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なかしべつ景観まちづくりフォーラム in 計根別 

 

□日 時：平成３０年１２月１６（日）13:30～15:30 

□場 所：中標津町交流センター 大集会室 

□参加者：６０名 

□目 的：「中標津町景観計画」の実践に向け、協働による景観まちづくりを進めている中

標津町において、特に活発に取り組まれている計根別地区の活動を共有するこ

とで、中標津町全体の意識を向上させる。 

 

 

 

プログラム 

１．開 会 

 

２．開会挨拶 中標津町長 西村 穣 

 

３．活動発表 中標津農業高校食品ビジネス科 坂地 いおり 

              食品ビジネス科 根岸 珠梨 

 

４．講演「JAけねべつ管内における中山間事業の取組について」 

計根別農業協同組合 営農部長 金野 智樹氏 

 

５．報告発表「みんなのなかしべつプロジェクト」 

  ①かぼちゃランタンづくり     細谷 俊輔（みんなのなかしべつプロジェクト） 

  ②計根別の魅力聞取り       中標津農業高校食品ビジネス科 笠井 里紗 

                                  髙橋 佳太 

  ③色探しまち歩きワークショップ  松田 沙織（㈱KITABA） 

  ④沿道景観調査          飯野 哲弥（E-Photo Club） 

  ⑤計根別学園における景観学習   石本 佳子（みんなのなかしべつプロジェクト） 

 

６．情報提供「中標津町都市計画マスタープランについて」 

  中標津町役場建設水道部都市住宅課街づくり推進係長 佐瀬 光史 

 

７．パネルディスカッション「計根別の景観まちづくり」 

パネリスト    石本 佳子（みんなのなかしべつプロジェクト） 

            本間 玲子（みんなのなかしべつプロジェクト） 

   コーディネーター 東田 秀美（NPO法人景観ネットワーク） 

  

８．閉会挨拶  

なかしべつ景観まちづくりフォーラム in計根別実行委員長 佐藤 良文
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■第1部：講演、報告発表 

 

○司会：新谷 

（みんなのなかしべつプロジェクト実行委員会） 

 皆さまお待たせしました。これより、「なかしべつ景観

まちづくりフォーラム in計根別」を開催いたします。 

本日の司会を務めさせていただきます、みんなのなかし

べつプロジェクト実行委員会の新谷と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

はじめに、本日のフォーラムの開催にあたり、中標津

町長西村穣よりご挨拶を申し上げます。 

 

■開会挨拶：中標津町長 西村 穣 

 

 皆さんこんにちは。景観まちづくりフォーラム in 計根

別ということで、多くの皆さまの参加のほど開催されま

すことを大変お礼申し上げます。 

暖かい秋だったはずがいつの間にか冬になりまして、

マイナス２０度を超えるようになっております。あと半

月もすると年が明けて新しい年になるということで、平

成最後の年となりますが、どんな年になるのか考えなけ

ればいけないような時期になって参りました。皆様方に

は色々とまちづくり関係にいたしましては、日ごろから

ご協力とご理解をいただきまして、本当にありがとうご

ざいます。この場をお借りしましてお礼を申し上げます。 

さて、まちづくりに関することですが、今日の次第を

見ておりますと、計根別学園があり、農業高校があり、

そして活動団体があるということで、この幅広い層の

方々が集まって、この話し合いをする、聞く、見るとい

う、非常に大切なことでありまして、肝はこの辺りだろ

うなという感じがします。これを繰り返すことで色々な

意見が出てきて、そしてみんなで理解して方向性が決ま

っていく、というような感じだと思います。そういう意

味では今日のフォーラムというのは、非常に良いフォー

ラムだなと、開催前からそう思っていた次第でございま

す。期待をしております。またこの会がさらに発展して、

そして計根別地域のまちづくりにつながって、いいまち

づくりになるように希望するところでございます。 

計根別地域ということで、わたしもこの地域の一員で

ございまして、かつては職場がたくさんあって、お店が

たくさんあってという時代もありましたが、残念ながら

時の流れと共に、少なくなって参りました。それでも小

中学校と高校、それから農協などの企業あり、しっかり

しておりますので、このあたりがキーとなって、次の時

代のまちづくりを展開していこうというような、そんな

意気込みをすごく感じる地域であります。ぜひ町として

も応援して、この地域が良くなるように、さらに住みや

すくなるように努力したいと思いますし、地域の皆さま

も一緒にまちづくりに励んでいただきたいと思います。

今日は短い時間ではありますけども、皆さまの意見をた

くさん聞かせていただき、皆様もたくさん聞いて学び、

それが次のまちづくりの準備になるかと思いますので、

どうぞよろしくお願いします。今日はおめでとうござい

ます。 

 

 

○司会：新谷 

西村町長ありがとうございました。ここで衆議院議員

伊東良孝様より、祝電を頂戴しておりますことを報告い

たします。 

 それではまず、中標津農業高校生徒の皆さんから活動

発表をいただきます。生徒の皆さんは今年度「みんなの

なかしべつプロジェクト」の計根別メンバーが中心とな

って行っている景観まちづくりの取り組みに、積極的に

協力していただきました。高校生の若い力と目線で見た

計根別の町や活動について聞いてみたいと思います。そ

れでは早速ステージにお迎えいたしましょう。皆さん大

きな拍手でお迎えください。 

 

■活動発表：中標津農業高校 食品ビジネス科 

      坂地 いおり、根岸 珠梨 

 

