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平成 26年度第 1回中空知定住自立圏共生ビジョン懇談会 議事録 

 

■開催日時  平成 26年 8月 4日（月）14:00～15:50 

■開催場所  ホテルスエヒロ ２階 孔雀の間 

■出席委員  小磯委員、明円委員、半沢委員、三戸部委員、茅野委員、安楽委員、宮崎委員、 

       中村委員、石田委員、野村委員、篠島委員、栂野委員、笹木委員、居林委員、那須委員、 

       大下委員、太田委員、荒岡委員、千徳委員、高木委員、鎌塚委員、飯尾委員、 

       志部谷委員、岩橋委員、峯村委員、照井委員、高村委員 

 

１．開  会     

 

２．あいさつ   

  滝川市 前田市長よりあいさつ 

  砂川市 善岡市長よりあいさつ 

 

３．委員紹介   

  懇談会委員自己紹介・オブザーバー紹介 

 

４．共生ビジョン懇談会設置要綱について   

  事務局より資料 2に基づき、所掌事務、組織、委員の任期、座長及び副座長、会議の規定について

説明。 

  委員 27名全員が出席しており、設置要綱第６条第２項の規定により会議が成立している旨を報告。 

 

５．座長及び副座長の選出について   

  設置要綱第５条第１項の規定に基づき、互選により小磯委員を座長に選出、座長の指名により居林

委員を副座長に選出。 

 

６．議題 

(1)定住自立圏構想の概要について  

(2)これまでの経過について 

  【座長】 

    議題(1)定住自立圏構想の概要についてと(2)これまでの経過について、一括して事務局から説

明いただきたい。 

 

  ～事務局より資料 3、資料 4に基づき説明 

 

  【座長】 

    本日の進め方を最初に説明しておくが、中空知定住自立圏の将来の方向性についての意見は最

後に一括して伺いたい。それまでの間は資料説明に対する質問を受けたい。資料 3、4、それから
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先ほどの設置要綱含めて質問があれば発言いただきたい。 

 

    ⇒質問等なし 

 

(3)中空知定住自立圏共生ビジョン原原案について 

  【座長】 

    議題(3)定住自立圏構想の概要について、事務局から説明いただきたい。 

 

   ～事務局より資料 5に基づき説明 

 

  【座長】 

    説明が終わったが、会議の進め方、今後のスケジュールについて説明を受けた後、質問を受け

ることとする。 

 

(4)会議の進め方、今後のスケジュールについて 

  【座長】 

    議題(4)会議の進め方、今後のスケジュールについて、事務局から説明いただきたい。 

 

   ～事務局より資料 6、資料 7、資料 8に基づき説明 

 

  【座長】 

    説明が終わったが、資料内容について、質問があれば発言いただきたい。 

 

    ⇒質問等なし 

 

  【座長】 

    少し整理をすると、定住自立圏構想の意味、背景、全国的な取組経過が事務局から説明があっ

た。これまでの広域連携の取組は色々あり、一番根本的な取組は市町村合併となるが、広域連合

とか一部事務組合等、個別業務を複数の市町村が一緒に取り組む事例は多々ある。中空知はかな

り取組が進められている中、改めて定住自立圏という制度の中で共生ビジョンを策定することに

なるが、作ることが目的ではなく、それに沿って改めて 5市 5町が一緒に進めていく政策として

どういう取組があるか考え、それを新しい定住自立圏の政策に繋げていくのがビジョン懇談会の

意味だと考える。 

皆様に意見をいただきたいのは、資料 7に整理されているとおり、限られた懇談会の中で、圏

域の将来像と具体的な連携の取組についてとなり、それを取り込んだ形でビジョンを策定したい

という流れになっている。 

スケジュールでは 8 月に圏域の将来像、9 月に具体的取組を検討することになっているが、こ

れは切り離して議論できるものではない部分もある。将来像を目指していくために、各自治体が

一緒になって連携を進めていくべき方策等については、関連するものもある。今日は、将来必要
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と考えられる取組含めて圏域の将来像についてご意見をいただきたい。 

