光の発信

をしたり、どこに行くにしても飛行機の運賃が高いというのも課題であったり、北方領土と

のアクセスなども含めて、空港を活用していけたらなという意見もありました。 

計根別についても、意見が挙がっているんですが、今は公園がないんです。昔の子どもた

ちは健康重視で、学校から帰ってきたら外に出て遊びなさい、と言われたものですが、今は

学校が終わると家に帰るか児童館に行くしかないんですね。田舎の子には外で遊んでいただ

いて、楽しい子供時代を過ごしてもらいたいものですから、計根別小の跡地も活用して公園

等を作っていきたいなと思うところです。 

 

＜B グループ＞ 

（委員） 

B グループも同じで、まずはしるべっと、なかまっぷ、バスターミナルを含めたこの一帯

のエリアに人が集えるようなところがあるといいんじゃないかという意見が出ました。アン

ケートにもありましたが、Wi-Fi が重要で、若い世代も集まることができますし、しるべっ

との周辺は毎回お祭りもやっていて人が集まる癖がついているというのが重要なポイントで、

芝生の広場を利用して、何かしら皆がトライアルでイベントができるような場所にしていっ

たらいいのではないかと。例えば、交通ターミナルを使って、シニアや子どもたちが集まる

ようなものや、バスターミナルのアーケードをそのまま利用してトライアルショップを開い

たりして利用できるんじゃないかと。そうすれば、ショッピングやフリーマーケットをした

り、小さい子どもがいる家族は親水公園のあたりで水遊びをしたりだとか、この辺りの L 字

型のエリアを活用していくようなまちづくりをしていくことで、活気がでるのではないかと

いう意見がありました。 

次に、まちなかの話のほかに、計根別の正美公園の話も出ていましたが、中標津には残念
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ながらキャンプ場は非常に薄くて、キャンプ場をしっかり整備していくと非常にお金がかか

るんですが、WiFi があるとか、駐車場からそのまま入れるスペースを借りられるとか、そこ

に行けばコンセントがさせるという程度の整備のように、それほどこだわったことではなく

ても、もともといい公園が、更に人が集まるようなキャンプ場になっていくんじゃないかな

と思います。中標津町内の離れた公園を第一公園、第二公園として、2 泊ずつ泊まるとか言

うようなプロジェクトを組むと、総合的に人が集まるような公園になっていくんじゃないか

なと思います。 

最後に、地域交流拠点というのがあって、みらいるは大人も子どもも集えるところになっ

ているんですが、郊外でも、地域で使われていない拠点を使って、防災だったり、高齢者だ

ったり、子どもも集えるようなところを、コミュニティーで使っていくことが重要だという

話が出ていました。 

 

＜C グループ＞ 

（委員） 

まず、投票で一番多かったのは、公共交通の話が一番多かったです。問題視している人が

一番多いのに、使っていないのはどうしてかということで、まず、バスを小さくして、細か

く地域を回れるような路線にしたり、デマンドのタクシーなどのような形で利用する方法は

ないか、実証運転の場所にしたり、いっそ自転車を使ってみてはどうかという話や、スクー

ルバスと連携して、そういうところにも切り込んでいって使いやすい形にしたらいいという

ことが話し合われました。 

続きましては、伝成館周りの話で、伝成館が先日のフォーラムでも文化的な歴史的なもの

として守ろうという話が出まして、実際に動きが出ている中で、今、丸山公園にある郷土館

も古くなってきているので、歴史や文化に観光も含めて広く発信できるような場になればい

いのではないかということで意見が出ました。 

あと 3 番目は同率で、町民まちづくり活動センターを設置して、ボランティアセンターは

ぷらっとにもあるんですが、そういうところ以外で、まちづくりをしたいという人を応援で

きるような場所があるといいのではないかということで、場所の候補も出まして、バスター

ミナルの中でテナントが空いてしまっているところを、テナントとして使えないかという話

が出ました。丸山公園はもともと環境が良くて、自然だったり、箱庭的に揃っているので、

活用してビジターセンターのようなものがあったらという話が出ました。 

最後に計根別についても話したんですけれども、幼稚園や学園の生徒で、カボチャのラン

タンづくりなど地域の中で話をするきっかけができているので、そういうところから、コン

パクトにまとまったまちづくりを進めていければいいなと言うことが話し合われました。 

 