日本の食糧生産危機に対し、農の食を学ぶ私たちにで

きることはなんなのか。そう考えた先輩たちが始めた計

根別食育学校も今年で13年目。長期に渡る私たちの活動

は、外部の方にも認知され、総務省「ふるさとづくり大

賞」の受賞や、農水省発刊「食育白書」に掲載など、数

多くの評価を受けてきました。しかしこれまでの活動か

ら見えてきた計根別地区の実態として、食育学校によっ

なかしべつ景観まちづくりフォーラム in計根別  

◇開催日時：平成30年12月16日（日） 13：30～15：30 

◇開催場所：中標津町交流センター 大集会室 

◇参 加 者：60人 
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て子どもたちに食育

が根付いている農業

への期待や、地域全体

の取組にはまだまだ

長い時間が必要との

ことでした。そこで今

年度の食育学校は継

続、それに加え地域全

体を、農業への理解、

関心を高めると同時に、農業で新たな地域活性化を図り

たいという思いから、新プロジェクトをスタート。今年

度の活動テーマを「地域へ提案、かぼちゃランタンプロ

ジェクト！～よみがえれ緑と人の交流拠点、計根別活性

化を目指す私たちの実践～」としました。 

今から50年ほど前の計根別地区は、自然に囲まれなが

らも釧路や中標津、標津を結ぶ交通拠点として栄えた、

緑と人の交流拠点だったそうです。しかし、そんな計根

別地区も現在は過疎化が進み、限界集落に近づきつつあ

る現状があります。よって今年度の活動目標は、計根別

全体の農業への意識を醸成し、魅力ある計根別づくりの

輪を地域全体に広げること。そしてプロジェクトの最終

目標は、緑と人の交流拠点を復活させることとし、活動

初年度である今年度の実践項目を「1．計根別地区が抱え

る課題把握と活動基盤の構築」「2．農業体験を通した地

域一体型プロジェクトの実践」の 2 点に決定。年間活動

計画は 4 月から継続的に、事前調査と連携機関との打ち

合わせを行い、5月からかぼちゃの栽培とイベント運営、

10月に収穫と加工イベントの運営としました。それでは

今年度の実践内容をご報告します。 

実践１．課題把握と活動基盤の構築。まずは地域が抱

える課題を明確に把握するため、住民に向けたアンケー

ト調査を実施。その結果、人口が少ない、人が集まる機

会が少ない、といった意見が多く、交流機会を求めてい

ることがわかりました。また調査を進めていく中で、計

根別地区全体が盛り上がるイベントができないかとの地

元企業から相談があり、主産業である農業を活用した通

年イベントを計画。冷涼な中標津町でも栽培が可能な作

目の中から、地域の目玉となりそうな作物を検討した結

果、一年次に栽培方法を学んだかぼちゃに着目。基幹産

業である酪農にも繋がる飼料用かぼちゃの栽培から、ラ

ンタンへの加工、ハロウィン時期の町の飾りつけまでを、

地域全体で進めると面白いと考え、かぼちゃランタンプ

ロジェクトを企画しました。プロジェクト始動にあたり

私たちが考えたことは、地域住民全体を盛り上げる体制

づくり。地域住民が主体的にイベントを作るという活動

への意識の醸成を図るべく、地域住民を巻き込んだかぼ

ちゃランタン実行委員会を結成しました。構成は幼稚園

から高校までの学校教育機関と、中標津町役場、地元企

業、そして各町内会の約30名。高校生が主体となりなが

ら、地域住民の方々から助けを受け、地域を作り上げる

町民一体型の新たな活動プロジェクトがスタートしまし

た。 

実践２．農業体験を通した地域一体型プロジェクトの

実践。私たちが企画したイベントは4月の播種、6月の定

植、10 月の収穫と、加工体験の年 4 回。かぼちゃの栽培

から加工体験までを通して、より農業に興味を持っても

らえるように作業を交えたイベントが完成しました。運

営に際して私たちが行ったのは、実行委員全体が主体的

に活動できる体制づくり。そのために実行委員と定期的

に打ち合わせを行いました。品種の選定から栽培手順に

ついて打ち合わせを経て全て決定。計根別に飾り付けた

時に目を引くかぼちゃを育てたい、という実行委員の意

見から、ランタン加工に適したオータムゴールドと、80

キロ以上に成長するアトランティックジャイアントの 2

品種を栽培しました。またイベント前には、栽培のポイ

ントや食育学校で培った子どもたちへのアプローチ法に

ついて、私たち高校側から提案。経験が乏しいランタン

加工については、実行委員から教えてもらいながら活動

を進めました。また、イベント開催にあたり意識したの

は、地域の大人が子どもたちに教えながら交流できる雰

囲気づくり。そのために幼稚園や小学生の親子を中心に

地域全体から参加者を募集しました。 

4 月 18 日には幼稚園に協力を依頼し、幼稚園児と高校

生、大人たちが交流しながら播種を行いました。この活

動はメディアにも大きく取り上げられ、その後の定植に

は西村町長も参加するなど、多くの参加者が集まりまし

た。害獣被害や天候の影響を受け、予定の収穫数には及

びませんでしたが、子ども達は持ち上げきれないくらい

の大きなかぼちゃに大興奮。加工体験も約70名が参加し、

私たちもサポートしながらランタン加工に挑戦しました。

また、加工後はハロウィンに合わせて町の主要ポイント

に設置。自分たちのかぼちゃで町全体を飾りつけること

で、地域全体の意識を高める取り組みを行いました。 

今年度行ったイベント参加者数の推移を見てみると、

回数を重ねるごとに参加者数も徐々に増加し、ランタン

加工は播種と比較して、約 3 倍に増加していることがわ

かります。またイベント後に行ったアンケートでは、全

員がプロジェクトに参加してよかった。次年度も参加し

たいと回答。実行委員会もチームとして関わってよかっ

た。次年度も活動したいという回答が多い結果となりま

した。そのことから私たちの活動により、魅力ある計根

別づくりの輪が、計根別全体に着実に普及していると考

察しました。 

以上の活動から今年度の成果をまとめると「１．町民

アンケートや会議の参加によって計根別地区の抱える課

題を把握することができた」「２．地域企業や町民を巻き

込んだチームを結成することにより、来年度以降に向け

た強固な活動基盤を構築することができた」「３．町民一
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体型のプロジェクトにより、計根別地区にまちづくりの

輪を広げられた」の 3 点が挙げられます。また、反省と

しては「１．プロジェクトチームの連携不足により、害

獣対策やイベント準備が遅れてしまった」「２．地域全体

に向けたイベント情報の伝達が不十分だった」の 2 点が

挙げられます。次年度はプロジェクトチームの更なる連

携強化と、各年代に応じたメディアを使用した情報の拡

散に重点を置いて取り組む必要性を感じました。今年度

の取り組みを、国土交通省北海道開発局による「わが村

は美しく北海道コンクール」に応募。現地調査をしてい

ただき、現在最終選考の結果待ちですが、9名の審査委員

からは、「主産業である農業を使って、地域全体を盛り上

げる先駆的でモデル性の高い活動だ」と高い評価をいた

だきました。また、実行委員の一員として日頃ご指導を

いただいているNPO法人れきけんの東田秀美さんからは

「地域の特長を生かした地域の活性化は難しい反面、地

域全体への定着が図りやすい。高校生による取り組みと

いうことで、住民も協力的で、よい結果につながってい

る」と言っていただき、地域の姿を改めて認識すると同

時に、この活動が大きな可能性を秘めていることを実感

しました。 

先輩方が13年間絶えず続けてきた食育学校の歴史、そ

してその意思を受け継ぎ、地域とともに新たな歴史を築

き始めた今年度。目指す姿は13年前から変わらず、主産

業、農業を通した地域活性化です。この計根別が活発な

町になることを目指して、今後も活動していきます。以

上で発表を終わります。 

 

○司会：新谷 

中標津農業高校の皆さんありがとうございました。地

域住民みんなで関わる景観まちづくりの取り組みが計根

別の住民の皆さんの快適な暮らしに活かしていくことが

できそうな発表でした。ぜひ、これからも計根別だけで

なく、中標津町全体の景観まちづくりにも参考にしてい

ただければうれしく思います。会場の皆さん、中標津農

業高校生徒の皆さんにもう一度拍手をお願いいたします。 

続きまして、「JAけねべつ管内における中山間事業の

取り組みについて」と題し、景観とも深く関わり合いの

ある農業の取り組みについて講演をいただきます。本日

は計根別農業共同組合金野智樹営農部長にお越しいただ

きました。皆さん、大きな拍手でお迎えください。 

  

 

■講演： 

「JAけねべつ管内における中山間事業の取組について」 

計根別農業協同組合 営農部長 金野 智樹氏 

 

改めましてご挨拶を申し上げたいと思います。計根別

農業協同組合の金野と申します。今日は15分ほどよろし

くお願いしたいと思います

が、農業高校の素晴らしい発

表の後で、非常に大変だと思

っております。それではお話

していこうと思います。そも

そもなぜ私がこの場にいる

のかと言いますと、本日の実

行委員長である佐藤良文さ

んが私の元上司であり、とて

もお世話になった人なんですが、突然電話をいただきま

して、今回のフォーラムで、中産間事業の話をしてくれ

ないかとお願いされました。お願い口調ではありました

けども、私からしたら命令になりますので、受けざるを

得なくて、15 秒ほどでわかりましたと快諾させていただ

いたような形になっております。それではわかりやすい

話になるか自信はありませんが、お付き合いいただいと

思います。 

「JA けねべつ管内における中山間事業の取組につい

て」ということで、農業をやられている方にとっては中

山間事業と言えばわかるのですが、まずはそこの話をさ

せていただきます。「１．中山間事業とは？」ということ

で、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落

等を単位に農用地を維持・管理していくための協定を締

結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、

面積に応じて一定額が交付される仕組み、と書いてあり

ます。例えば計根別でいけば酪農家の方は、別海町にも

跨っているので１３０数戸いるのですが、中標津町側の

酪農の方は現在８０数戸いるような状況なので、その

方々が農業生産をするために、その集落で景観だとか農

家自然環境というものを維持していくということで、農

協としてはそういう活動に対して一定額の交付金を出す

ようなことで進めている事業となっております。当該制

度は平成１２年から始まり、５年を一括りとして取り進

めてておりまして、現在第４期目の４年目となっており

ます。１期ごとに取組みを色々と見直し、その時に合っ

た事業展開をみんなで話し合って決めているということ

になっております。この平成１２年の時には西村町長が

役場の担当者としてご尽力していただいておりましたし、

佐藤良文さんなどの先輩方がやっていたということで、

わたくしが今日発表しておりますが、先代の方々がやっ

てきた事業ということで捉えていただければなと思いま

す。それで下にいきますが、交付金の使途、使い方とい

うのは協定者、主に農業者になりますが、話し合いで決

めることができると、この中山間制度の主旨に反しない

限りはある程度自由に決めて使うことができます。国の

交付金や制度、助成金などは使途が決められていますけ

ども、これについては地域のみんなで決めることで活用

してくださいということで、今現在では法制化されてい

ますので、予算つくつかないという話ではなくなってお
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りまして、非常に評価の高い制度となっております。そ