 

    委員）障害福祉分野については、道の保健医療福祉圏域で言えば二次圏域ということで 5 市 5

町が圏域として繋がりがある。また、新たに地域生活支援拠点等の整備について議論し

ているが、相談支援事業の機能を複数の地域で分担して強みを分け合って、弱みを連携

の中で抑える議論をしている。 

 

    委員）教育の分野という観点から、子どもの時から郷土愛を持つような取組を考えることが必

要。 

 

    委員）消費者協会について、滝川市は広域の生活相談体制を担っている。都会や田舎は関係な

くなってきているが、消費者相談は時代の流れとともに様々で、単独ではなく広域にな

ったことで、相談の内容が見えてきたということもある。消費者相談から見てもそう思

うので、様々な分野について広域で行うことは非常に大切だと思う。是非、そのように

進んでほしい。 

 

    委員）少子高齢化は世界一進んでいて、一極集中にも問題があり、政府があえて制度を立ち上

げて音頭とりをしたと考えている。5市5町の中で定住してもらう条件を考えてみると、

思い浮かぶことは、この圏域には大きな産業が見当たらないということ。しかし、一番

大事にしなければならないのは、地産地消をベースにした農業関係と考えている。近隣

市町村を見ると、先代が苦労して守ってきた立派な土地がどんどん空いていて、空き家

も増えている。そのような所に定住するような構想は持てないものかと思う。 

町連協の会長をしているため、高齢者の意見を伺うが、意見を垣間見ると、今後、医

療関係は難しいと思うが、福祉関係は 5市 5町に分散しており、安心・安定した暮らし

をするためには、合同・共同で方針をだしていくべきと考えている。高齢者は動けなく

なるまで地元で生活したいと考えているようなので、今後、高齢者対策というのが課題

になってくるので、考え方を出していこうと考えている。 

 

    委員）座長からもお話があったとおり、人口減の中で今までどおりにはいかない、何かを残さ

なければならないとなると、医療について言えば、救命救急センターである砂川市立病

院をいかに残すか、集約していくかということが、地域が救急医療を残していくうえで

大切なことだと思う。 

 

    委員）資料 18ページの 2.福祉 (1)障がい者福祉の推進 イ 地域活動支援センター事業及び相

談支援事業というのがあるが、中空知圏域は広域で行っている。ただし、芦別市が相談

支援事業について外れていて、障がい者に対する相談支援事業が立ち上がっていない。

単独で立ち上げることを検討しているとのことだったが、小さな単位で行うのは難しく

なると思うので、今後、広域で広く盤石にやっていければ良いと考えている。 
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    委員）若い人がいると具体的な困っている意見が出ると思う。若い人の代弁ができれば良いと

思い、社会教育の中で学校教育等に関係しているので勉強させていただきたい。5 市 5

町は他地域と比べるとネットワークを結びやすい条件と感じている。札幌や旭川では公

共施設については利用者が多く利用ができないと聞いているが、砂川市もそうだが、今

までは各サークルで週一回の利用だったものが沢山利用できるようになっている。施設

は沢山あり、人口密度が少ないので利用しやすい場所が沢山ある。足というかフットワ

ークを整備しながら、あるいはできる人が出向くことで、人が少ないことを悲観しない

で逆手にとっていけるのではないかと思っている。 

 

    委員）農商工連携をキーワードにして考えていければと思う。6 市町の会議所の専務理事が集

まって、連携を検討しているが、そことうまく連携していければ良い。 

 

    委員）将来的にはバスセンターやバスステーションのハブ化を検討していく必要がある。その

ようなことから地域に対する公共交通の確保を図っていけるのではないかと考えてい

る。 

 

    委員）5 市 5 町それぞれ特徴があり、具体的な問題に入った場合、解決がかなり厳しくなると

思う。そのような時に我々がどういう話をしていったら良いか、勉強しながら進めてい

きたい。 

 