（ドーコン） 

今日議論いただいたものを踏まえて、事務局の方で取りまとめながら、次回の対話の場で

もこの議論をさらに上乗せして、プロジェクトチームが起き上がるくらい深堀していければ

と思っているところでございます。 
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④委員長からの講評 

（委員長） 

今お話を伺って、二人の方に言われたことを思い出しているんです。 

一人は、渋谷に東急文化村というのがあって、後藤さんから 200 億を預けられて、とにな

く作れ、と言われた方が先日亡くなったんですが。その方が、人間というのは、死ぬときに

できなかったことや、やりたかったけれどやれなかったことに固執する、と言っています。

それが一番の人生の失敗だと思うのが人間だと。彼はそれで 200 億をもらってゼロからはじ

めたんです。皆さんも、今、色々なことをやらなきゃいけないなと思われているんだろうな

ということを思いました。思い出しましたが、田中さんという人です。 

もう一人は、僕が都市計画をやろうと思って決めたときにある人の 13回忌に行けといわれ

たんです。それは日本の都市計画のゴッドファーザーみたいな人で、石川栄耀という人なん

ですが、彼が「まちを愛することが都市計画である」と言ったんです。道路作ったり、建物

を作ることが都市計画ではなくて、まちを愛する、社会を愛することが都市計画だと。子ど

もたちに語り掛けるように、都市計画を考えてきた、まちを愛することを伝えてきたと。今

皆さんの発表したキーワードから思い出しました。 

一つ共通で、皆さんが重要だと考えているのは、大事だなと思うのは、何か新しいものを

作ろうというのではなくて、作ってあるものをどんどん使い倒してやろう、そのために自分

たちだけでなくて、子どもたちや高齢者が使いやすいように、使い倒してやろう、という提

案されているのが印象的でした。 

行政マンが都市計画を作ると、計画作って、補助金もらって何か作る、というのがもとも

とのパターンでしたが、そうではない、ということが、皆さんの発表を聞いて、街を愛する、

人を愛する、社会を愛するという気持ちで話されたんだなと思いました。 

それから、C の発表で交通のことを結構おっしゃってました。MaaS というヘルシンキにあ

るモビリティ・アズ・ア・サービス、という考え方があるんです。これは、日本で紹介され

るときには、i-Phone で探すときに、バスの乗り継ぎの時間を確認したり、タクシーを呼ん

だりという、デジタルなデータを使って、公共のサービスをつなごうというので紹介される

ことが多いんですが、実はそうではなくて、本来は街の中で車なしで暮らせるようにするの

はどうしたらいいかというのが本来の目的なんです。公共交通の代わりに乗り合いタクシー

はどうだという話が出ていたんですが、日本の国交省がやり始めているので、ウーバーみた

いなのも含めて、ここ 5年くらいで大きく変わると思うんです。 

こないだもちょっと話しましたが、空港の民営化が今度 10月に動き始めます。中標津空港

は道の空港ですが、道東の空港と、地域と、生活と、新しいビジネスとしての新しい観光を

どういう風に展開していくかというのがものすごく急速に変わっていくと思うんです。その

中で、アンケートで、重要度が低いんだけど、満足度が高い、というところに、自然がいい

とか、食べ物がおいしいなどが入っているんですね。住民にとっては重要度が低いんだけれ

ども、観光で来る人にとっては重要度がものすごく高いんです。そういう中で、さっきも話

がありましたが、キャンプのように泊まったりということだけでなくて、中標津の地域に入

って、生活を始めたという感覚になってもらって、ストレスなく動いてもらうことが大事だ

と思います。そういう意味で、社会が大きく変わっていく中で、北海道全体の観光の戦略や
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位置づけも変わっていくと思うんですよ。なので、皆さんもそれに続いてチャレンジしてい

くような提案があったと思います。 

問題は、館下さんが「仕様がない、やるか、花を植えるか」とつぶやいていたのがすごく

印象的で、小さいことでも失敗してもいいから、とにかく繰り返していろいろやってみると

いうのがこれからの経済戦略です。大きなことを時間かけてダンダンダンとやっていくとい

うのではなくて、小さいけれども、インパクトの大きいことに、失敗するかもしれないけど、

投資金額も少ないし、というのを重ねていくのが社会経営のあり方だと思います。そういう

意味では、皆さん先端の話をされていたと思いますので、ぜひこれを行政の内部や町民の方

にも広げていってほしいと思います。 

それから行政の人にお願いですが、ツボマップはこうやってメンバーの方でやってきたん

ですが、これにプラスして、行政として考えているツボはどこなのかを重ねて、熟考してい

ただくとありがたいと思います。 

 