の中で柱が２つあります。集落で共通認識を持ちながら

共同で取り組む活動、以下共同取組と呼ばせていただき

ますが、それと協定者毎に配分される、個人に割り当て

られる個人交付金、この２本立てになっております。で

すから農業者の方は、農地を管理した結果ですね、交付

金を入れることが可能、個人交付金というのはそういう

もので、共同の取組みはみんなで話し合って、共通項で

やっていることとなっております。 

次に「２．中標津町計根別地区集落の基本的な考え方」

ということで、計根別農協のエリアというのは先ほど言

ったとおり中標津町側と別海町側にまたがっておりまし

て、今日のお話は中標津町エリア側の話になります。別

海町にも別海の集落があって、そこの取組みを行ってい

るところでありますのが、今日のところは中標津側の取

組みを説明させていただきます。中標津町には農協が２

つあります。中標津町農協と計根別農協ですが、この両

方のエリアを含めた中標津町集落という考え方としまし

ては、町と両農協との協議の上で、この制度の施行以来、

一貫して共同の取組みを主体としてやっていきましょう

ということで進めてまいりました。ということは個人に

お金が入るということではなく、みんなで考えて、必要

なことにお金を出すということをずっとやってきている。

これは全国的にも珍しいものでありまして、かなり評価

のほどを受けているところでございます。 

「３．中標津町計根別地区集落の環境に配慮した具体

的な共同取組」ということで、今日のお話は環境だとか、

そういった部分が主な流れとしてありますので、ここに

絞り込んでお話しますが、１）第１期と書いてあります

が平成１２年から平成１６年の間、この時にみんなと話

し合って何をやろうかと決めたのですが、ここに書いて

ある通り生活環境の改善をやろうと計根別集落の中では

決めました。具体的には住宅用の浄化槽、郡部のほうと

いうのは上下水道の整備がされておりませんので、トイ

レは水洗ではないし、台所の排水も地下浸透なのでその

まま流れていくような仕組みにしかなっておりませんの

で、そういうことを改善するために中山間の交付金を使

って、住宅用浄化槽をつけましょうということで、ほぼ

全戸に設置しております。これは相当珍しい。①に書い

てあるとおり、トイレは汲み取り処理から水洗になりま

したし、台所の排水も何もせずに浸透させていたものを、

今は浄化して綺麗な排水にして、浸透させています。こ

の浄化方法は、微生物を使って分解処理して綺麗にして

いるということで、放流なり浸透するような形でやって

おります。④のトイレの水洗化は若い世代の方々の田舎

暮らしのハードルを下げたと書いておりますが、やはり

水洗トイレに慣れている方々は、水洗ではないトイレに

対して非常に違和感が生じるものでありまして、例えば

農家に嫁ぐ花嫁さんなんかも反応としては良くないもの

がありました。ましてや農業以外の業者から、農業に参

入していく新規就農者の方が最近結構いますが、こうい

う方々にも入る環境としては良くないという部分がござ

います。このあたりのハードルを下げることによって計

根別地域に人が集まるというところに少なからず貢献し

ているのかなと、判断をしております。それと河川環境

にももちろん、貢献をしているかなと思います。※印が

ありますけども、協定者の評価も高く、共同取組やった

ことで、トイレが水洗になって、生活としては潤ってい

く実感がありますので、ここで共同取組は本当に良いも

のだなということが郡部の中でも浸透していきました。 

２）第２期の平成１７年から平成２１年になりますけ

ども、牧場周辺環境改善をしようということで、第１期

では生活の環境でしたが、今度は牛舎周りや牧場の周り

をしっかり改善していこうということで、みんなで話し

合って、牛舎用の浄化槽もほぼ全戸設置しております。

実績としては９９戸となります。①になりますが、牛舎

処理室というのは絞った牛乳を貯めるのもあるのですが、

水仕事をするという部屋ですので、そこから排出される

雑排水を処理するのに、今までは何もせずに浸透させて

いましたが、これを先ほどと同じように微生物によって

綺麗にして健全な形で浸透させる、ということにつなが

っていきます。この結果③にあるとおり、牛舎処理室周

辺の汚泥がほぼ無くなりましたし、次にあるように臭い

の抑制にもつながっております。もっと言えばハエなど

の発生なども抑制しております。⑥地元業者委託管理に

よる浄化層機能の徹底ということで、細谷設備さんにお

願いをして、しっかりと微生物が働けるように管理して

おります。このおかげをもって無駄のない、せっかく埋

めた浄化槽が機能をしないということを防ぎながらやっ

ていくところでございます。当然のように河川の環境に

も貢献しております。※印ですが、地元設備業者、細谷

設備さんですが、試験的設置というのを第２期に入る少

し前にやっていてくださって、ここで浄化ができるとい

う実績が数字として現れました。次の※印で、第１期で

住宅の浄化槽をつけたことによって、高い評価を受けて

いたということで、牛舎もやろうといったところほぼ反

対もなく進めることができたということがあります。 

続いて第３期以降、今に至るまでで環境関係で何をや

っているかというと、地域の景観に少し配慮した動きを

しております。具体的には廃屋の処理を推進しておりま

す。廃屋というのは、ほぼ酪農をやめて、中標津町には

住んでいなくて札幌に引っ越したという方もかなりいる

わけですけども、①にあるように地域外、中標津町以外

の地権者の方にも対応できるような仕組みにしておりま

す。それと②にもありますが、処理対象の廃屋は各町内

会で、郡部には例えば養老牛や西竹というのがあるので

すが、そこでみんなで話し合って優先順位をつけてもら

って、その中で今年はこの廃屋を、廃屋といったら失礼
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かもわかりませんが、古い建物を壊しましょうというこ

とで進めていっております。その結果として廃屋のあっ

た底地は健全化されますし、景観美化にもつながってい

ますので、地域でこういうことをやりたいということで、

計根別に入ってくる新規就農受入にも少なからず貢献し

ております。 

４）まとめになりますが、まず協定者・集落・中標津

町の共同取組意識の凄さと書いておりますが、第１期目

から個人交付金でお金を流していくのではなくて、意味

のある使い方をしようということで共同取組を進めてき

ました。この凄さというのが入り口だなと思っておりま

す。②生活環境改善を入り口とした成功体験、協定者の

方が共同の取組で埋めた浄化槽によって生活が改善され

たという成功体験が次につながる要因になりました。③

成功体験に基づく環境負荷軽減への意識の醸成というの

は、この時には相当、出来上がっていたのかなと思いま

す。西村町長のお話の中にもありますが、話し合いの場

で色々な方を交えて、顔を見ながら色々とああでもない

こうでもないということで、共通認識の形成がされます。

④に書いていますが、この形成によって協定者・離農者・

町民みんなが参画意識が芽生えていくということにつな

がっていきます。この⑤にまとめることができるかなと

思います。※印にありますが、計根別地区集落、計根別

地域ということですが、この強みを今後も発揮していけ

るのかなとわたしは思っておりますので、期待というか、

私も少しでも地域貢献できればと思っております。ご清

聴ありがとうございました。以上でございます。 

 

○司会：新谷 

金野部長、ありがとうございました。中山間事業につ

いて耳なじみのある方も、初めてお聞きになる方もいら

っしゃったのではないでしょうか。金野部長に分かりや

すく解説をいただきました。農業を活性化させるための

事業ではありますが、環境や居心地の良い生活、計根別

地区ならではの景観まちづくりにも関係する内容だった

ように感じます。会場の皆さん、金野部長にもう一度拍

手をお願い致します。 

続きまして、「みんなかプロジェクト」の報告発表に移

ります。みんなかでは、昨年に引き続き、この１年様々

な景観まちづくりに取り組んできました。その中で、計

根別をフィールドに行われた５つのプロジェクトについ

て、発表いただきたいと思います。 

それでは、まず「かぼちゃランタンづくり」について、

みんなかメンバーでもあり、かぼちゃランタン実行委員

会でもある細谷さん、よろしくお願い致します。拍手で

お迎えください。 

 

 

 

 

■報告発表「みんなのなかしべつプロジェクト」 

 

①かぼちゃランタンづくり：細谷 俊輔 

皆さま改めましてこん

にちは。今、ご紹介授かり

ました細谷俊輔と申しま

す。改めまして、先ほど農

業高校さんのほうで大変

素晴らしい発表をした、か

ぼちゃランタン実行委員

会について、実行委員会の

目線として発表させてい

ただきます。まず、今年度かぼちゃランタンづくりに関

しまして、ご協力をいただきました学校関係の皆様、地

元の地域団体の皆さま、企業の皆さまに、ご協力いただ

きましてありがとうございました。 

それでは、これからランタン作りに関しまして、実際

に感じた苦労の話や良かったなという話をしていけたら

いいなと思います。よろしくお願いします。 

なぜかぼちゃランタンなのかと、よくこの事業を始め

てから言われたのですが、例えばよく言うのが牛だった

り、乳製品やジャガイモという中標津のイメージがある

と思うのですが、本当であれば実際にそれに関したイベ

ントができたらなと思ったのですが、これから短い時間

でその中で考えていくとなると、実行していくまでに時

間がかかるということで、地域として子どもから大人ま

でが一つの団体として動けるような活動ができないかな

ということで、かぼちゃランタンを作って町の中に並べ

てはどうだろうか、というところから始まっております。 

取組みのキーワードとしましては、先ほど農高さんの

発表でもありましたが「楽しい交流によって明るい地域

を作る」「地域内の団体が協働し合える環境を作る」そし

て「次世代を担う子どもたちのふるさと意識を育てる」

があります。計根別というのはほかの地域とは違い、一

つの地域の中に、８００人ないくらいだと思いますが、

その中に計根別幼稚園、計根別学園、農業高校、そして

地元企業さんというのが、１つの小さな町に全てが揃っ

ています。ですが今までに全ての団体が１つになって、

何か１つの活動をするという機会がなかったのです。こ

れからはどうしても少子高齢化ということで計根別の町

の人間が少なくなっていくのですが、何かを活動すると

いうのをやはり１つの単位でというのが今までなので、

今後どのように町にみんなで関わっていくのかという１

つの加勢になればいいなと思いまして取組を開始しまし

た。 

まずアイディアとして、単発ではなく、計根別の景観

まちづくりを子どもたちの人材育成に活かされるストー

リーが必要。子ども達だけでなく、若者や大人も協働で

きなくてはならない。計根別は幼稚園から高校まで揃っ
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ている、子ども達の計根別への愛着の醸成を図るには幅

広い世代が楽しくまちづくりに関わってもらうキッカケ

が必要。農業高校はかぼちゃを栽培する技術があるので、

育ったかぼちゃを学園の子どもたちがランタンに加工し

て、ハロウィンに計根別の町に飾りつけたら賑わうので

はないかということで、実行委員会のほうで話を進めて

いきました。 

かぼちゃランタンづくり実行委員会を開催した時にと

てもよかったなと思ったのは、今までに町のことという

のは、なかなか若い世代が関われる機会がないとか、町

のことというのは行政がやってくれるんじゃないかとか、

もしくは年配の方が考えて実行していってくれるんじゃ

ないか、というように僕も思っていました。それでかぼ

ちゃランタンづくりの実行委員会を開かせていただいた

ところ、幅広い層に参加していただくことができました。

特に子育て世代のお母さん方やお父さん方に参加してい

ただき、今までにない形で実行委員会を開催できたので

はないかと思います。 

それで４月１８日に、早速農業高校さんのご協力をい

ただいて、計根別幼稚園の子どもたちと一緒に、先ほど

播種という専門用語を使いましたが、ポットに種植えを

させていただき、やっとスタートラインが見えるところ

まできました。そして６月２１日に、この期間というの

は、農業高校さんから全面的にバックアップをいただき

まして、苗を農業高校さんのほうである程度大きくなる

まで育てていただきました。それを当日西村町長にもご

参加していただき、肌寒い中でしたが、子ども達も元気

に一生懸命、２００株近くの苗を畑に植え代えることが

できました。そして７月から９月ですが、僕も当初はか

ぼちゃは放っておいても生るんだろうと、勝手に大きく

なってくれるのかなと思っていたので、極力この期間に

つきましては継続を踏まえて、できるだけ手をかけない

ようなスタイルで進めていけたらと思っていたのですが、

やはり畑ということでかなりの雑草が生えまして、地域

の方にご協力をいただきまして、刈払機などで２回ほど

草刈をしました。それで先ほどもお話したのですが、か

ぼちゃというのは放っておいても大丈夫と思っていたの

ですが、かなりの数のかぼちゃが鹿にやられました。普

段は可愛い顔をしているのですが、かぼちゃを食べだす

と、一つ味を覚えたら全てをやっつけていく、あるいは

美味しいのだけ手をつけていくということで、顔に似合

わず、自然界にもエサが少なくなってきているという状

況があるのかなと思いました。そして真ん中の写真にあ

るように、途中から計根別の地元農家さんである本田さ

んのご協力をいただいて電気牧作を設置したのですが、

鹿は２ｍほど跳躍するということで、最初の電牧は尽く

飛び越えられて、電牧を張った割にはかぼちゃが減って

いくなという、なかなか厳しい状況が続きました。それ

でオレンジのネットが最終形態ですが、オレンジネット

の上にさらに８０センチくらいの高さに電牧を張って、

１メートル８０センチくらいの高さを作り、やっと鹿の

攻撃を受けずにかぼちゃが育つ状況になったのですが、

実際に１回目に生り始めたかぼちゃというのが８割ほど

鹿に食べられていたので、実際に今回使用したかぼちゃ

というのは、その時に生き残ったかぼちゃ、もしくは新

しくできたかぼちゃというのが現状だと思います。その

ような困難を乗り越えまして、１０月１９日に待ちに待

った収穫をしました。こちらにつきましても農業高校さ

んと計根別幼稚園さんにご協力をいただいて、一緒にか

ぼちゃの収穫をすることができました。写真で見て分か

るとおり、後からできたかぼちゃもなかなか大きいので、

鹿に食べられなかったらどれだけのかぼちゃがどれくら

いのサイズになったのかなという、来年度への課題がで

きたかなと思います。軽トラック２台か３台分がいっぱ

いになるくらいのかぼちゃを集めたと思いましたが、結

構サイズが不揃いで、実質沿道の飾り付けに使えるのは

限られていました。無事に収穫を終えまして、１０月２

８日が今年度のメインイベントとなるかぼちゃランタン

づくりの日になりました。当日は計根別幼稚園や学園さ

んのお子さんと親御さんに参加してもらい、また農業高

校さんにも手伝っていただいてかぼちゃづくりを行いま

した。当日は大人も子どももみんな一緒になってかぼち

ゃのランタンを作っていただき、意外と子どもももちろ

んですが、お父さんお母さんも本気になって、子どもを

ほったらかしてかぼちゃランタンを作っている方もいら

したので、また来年に関しては多くの計根別の人たちに

参加していただけたらなと思います。こちらが地元の方

たちに作っていただけたかぼちゃランタンになります。

これを当日のうちに計根別の町の中に飾らせていただき

ました。町内連合会のほうで設置していただいているプ

ランターがあるのですけども、今年は暖かかったのでま

だお花が咲いていたのですが、それを掻き分けて設置さ

せていただきました。それと農業高校、計根別幼稚園、

計根別学園、交流センターの前など主要施設の前にはま

とめて置いて、今で言うインスタ映えという言葉があり

ますけども、写真を撮っていただいてアップしていただ

けたらなという思いもありまして、農高さんの前なんか

も綺麗な感じで飾らせていただきました。これはランタ

ンづくり当日の集合写真なんですが、計根別ではなかな

か、今日はもちつきの後ですが、色々と幅広い層に参加

していただけるイベントというのがあるのですが、８０

人というのはお祭り並みで、色々な世代の方に参加して

いただけたのかなと思います。 

 それで農高さんのアンケートにもありましたように、

皆さんにも楽しんでいただけたのかなと思います。 

僕のほうからランタンづくりに関する発表はこれで終

わりですが、今後は先ほどの発表にありましたように、

まだまだ可能性があるイベントじゃないかということで、
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そう農業高校生の方に思っていただけたということも一

つの成果なのかなと思います。あくまでもかぼちゃのラ

ンタンづくりというのはスタートであって、ここから地

域の活性化につなげていくスタートラインなのかなと思

います。例えばかぼちゃにこだわるのではなく、色々な

人たちに町の活動について興味を持っていただいて、ド

ンドンと参加していただけたらなと思いますので、今後

も計根別中標津にこだわることなく、色々な活動を広げ

て、地元地域が盛り上がっていけばいいのかなと思いま

すので、今後とも皆さんに色々とご協力をいただくこと

が出てくると思いますが、今後ともよろしくお願いいた

します。ご清聴ありがとうございました。 

 

○司会：新谷 

細谷さん、どうもありがとうございました。道道沿い

にも、交流センターにもランタンが置かれているのを見

ました。栽培から収穫まで、本当に１年間のプロジェク

トでしたね。来年にも期待したいです。 

続いては「計根別の魅力聞き取り」について、再び農

業高校の生徒の皆さんから発表を聞きたいと思います。

それではよろしくお願い致します。 

 