５．その他 

①フォーラムについて 

＜㈱ドーコンより資料に基づいて説明＞ 

フォーラムについて（資料６） 

 

（委員） 

こないだ伝成館関係のシンポジウムをやったときは、ホスト役は全員町民の皆さんにお願

いしたんです。ちゃんとレクチャーをしてお願いをすれば、できると思うんです。 

今回 12 テーブルあるとしたら、こないだ 5 人でやったんで、もっとできると思うんです。

ドーコンさんや行政の方が入るよりも、ホスト役は町民の皆さんを入れた方がよいのではな

いかと思います。 

あとワールドカフェのやり方がいいかどうかはまた別ですけれども。ホスト役は全員町民

でやったらいいと思います。議事を進めている真っ最中ですので。 

 

（ドーコン） 

我々は裏方に回らせていただいて、前面に委員の方や町民の方に出ていただいて、意見を

もらうというのが重要ですね。ありがとうございます。 

 

（委員） 

ワールドカフェは自治推進会議でやってるんです。ただみんな意見を出すだけで、まとま

らないんですよね。 

 

（委員） 

ワールドカフェは発散するものだ、というのはわかっているんですよ。今まで中標津では

対話の場をやってきたのに、これで満足するのかい、と言う事なんです。前にやってみたく

てやってみたことがあったんですが、やっぱり納得しなかったんです。みんなで話して意見
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が出たというのを確認しただけ。 

 

（ドーコン） 

グループを作って、何かまとめていくというやり方もあるので、決めていくというよりは

方向性をちょっとみんなでじっくり考えていくというほうがいいのでしょうか。 

 

（委員） 

深めたいのかもしれないです。 

 

（ドーコン） 

やり方については、今ワールドカフェとしていましたけれども、ワールドカフェはあくま

で発散の場になってしまうので、もう一歩先に進めるようなやり方も考えていきたいと思い

ます。 

先ほど先生から手書き地図ワークショップなどを教えてもらったんですが、そのやり方に

ついては、事務局の宿題にさせていただければと思います。 

 

（委員） 

前回伝成館の関係で、町民ファシリテーターをやったんですが、みんなで課題を出し合っ

て、それを解決するためには何をする、ということを考えるだけでも結構深まったので、発

散もありますが、それをどうやって現実に落とし込むかというやり方もあると思うんです。 

 

（ドーコン） 

課題があって、それをどう解決するかというところも、やりやすい方法を事務局の方でも

頭をひねってみたいと思います。 

 

（委員） 

例えば静岡フェアというのがありますが、これに参加する人は美味しいものを食べられる

ようなことは考えていますか。それが 5 分で足りるのかなというのもあります。 

 

（ドーコン） 

各テーブルでお菓子などは出したらいいかなと考えています。休日の日中だとすれば、ロ

ビーでイベント的にやったりすることも考えられるかなと。視察報告会で松田さんのお菓子

やお土産がとても美味しかったので、そういう形で楽しくやれたらなと思います。 

 

（委員長） 

これ日にちってどうやって決まるの。 

 

（街づくり推進係長） 

おおよその予定をここで時間も含めて決めたいなと思っておりまして、年明けのことなの
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で、そんな先のことは分からないかもしれないですが、平日の夜がいいか、休日の方がいい

かは決めていきたいんですけれども。皆さん、多く来てもらえるのはいつくらいなのかと。

町内会の皆さんにも来てもらいたいと考えておりますので。 

 

（委員） 

出やすいんなら、平日ではなくて土曜日の夜は出やすいと思うんですがね。平日は仕事も

あるので、なかなか難しいと思います。 

 

（街づくり推進係長） 

休みの日の日中や土曜日の夜がいいんでしょうかね。 

 

（委員） 

決めてください。事務局にお任せします。土曜日の夜か、皆さん休みの方がいいんでない

ですか、ということでお話したので、あとは事務局で検討してみてください。 

 

（委員長） 

正月疲れが取れたころでしょうか。 

 

（都市住宅課長） 

1 月の 18 日か、25 日くらいでしょうか。 

 

（委員長） 

そのくらいを候補としましょう。 

経済界で頑張っている方の予定なども踏まえて、第一候補を中心に考えてみましょう。 

 

６．閉会 

（委員長） 

それでは本日は長い間お疲れ様でした。 

 

  