②「計根別の魅力聞き取り」：中標津農業高等学校 

  食品ビジネス科 笠井 里紗、髙橋 佳太 

皆さんこんにちは。

北海道中標津農業高

等学校です。本日「計

根別の魅力聞き取り」

調査について結果報

告をさせていただき

ます。 

私たちはみんなの

なかしべつプロジェ

クトから依頼を受け、計根別の魅力聞き取り調査を行い

ました。実施日は７月１２日から１３日の２日間。調査

対象者は計根別で酪農を営まれていた９３歳の伊藤はる

こさんと、計根別で食堂を営まれていた９２歳の百瀬栄

子さんのお二方です。調査項目は「１．計根別へ移り住

んだ理由」「２．当時の食べ物や暮らし」「３．自宅周辺

の手入れについて」「４．季節ごとの暮らし」「５．昔の

計根別の様子」「６．昔の中標津の様子」「７．計根別の

景観の魅力や特徴」の７つです。それでは調査対象者ご

とに調査結果を報告いたします。 

まず始めに伊藤はるこさんへの調査についてご報告い

たします。伊藤はるこさんは山梨県生まれで、旦那さん

との結婚を機に計根別に移り住んだそうです。はるこさ

んが２０歳の時に終戦し、終戦後は農家を営まれていま

した。畑の大きさは１４町（１４ha）で、馬鈴薯やそば

を育てていましたが、肥料を満足に撒くことができず、

２、３年は失敗の連続だったと話していました。この頃

にはすでに防風林があり、その後頼まれて自分の敷地内

にも防風林を植えたと話していました。この話を聞いて

現在、宇宙からも見える格子状防風林として北海道遺産

にも登録されている防風林が、約７０年以上前からすで

にあったこと、そして当時の人たちが伊藤はるこさんの

ように一生懸命植樹して今の形になったことを改めて理

解しました。 

次に当時の食べ物や暮らしについて調査してみると、

今では考えられないような生活をしていたことがわかり

ました。計根別への移住前は小麦や米を栽培し、自分で

うどんを作って食べていたが、計根別に移り住んでから

は作物が育たず、当時行われていた米の配給でなんとか

生活していたそうです。昭和２３年頃まで続いた配給が

あり、とてもありがたかったと話していました。配給が

ないときには、馬や牛が食べるえん麦を食べていたそう

です。また、当時は電気が通っていなかったので、ラン

プを使って生活をしていたというお話を聞いて、とても

驚きました。移住当時の計根別地区の様子について伺っ

て一言目に出てきたのは、当時は中標津よりも都会だっ

たという言葉でした。街中に出れば桶屋さんや万屋さん、

本屋さんなど生活必需品は揃ったそうです。しかし、伊

藤はるこさんの家から街中へ買い物に出ることは大変で、

食品については農協が行っていた移動販売からの購入が

主立っていました。昭和２０年頃は木を切って薪として

使っていましたが、その後昭和４０年からは灯油になっ

たいうお話をされていました。一方の中標津町は、現在

の農協が町の中心にあったそうです。農協の婦人部など

も、計根別は中標津農協の支所だったそうです。昔から、

現在の酪農試験場が中標津にあり、町全体の会議などで

使っていたが、熊などが出そうな道を歩くのがとても怖

かったと話していました。最後に計根別の景観の魅力に

ついて聞いてみると、計根別から中標津へ向かう道路沿

いの山々の風景や、養老牛のモアン山、計根別学園から

見える山々の景観は素晴らしい、計根別にしかない大切

なものなので、ぜひ今後も残していってほしいと笑顔で

お話されていました。 

次に７月１３日に行った百瀬栄子さんの聞き取り調査

についてご報告いたします。百瀬さんは先ほどの伊藤さ

んとは違い、現在の計根別農協の真向かいで食堂を営ん

でいた方で、計根別の街中の人たちの暮らしについてお

話を聞くことができました。百瀬さんは釧路市音別出身

で、体が弱かったこともあり、水道が完備され、春や秋

の気温が安定している計根別に移り住んだとお話してい

ました。当時は摩周湖から水を引いていたため、中標津

には水道がなかったが、計根別には水道が完備されてい

たそうです。その頃は野菜を家で作り、肉は近くの農家

さんから買っていたそうです。豆腐などの加工品は計根

別で買うことができ、魚介類は釧路から汽車に乗って魚



9 

を売りにくる人がいたとお話していました。そのお話を

聞いて、計根別の街中には汽車が走っていたため、外と

の交流や物資の調達が行いやすかったのかなと思いまし

た。電気が通ったのは移り住んでから３年後で、それま

では氷を中に入れて、食べ物を冷やす冷蔵庫を使ってい

たと話していました。電気を使わない冷蔵庫は、私たち

にはまったく想像もつかない話で大変驚きました。また、

計根別の冬は家の２階まで雪が積もり、電線がすぐそこ

にあったと話していました。５月にも１０センチほど雪

が積もっていたという話をしていたので、今よりも雪が

多かったようです。２回の窓から出入りしていたという

お話もしていたので驚きました。そして計根別は緑が豊

かな町で、巨大なカシワの木があったそうです。子ども

３人くらいが手を伸ばしても、まだ余るくらいの大きな

木で、計根別のシンボルだったそうです。道路整備によ

ってカシワの木は切られてしまったようで、百瀬さんは

とても残念がっていました。カシワの木はなくなってし

まったが、計根別にはまだまだ自然が多い、それが計根

別の魅力だと話していました。 

今回の調査を通して昔の計根別、そして中標津の様子

を知るのと同時に、様々なことに気がつくことができま

した。当たり前に広がっている今の計根別の風景は、伊

藤さんや百瀬さんのように、当時の人たちが生活をして

いく中で作り上げていったということ、私たちも今後未

来の計根別を作っていく存在にならなければならないこ

と、そして当時すごく苦労した話を笑顔で語ってくれる

様子を見て、私たちも新たな計根別の担い手としてチャ

レンジしようという気力、自信につながる活動となりま

した。今後昔のように計根別が人で溢れる町になること

を願って、今後も頑張っていきたいです。以上で、「計根

別の魅力聞き取り調査の報告とさせていただきます。ご

清聴ありがとうございました。 

 

○司会：新谷 

農業高校生徒の皆さん、どうもありがとうございまし

た。計根別の歴史を知る語り部の方々にお話を聞けたよ

うでした。計根別の歴史を受け継ぐだけでなく、まちづ

くりいに引き継いでいくうえでも、とても貴重な機会と

なったように感じます。 

続いては「色探しまち歩きワークショップ」について、

株式会社KITABAの松田さんから発表をお願いしたいと

思います。それでは、よろしくお願いいたします。 

 

③色探しまち歩きワークショップ：松田 沙織 

株式会社KITABAの松田と申します。よろしくお願い

します。本日は「色探しまち歩きワークショップ」につ

いて、簡単にですが報告させていただきたいと思います。 

「色探しまち歩きワークショップ」というのは、昨年

度の冬に１度行いまして、今年の夏にやったのが第２弾

となります。夏は６月３０

日にこちらの計根別でや

らせていただきまして、次

の日に中標津市街地で行

いました。札幌から北海道

カラーデザイン研究室の

外崎先生という方をお呼

びして、色の勉強を兼ねて

一緒に活動していきまし

た。 

６月３０日はこちらの計根別での実施で、参加者とし

ては釧路教育大学の学生さんや、農業高校の皆さんにも

参加していただきました。このように外崎先生から色の

学習があり、その後にまち歩きをして色を探しました。

みんなで色について共有するという取組を行いました。

色探しをしたのはお寺や幼稚園、計根別神社でしたり、

農業高校で探していた方もいました。街中を自由に歩き

ながら、それぞれ建物の壁や屋根、自然の色などそれぞ

れ気になったものの色を探していました。その中で計根

別地区の気づいたこととしては、建物が少なくて自然の

多いところでは、多少彩度が高くても逆に綺麗に映えて

見えるということや、街中で見ると派手に見える色でも、

幼稚園などの公共施設に使われていれば、なんとなくい

いよねという意見もありました。また日光が当たってい

るところと日陰になっているところでは、色の見え方が

違って見えてくるという発見もありました。 

２日目は中標津の市街地のほうで行いました。こちら

は親子での参加者さんが多くて、この日はあまり天気が

良くなかったのですが、まち歩きを始めるくらいで雨が

上がり、飲食店の壁や柱などの色をみんなで見ることが

できました。概ね中央通りの商店街の色を探しました。

こちらでの参加者さんが気づいたポイントとしては、彩

度の高い色の看板が結構多かったのですが、商店街では

賑やかで明るい印象を受けました、色だけでなく、同じ

茶色でも木が使われている茶色なのか、それとも塗料に

よる茶色なのかという、使われている材質によって印象

が変わるという意見もありました。最後に外崎先生から、

まちの色についてのヒントですが、普段からまちの色、

中標津らしい色とはどんな色なのかに注目して、まちら

しい色というのを考えていくと、新しい発見が見つかる

かもしれないねというお話があったり、自然の色やまち

の歴史などからもヒントがあるかもしれないとうお話が

ありました。 

今回の色の取組みについては、企画として終わったの

ですが、こちらを元にこれからも継続的に中標津らしい

色について、もっと色々な方と話をしていくことが大事

だねというお話もありました。事例ですが、札幌市では

札幌市景観７０色をベースに、地域の皆さんで地域らし

い色というのを決めて、それを使って停留所の色に使っ
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たりしているので、みんなで決めたまちの色を身近なも

ので使っていけたら、もっと親しみやすいまちの色にな

るのかもしれないねというお話もありました。簡単です

が、以上で報告を終わります。ありがとうございました。 

 

○司会：新谷 

KITABAの松田さん、どうもありがとうございました。

㈱KITABAは景観計画の策定のときから中標津のまちづ

くりに関わっています。この色探しをきっかけに、ゆく

ゆくは中標津の色をみんなで作っていけたらいいですね。 

続いては「沿道景観調査」について、中標津を含む道

東の美しい景観を写真におさめて発信する活動をしてい

るE-Photo Clubから飯野さんに発表をお願いしたいと思

います。それではよろしくお願い致します。 

 

④「沿道景観調査」：飯野 哲弥 

皆さんこんにちは。

E-Photo Clubの飯野哲弥で

す。本日はよろしくお願い

いたします。本日は沿道景

観調査について、調査協力

者の目線でお話したいと

思います。 

ここで、E-Photo Clubに

ついて初めて聞いたとい

う方もいらっしゃると思いますので、紹介させていただ

きたいと思います。E-Photo Club は中標津を中心に活動

している写真愛好家の集まりです。目的としては、写真

活動を通しての地域交流、会員同士の交流はもちろんで

すが、写真活動を通して地域の産業や風景などを発信し

ていきます。そして地域の写真文化の向上と地域振興に

貢献することを目的に活動しております。E-Photo Clubで

は技術向上を目的に定期的に写真を出し合って、MVPを

選んだり、写真展や一般向けの写真教室を開いたり、ブ

ログや月間新根室などで道東の魅力を発信しています。

また地域振興の一環として、北根室ランチウェイのトレ

イルランニングなどのイベント協力もしています。 

今回の調査は、防風林や号線道路などの中標津らしい

農業景観を守りつつ、また携帯アンテナや太陽光パネル

など暮らしに必要なものを必要な場所に、けれどもでき

るだけ景観を損なわないように共存していくために資料

として撮影したいということで、昨年から協力を始めま

したので、不勉強ながら報告をさせていただきます。 

今年９月に、景観として魅力的な４路線で調査を行い

ました。軽トラックを使って高い位置からの撮影と、調

査シートへの記入を行いました。軽トラック上での撮影

ということで、３ｍくらいの高さから見ると、乗用車で

はあまり意識しなかった看板や電線が多く目に入ります。 

ここで４コースの紹介を行います。場所は５２線、５０

線、北１７号、摩周湖中標津線のそれぞれで調査を行い

ました。５２線、５０線は計根別地区の方々にも馴染み

深い路線かと思います。調査シートの記入は、撮影した

調査ポイント毎に行いました。調査シートは遠景、中景、

近景という分類に従って、庇陰林や郡木などの樹木や、

土地の作り方の分類など、細かく記入を行いました。調

査で気づいた点として、こちらは沢地形の写真になりま

す。調査の途中で天気が急変しまして、作業を断念して

後日撮影しました。こちらは前日に取った写真なんです

が、沢地形になっているのがわかります。ただ木が生い

茂っているだけで、どのような地形がわかりづらいです。

これは後日取り直した写真なんですが、前日の雨で水量

が増したのか、小川が写っており、ここが沢地形である

ということがわかる写真になっております。当時農家が

入植したときに、牛乳を冷やすために川を利用していた

と聞いたことがあります。当時の人たちが水を求めて小

川の流れる側を選んだんだなということを実感しました。

そのまま普通に確認していくと河畔林になりますが、こ

のように航空写真と照らし合わせながら見ますと、格子

状防風林の続きの中で、このような広葉樹をそのまま使

った場所だということがわかりました。また現地で見合

わせながら、なぜここはカラマツじゃないんだろうとい

うような、機械的なチェックだけではわからないような

ことを気づくことができました。また調査の中で、景観

ネットワークの植田さんからの話で、当時格子状防風林

を整備するにあたって、川の側ではカラマツがうまく育

たないので、自然に生えた河畔林をうまく利用した場所

だと知り、歴史的な成り立ちを考えることができました。

今回の調査に関わった中で、去年は防風林に対する印象

や思いが強く残りましたが、今回は防風林は人の作った

ものの一つで、丘陵地を整備した痕跡の残る場所や、水

に関わる場所を見ることによって、当時の人たちがどの

ように開拓をしていったか、今回は開拓の様々な痕跡を

辿る調査だったと思います。今後格子状防風林は国や行

政が管理していて、これからも残る可能性があると思っ

ています。また個人の管理になる耕地防風林は、機械の

大型化で牧草地を広がっていき、これから少なくなって

いくものの一つと思っています。しかし、新たに植林さ

れているような場所もあり、そこにいる人の気持ち次第

で風景は変わっていくものなのかなと思います。 

最後に２年間関わった上での感想になりますが、今回の

調査は開拓時代の痕跡を調査することにより、消えゆく

景観を記録として残していく役割があるのかなと思いま

した。来年度はより良い調査できたらなと思っています。

以上で沿道景観調査の報告を終わります。ありがとうご

ざいました 

 

○司会：新谷 

飯野さんどうもありがとうございました。「中標津らし



11 

い農業景観」を守りつつ、「暮らしに必要なもの」とが共

存していくための調査ということでした。計根別の景観

を守り受け継いでいくことにも大いに役立ちそうです。 

最後に「計根別学園における景観学習」について、一

緒に参加してくださいました石本さんから発表をいただ

きます。それではよろしくお願い致します。 

 

⑤計根別学園における景観学習：石本 佳子 

最後の報告となります。計

根別学園における景観学習

2018のこれまでの振り返り

と報告をいたします。 

景観学習と聞いてピンと

来ない方がいらっしゃると

思いますので、最初に景観学

習の背景をお話します。2004

年と2005年の２年間、街づ

くり推進係、教育委員会、NPOが協働して、文化庁の「文

化的景観保存活用モデル事業」に取り組みました。この

頃は、格子状防風林が北海道遺産に登録されて着目され

ていました。文化的景観の取組を経て、農地と格子状防

風林が切っても切り離せない関係にあることを浮き彫り

にしました。文化的景観の調査が終わった後、街づくり

推進係、教育委員会、NPOが協働を続けました。2006～

2010年度は地域の素晴らしさを啓発した期間でした。中

標津の農業景観の豊かさをもっと広く、深く浸透させた

いとの想いから、展示パネル、リーフレットやパンフレ

ットを作りました。これからの中標津を担う児童らを啓

発の対象にしたいと考えるようになりました。児童が誇

りを持てる郷土、住み続けたい郷土として基幹産業の生

み出した景観の成り立ちを伝えたいと考え、中標津オリ

ジナルの景観学習の取組みを始めました。画面でご覧い

ただくように、2011年度から2013年度までの試行錯誤を

経て、2014年度に西竹小学校から声がかかり、公の教育

の現場で、初めて役場が企画した景観学習を実践する機

会を得ました。2016年に計根別学園、2017年に中標津東

小で景観学習を実践しました。生態系の話題を盛り込み、

農業を知らない児童を対象とし、会を重ねるごとに内容

が充実し、児童数も増えました。 

こうして完成した景観学習を今年は９月１０月に中標

津小学校、中標津東小学校で実践し、計１７１名の児童

が参加するにいたりました。そして、今年の１０月末に

計根別学園にも景観学習が戻ってきました。児童数は１

名欠席でしたが１７名、３つの班に分かれて授業を進め

ました。初めての試みとして、農業高校の生徒さんに各

班のリーダーをお願いしました。次の写真から授業の流

れを追いながら、学習の様子を話します。まず、短い座

学をします。農地と格子状防風林と河畔林について理解

し、林の違いとそこに住んでいる生き物の違いを理解し

ます。そして中標津の開拓の歴史を知ります。ここから

実際に模型を作り始めます。大人でもテンションのあが

るアイテムを、教育委員会やNPOの皆さんが作成してく

ださっています。まず原生林の名残である河畔林を作っ

ていきます。ある程度河畔林ができたら次に格子状防風

林を植えていきます。児童らが農家も配置していきます。

母屋や牛舎、スチールサイロの３棟を、雪のことや作業

のし易さを考えながら場所を決めるように促していきま

す。食育学校で一緒に学んでいる農業高校の生徒さんた

ちと、テキパキと進めていきます。お兄さんお姉さん方

と一緒だと児童らも楽しいようで、集中力も上がって頑

張って作っています。農業のことは詳しくはないのです

が、わたしの役割は３班を見渡して、ちょっと手伝いが

必要だなというときに手を貸すということだったのです

が、あまり手を貸すこともなく、みんな和気藹々と進め

ていました。格子状防風林、河畔林、農家ができあがっ

たら、緑色の粒を撒いて、風の実験をしました。児童ら

が自ら風になって、格子状防風林、河畔林の防風効果を

確かめました。本当に防風林のところで風が止まるよう

に、防風林が前にあると、緑の粒が溜まっていきます。

一生懸命風を起こして、風除けの凄さを確かめます。３

つの班の模型を持ち寄ると、大きな地図が完成し、農地

を守る防風林と河畔林の違いが一層よくわかります。計

根別の学園から坂を下りて下を見た周辺の模型になって

おります。計根別学園から計根別市街地周辺の模型が出

来上がりました。農家の配置は児童が自由につけるので

現実とは異なります。それでも模型の全体像からは計根

別の全体図と農地の雰囲気を感じ取ることができました。

みんな笑顔を見せてくれました。最後は児童の皆さん、

高校生の皆さん、学芸員の先生、私も入って記念撮影を

しました。 

景観学習を一緒に勉強しながら、計根別学園では春先

の遠足で根室ランチウェイで実際に河畔林や防風林を歩

る機会があります。そこで景観学習と遠足という別々の

行事としてではなく、景観学習でやったよね、今僕たち

は防風林に守られながら歩いてるんだねと話しながら歩

いてほしいなと思いました。１度きりの学習ではなく、

やはり繰り返し行うことで子どもたちの心の中に残って

いくもの、ほかに類を見ない格子状防風林への理解を深

めて、興味と誇りをもってくれればいいなと思いました。

今回お手伝いで参加したのですが、わたし一人で参加し

たのはもったいなかったと思いました。ぜひ地域の皆さ

んやほかの方にも参加して、一緒に景観学習を続けてい

けたらいいなと思いました。以上で景観学習の報告を終

わります。ありがとうございました。 

 

○司会：新谷 

石本さんどうもありがとうございました。今年度は計

根別学園のほか、中標津小学校、中標津東小学校と３つ
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の小学校で実施された取組みです。３D地図は、子ども

たちだけでなく大人も思わず関心してしまうぐらい中標

津のまちや景観の成り立ちをコンパクトに表しています

ね。 

以上を持ちまして、みんなかの活動発表を終わります。

来年度はぜひ、この会場にお越しの皆さんもメンバーに

加わっていただければうれしいです。会場の皆さん、発

表をいただいた方々にもう一度大きな拍手をお願いいし

ます。 

引き続き、情報提供のプログラムに移ります。「中標津

町都市計画マスタープランについて」中標津町役場建設

水道部都市住宅課街づくり推進係の佐瀬係長から情報提

供いただきます。都市計画マスタープランは、まちの将

来像を共有する役割を持ち、町民、企業、団体と行政と

の協働で進めるためのまちづくりの指針となります。現

在の計画は平成３２年度で期間満了となることあｋら、

見直し改定に取り組んでいます。景観まちづくりも都市

計画と連動する部分が多くあります。計根別地区におい

てどのように取り組んでいくのが良いか情報提供を聞い

てみなさんと一緒に考えていければと思います。それで

はよろしくお願いいたします。 

 

■情報提供「中標津町都市計画マスタープランについて」 

配布資料に基づき、街づくり推進係長より情報提供 

 

 

○司会：新谷 

どうもありがとうございました。町全体のほか、地域

別のまちづくりの話もあり、景観のまちづくりとも重な

ったり、連携して取り組むともっと良い効果が出そうな

気がしました。新たな都市計画マスタープランの策定に

向けて、これから活躍する計根別の若い人たちの意見を

ドンドン出していただき、景観まちづくりの側面から、

計根別ならではの暮らしや、産業などを引き継いでいき

たいものです。 

これより１０分間の休憩に入ります。次のパネルディ

スカッションは、１５時から再開となります。 

 

■休憩 

 

○司会：新谷 

時間となりましたので、第２部を始めます。パネルデ

ィスカッションにつきましては実行委員会事務局の東田

秀美がコーディネーターを勤めます。それではよろしく

お願いします。 

 

■第２部：パネルディスカッション 

「計根別の景観まちづくり」 

パネリスト   石本 佳子 

        本間 玲子 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ   東田 秀美 

 

 

 

（東田コーディネーター） 

皆さまこんにちは。今回のパネルディスカッションの

コーディネーターを務める、NPO法人景観ネットワーク

の東田であり、かつ今回の景観まちづくりフォーラム in

計根別の事務局という立場で関わっています。東田と申

します。よろしくお願いします。 

活動報告について、ずっと自分も下で見ていて、一つ

ひとつの活動報告がとても興味深くて静かに聞いてしま

う雰囲気だったので、このパネルディスカッションでは

少し賑やかに楽しくやろうというように思っています。

どうぞよろしくお願いします。 

では、今日のパネリストのお二人をご紹介いたします。

まずお一人目はみんなのなかしべつプロジェクトの石本

佳子さんです。 

 

（石本パネリスト） 

石本佳子でよろしくお願いします。 

 

（東田コーディネータ） 

同じくみんなのなかしべつプロジェクトの本間玲子さ

んです。 
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（本間パネリスト） 

本間です。いつもはそこの司会席で、舞台とお客様を

繋ぐ役割をしているのですが、なぜか今回は壇上に上が

ってしまいました。よろしくお願いします。 

 

（東田コーディネーター） 

早速なんですけども、あまり堅苦しい雰囲気で始めな

いようにしたいなと思っていて、先ほど石本さんのほう

から景観学習についてご紹介いただいたのですが、それ

以外で、今回みんなのなかしべつプロジェクトの、さら

に計根別みんなかということで活動いただいたのですが、

ほかにどんな活動したのかというのを、もしよろしけれ

ばみなさんのほうに紹介していただければと思います。 

 

（石本パネリスト） 

まず先ほど農業高校生の素晴らしい発表と、細谷さん

の報告であったので、もう１度かぼちゃランタンについ

て話すのは心苦しいのですが、私には幼稚園の子どもが

いるので、ちょうどその子が幼稚園の年長さんというこ

とで、一緒に楽しめた今回のかぼちゃランタンづくりで

した。それでまずは農業高校に行ってポットに種を植え

ました。本当にみんな賑わって、あっという間に終わり

ました。子どもたちも物凄く楽しそうで、そしてまた農

業高校のお兄さんお姉さんもとても優しくて、ほのぼの

とした雰囲気の中でやりました。それから育った苗を畑

に植えていきました。その畑づくりはわたし自身はやっ

ていないのですが、細谷さんや農家の本田さんのおかげ

で立派な畑ができまして、そこに年長さんと農業高校の

生徒さんと一緒に植えていきました。本当に何もないと

ころに畑を作ったので、果たして大丈夫なのかな、ちゃ

んと育つのかなと思ったのですけども、ご報告にあった

ように鹿に食べられたりしながら、なんとか実ってくれ

ました。実ったかぼちゃをまた収穫するのが楽しくて、

子どもたちが大はしゃぎでした。大きいのから小さいの

まで全部収穫しようとして、みんな一生懸命頑張って収

穫していました。それからかぼちゃランタンづくりなん

ですけども、ランタンを作ったことがなかったので、ど

ういうものかなと思いながらわくわくしながら言ったの

ですけども、意外にスッとカッターの刃が入るんですよ

ね。これはいいと思いながらドンドンと楽しくなっちゃ

って、子どもそっちのけで自分が一生懸命作ってしまい

ました。そして沿道に飾ったかぼちゃたちなんですけど

も、やっぱり大きく目とか鼻とか口を開けたランタンが

輝いて綺麗で、来年はもうちょっと時間をかけて大きく

作っていきたいなと思いました。 

 

 

（東田コーディネーター） 

はいありがとうございます。では本間さんのほうにも

同じ質問になるのですけども、みんなのなかしべつプロ

ジェクトでどんな活動をしたのかということと、どのよ

うに思ったかということをお話いただければと思います。

あと今日は in計根別ということで計根別でのお話しがた

くさん報告がありましたが、中標津市街地のほうでもし

あればお願いします。 

 

（本間パネリスト） 

はい。今年で一番大きな経験をさせていただいたのが、

５月の道外視察で、京都、宇治、静岡、東京で景観のお

話を伺ってきました。北海道から出たのが１８年ぶりだ

ったのです。それで京都に行ったら千年とか千二百年、

二千年という歴史が目の前にあって、宇治でも豊臣秀吉

の作った堤とか、そういうのが見つかったという話を普

通にしていて、すごい世界だなと思いました。それで中

標津に帰ってきて１週間くらいはカルチャーショックを

受けていて、わたしは本当に日本人なのかというのを悩

んだ時期でもありました。それぐらい大きな経験をさせ

てもらいました。それで今日は教育大釧路校の学生さん

がきてくださっているのですけども、道外視察でも大学

の先生や学生さんという関わりがあったのですが、そう

いう取組を見て、中標津には高校までしかないのですが、

大学との関わりが大事だなと思い、視察の後から景観だ

けでなく、色々なところで大学との関わりを意識するよ

うになりました。そんな経験をさせていただきました。

そして計根別ではまち歩きにも参加させていただきまし

て、こんなところに菱葺の屋根があるとか、すごい古い

看板があったりとか、綺麗な花壇なども見せてもらいま

した。かぼちゃランタンプロジェクトも作っている様子

を見にいって、来始めると気になるんですよね。別の用

事で計根別に来たときにもかぼちゃ畑に行って、あれ看

板ができているとか。そんな風に１年で何回通ったかわ

からないです。本当に去年今年はすごく計根別に来させ

てもらいました。あとはまち歩きは市街地のほうにも参
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加して、中標津の町の中の色彩による景観ってどうなん

だろうというところを意識しましたし、市街地の集まり

では景観整備機構という組織をどうしようというような

話が多かったです。そこで真剣で楽しく、濃い時間を過

ごさせていただきました。計根別のみんなかの集まりも、

市街地から参加して、すごい集まりだなと思いましたし、

真剣に本気で話したりして、本当に楽しい時間でした。 

 

（東田コーディネーター） 

はいありがとうございます。この２年間は、景観計画

をその前の２年間で策定して、それに基づいて景観まち

づくりを進めていこうという２年間だったのですが、特

にわたし自身、みんなかのメンバーも含めて計根別に対

する思い入れがすごく強かったなということと、２つの

市街地それぞれが活動することで相乗効果だとか交流と

かを意識して進めていけた２年間だったなというように

考えています。それでは実際にそんな形で進めてきた２

年間で、本間さんがそれまで計根別は知っていたが、計

根別の景観まちづくりというように取り組むのは初めて

だったと思います。実際に取り組んで、来て見て、中標

津市街地の取組と計根別の取組の違いとか、こんな風に

やっていたんだというようなことがあればお願いします。 

 

（本間パネリスト） 

計根別で驚いたのが、提案がすぐ実現に移り出す早さ。

細谷さんがランタンづくりをしたいと話をした時に、そ

の今年度で実現してしまったことが本当に凄いなと思っ

ております。あとかぼちゃランタンづくりはこの会場で

やっていたのですが、小さい子どもからおじいちゃんお

ばあちゃんまで参加する、地域のイベントになっていて、

そこに計根別の力を感じました。あと計根別が凄いなと

みんなかの集まりで思ったのが、個人名がぽんぽんと出

てくること。先ほど魅力聞き取りの報告発表がありまし

たが、あれもみんなかの集まりの中で、聞き取りをする

のならこの人やこの人がいいんじゃない？というのがそ

の場で出てきて、それがまた早い。そしてまた実現して

しまうというのも早い。それからランタンづくりをやっ

た時に、計根別学園を卒業した農高生から話を聞いたの

ですが、「こうして幅広い世代で計根別を盛り上げようと

したことはなかったと思う。すごくワクワクしていた。

みんな楽しんでくれていて、自分も楽しかった」と話し

ていました。今日もいらしている農高の先生も、大学に

進学してから、その子が帰ってきてからのことも考えて、

高校で成長させてくれている。計根別の人口規模だけで

なく、地域の現状として、今も町内会の人たちも地域の

人口が減っている様子とかを、町内会の活動の中で把握

していている資料も見せていただいて、そういう現状を

介しながら、先を見通してどうやっていくかというのを、

地域ぐるみでやっていく取組というのは、すごいなと。

その中で先輩が、やってみたらいい、失敗したら別のこ

とを考えればいいと、若い人のチャレンジを後押しして

くれている。それで景観の計根別みんなかの取組みがこ

んなに進んだのかなと、この１年でいっぱいできたのか

なと思いました。それが計根別の凄さだと、計根別凄い

と何回行ったかわからないほどの２年です。 

 

（東田コーディネーター） 

私も本当に同感でございます。ということで実際に本

間さんのほうからそういうことを聞いて、実際に活動し

ている石本さんとしてはこの２年間も、先ほどの金野部

長からもありましたが、今までもずっと色々な形で活動

はあったのですけども、改めてこの２年間で取り組んで

変化とか、課題とか、こんな違いがあったんだとか、改

めて知ったことがもしあればお願いします。 

 

（石本パネリスト） 

本当に最初に細谷さんがかぼちゃランタンのお話をし

たとき、これ実現できるのかなと思ったのですが、すご

く町内会の皆さんのバックアップもあり、農業高校の先

生方の協力もあり、あれよあれよという間に話が進んで

いって、わたしはなにもわからなくて、あの日にあれや

るよと言われたら、ふらっと行くぐらいだったのですが、

本当にこの地域の団結力というか、話の進みやすさを実

感した１年でした。本当に素晴らしいと思います。農業

高校の皆さんもほぼ全ての行事に参加していただいたの

ですが、将来を期待しております。計根別を盛り上げる

素晴らしい人材に育っていってほしいと思いました。 

 

（東田コーディネーター） 

一応簡単な台本があるのですが、よく台本にないこと

を聞くので怒られるのですが、計根別ってこんなにすご

いじゃないですか。わたしも前からそう思っていて、披

露したいなと思っていて、じゃあ誰に披露したかったん

だろうなと、やっぱり中標津の市街地の皆さんに、同じ

中標津なんだけどすごいなということをわかってもらい

たいなと思っていて、じゃあこの先どうやったら計根別

の皆さんの凄さを中標津のほうに持っていけるだろうか、

ということについて本間さんからなにか思うことがあれ

ばお願いします。 

 

（本間パネリスト） 

そうですね。わたしは仕事柄書いて伝えることができ

るので、それでどう伝えるかというのを工夫しています。

ただあったことを伝えるのではなく、計根別のこういう

取組があって、こういう風になっているんだよというこ

とを伝えられるかなと思います。あとは団体のSNSとか

ブログで発信していくので、それで伝えていけるのかな

と思うのですけども、まずは聞いていくことが、直接お



15 

話ができるようになってすごくありがたいなと思ってい

るのです。一人ひとりと立ち話をしながら、計根別って

こんな感じかなと思っていたのが、やっぱりそうなんだ

となることもあり、もっともっと凄いと思うことも多か

ったです。それをすごいんだよという風に町の中で話し

ていって、あとはこんな風に取り入れられないかなとか、

中標津の市街地バージョンに、計根別の市街地は今７４

０人くらい住んでいるのですが、中標津の小学校区だと

今人口が５,０００人から８,０００人なんです。小学校区

ごとに。そのくらいなのでそのまま真似することはでき

ないのです。ただ計根別でやっている取組の中で、これ

はできるかな、これはできるかなとこんな風にやってた

よと伝えることで、計根別のことも伝えられるし、中標

津の市街地ももっともっといいまちづくりができていく

んじゃないかなと思っております、それが自分の取組み

かなと思っております。 

 

 

（東田コーディネーター） 

ありがとうございます。では石本さん、これからの計

根別の景観まちづくりをどういう風に進めていきたいか

とか、先ほどの話もありましたけど、ご自身がどうして

いきたいかということをお聞きしたいです。 

 

（石本パネリスト） 

先ほどのスピードが早いと申しましたが、逆に小さい

ところだからこそというところがあると思うのですが、

やはり動く人というのは限られていて、もっともっと多

くの人に参加してもらいたいし、もっともっと仲間を引

き入れたいなと思っております。 

 

（東田コーディネーター） 

仲間を引き入れる作戦などはありますか 

 

（石本パネリスト） 

作戦はまだないのですが、先日計根別学園でとても話

題になったのが、９年生の卒論発表会でふるさと活性化

をテーマにした卒論発表会だったのですが、本当に色々

と考えてくれているなという内容で、嬉しくなりました。

農業高校さんとかもそうですが、若い人がふるさとにつ

いて考えてくれているという、その子どもたちの親御さ

ん頑張ろうよと思うので、わたしも頑張って親御さんた

ちで手伝ってくれる人たちを探していこうと思っており

ます。 

 

（東田コーディネーター） 

はいありがとうございます。では最後になるのですけ

ども、本間さんのほうにこれからの計根別での景観まち

づくりの展開について、期待とかエールみたいなのがあ

ればお願いします。 

 

（本間パネリスト） 

計根別は元々、農業関係者や教育関係者の中では有名

で、計根別学園も先日三笠市で行われた「全国コミュニ

ティ・スクール研究大会」で発表していたりとか、農業

高校も全国で活動して全国ネットで取り上げられたり、

色々と有名なところなんですけども、景観まちづくりに

関しても計根別って全国にアピールできるお手本になる

んじゃないかなと、この２年間を通して思いました。こ

れからもわたしも中標津の市街地から通いながら勉強さ

せてもらいたいし、これからの活動に期待しています。

かぼちゃランタンがこの先、１年目からできていたので、

これからも楽しみです。応援しています。 

 

（東田コーディネーター） 

はいありがとうございました。本日のパネルディスカ

ッションは時間が短いので、これで閉めたいと思います。 

最後に少し私自身のお話をさせていただきます。文化

的景観のときから計根別に関わっていて、本当に全国に

誇れるものがあるということを当時聞いて、驚きました。

このようなところが中標津の市街地のすぐ横にあるとい

うことを、中標津の方たちのほうが意外と知らなくて、

それをどうにか皆さんにお伝えしたいなというように、

こんな景観まちづくりという取組みをずっとずっと前か

ら皆さんは取組み続けてきたんだということを、知った

ときからずっと伝えたいなと思っていて、今日やっとこ

ういった形で計根別で景観まちづくりのフォーラムを開

くことができたというのが、私自身にとっても、景観ネ

ットワークにとっても、感慨深いものがあります。今ま

でも一緒にやってきましたけども、ぜひこれからも一緒

にやらせていただければなと思っておりますので、良い

景観まちづくりをまたみんなのなかしべつプロジェクト

in計根別として、来年からもやれるといいなと思ってお

ります。ではこれでパネルディスカッションを終わりた

いと思います。ありがとうございました。 
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○司会：新谷 

パネリストの皆さま、東田さんどうもありがとうござ

いました。会場の皆さま、今一度大きな拍手をお願いい

たします。ありがとうございました。 

最後に、今回の景観まちづくりフォーラム in計根別の

実行委員長、佐藤良文より、ご来場の皆さまへ御礼の言

葉を申し上げます。 

 

■閉会挨拶 

なかしべつ景観まちづくりフォーラム in計根別 

実行委員長 佐藤 良文 

 

皆さんこんにちは。in計根別ということで、町長をは

じめ、議長や議員の皆さんなど、大勢来ていただきまこ

とにありがとうございます。今日発表していただいた

方々もそれぞれ大変お疲れ様でした。ありがとうござい

ます。 

そういった中で、多くの方は知らないかと思いますの

で、なぜ計根別の生活圏、経済圏がこうなのか、触れて

おきたいと思います。それは遠く大正末期から昭和初期

で、国の政策で北海道入植者の大々的な事業が展開され

ました。その中で特に昭和３年、４年頃に、当時大勢の

入植者がおりまして、別海大成本別地区で300戸以上、

あと計根別中標津地区側で500戸以上、延べ800戸以上

の入植者がいました。その中でそれぞれ行政区が、別海、

計根別なんですが、別海が大変広いので、国等の方針と

して、大成本別地区についても計根別管轄の移住者世話

所を設置しました。それで世話所には多くの補助金が伴

ってございますので、そういったことで、それに関わっ

ての所有者あるいは事業者、事業施設等が誕生しまして、

それが元で計根別農協ができ、別海を含んだ中での計根

別地域の生活圏、経済圏が発展しました。そういった中

で戦後の昭和２０年頃ですが、その時には計根別の分村

分町運動というのもありまして、もしそれが実現してい

れば野付郡計根別町になったのか、標津郡計根別町にな

ったのかわかりませんが、そういったことで連帯感を強

くもった中での計根別が発展していきました。そういっ

た経緯で当然計根別小学校、計根別中学校を母校とする

別海町民もおりますし、農高にあっては多くの卒業生を

輩出しておりまして、この小さな地域に幼稚園から高校

が発展したというのもそういった事情があるということ

で、別海とは切っても切れない縁がある、ということを

ご理解いただきたいと思います。その中で、今日の景観

フォーラム in計根別は大変意義のあることだと思ってお

ります。私の持論ではありますが、景観づくりあるいは

森づくりは１００年の計画であると思います。１００年

の計画に基づいて進めるには子どもをパートナーとして

展開するべきだと思っております。そういうことで、計

根別学園、そして農業高校は今日の発表をしていただき

ましたけども、本当に期待したいと思っておりますし、

そういった中で今日は町長もお見えになられております

ので、子どもを巻き込んだ中での大きな計画というのを

大いに期待して今後進めていっていただければ、その成

果も早まるものではないかと思っております。 

以上としまして、本日は大変ありがとうございました。

今年も残りわずかで２週間となっております。そういっ

た中では風邪など引かれませんように、健やかに皆さん

が新年を向かえられることをご祈念申し上げまして、甚

だ簡単ではありますが、御礼の言葉に変えさせていただ

きます。本日は真にありがとうございました。 

 