    委員）5 市 5 町は全てが人口減少、さらに少子高齢化が進んでいるが、農商工連携や観光、医

療について協議を進めていきたい。芦別には市立病院もあるが、砂川や滝川に行く方が

多く、また、医療関係の連携をしなければ医師不足の問題もある。商工業についても人

口減少の傾向から商工業者も減少している。商工会議所連携も含めて連携を進めていき

たい。 

 

    委員）子どもから高齢者まで安心で生きがいと潤いの持てる生活を送ることができるようにと

あるが、65 歳以上の高齢者割合の道内上位 10 位に 4 市町が入っている。福祉の部分に

子どもや障がい者に関する記載があるが、高齢者対策が抜けているというか薄らいでい

る。65歳以上が 40%を超えるようなところが 4市町もあることからも、高齢者対策を練

らないと居住権を得られないのではないかと考える。今回のビジョンとなるのか、来年

のビジョンとなるのかは別として、今後の課題に含めることとし、将来像に対する意見

として出したい。 

 

    委員）各地域、状況が悪いながら、頑張っているのを承知しているが、お互いの地域がわから

ないこともあると思う。議論にあたってはその辺の認識をしながら、各地域の特色を生

かした議論のあり方ができないかと思っている。それぞれが思いを言うだけではなく、

譲るべきところは譲り、各地域の特色を生かせるような計画になっていくことを望んで

いる。 
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    委員）高齢化が進み高齢化率が 43%ということで、老人クラブと町内会の役員を兼務しなけれ

ばならない状態に陥っている。また、町内会も小さくなり合併をしなければならない状

況になっている。 

高齢化率が高く、人口が減り、幼稚園の入園者は 6名しかいないという現状で、これ

から子どもがいなくなり、若い人は都会に出ていく中、ビジョンが現実にうまくいくの

か懸念している。年寄りばかりになってどこかに行きたい時に、シャトルバスか何かが

無ければならないのではないかと思っている。さらに、残念なことに高齢者対策が入っ

ていない。意見を出しながら拡大していってもらいたい。 

 

    委員）以前、行政にいたため、行政の立場からすると、教育から福祉からすべからく限られた

財源で、市町村の持っている力の範囲の中で進めることになる。産炭地は、かつては潤

っていて、全てについて問題なく行われてきたが、少子高齢化が進み、まちの主な機能

が存続できなくなりつつある。このような時に、今回のような近隣の大きなまちがさら

に発展していって、我々が享受できるような安心して暮らせるまちの一端を担っていか

なければ、住んでいる地域に格差ができてしまう。それぞれの地域の特色をできるだけ

残しつつ、計画をつくっていただければと思っている。 

行政レベルでなく市民レベルから考えたときに、日常生活圏は地元含め、滝川、砂川、

さらには旭川、札幌まで出ていくのが現状の中で、例えば広域下水道や水道企業団等、

各市町が助け合っているものもあるので、再度見直しながら組み立てていければと思う。 

 

    委員）教育、食、医療等、子ども達が住みよいまちになれば良いと思っている。 

 

    委員）保険事業、水道、消防等、広域連携を行ってきているが、イメージ的には対等、お互い

に助け合ってというイメージだったが、定住自立圏構想は中心市というのがあって、ビ

ジョンというのも、砂川、滝川を中心としたビジョン策定となっている。今まで広域連

携でうまくいっていたものが、中心市を中心にしてという、今までと違うことを考えな

ければならないのかという印象。 

また、産業振興については、これからは６次化ということが必要だと思う。商工と連

携して商品開発ができればと考えている。 

 

    委員）この町で子供を産み育てるというより、この町で教育したいかを考えると、学校教育、

社会教育はあるが、幼児教育が見当たらない。保育所の記載はあるが、幼稚園にしても、

認定こども園にしても、親が見えるような施設等を具体化できれば良いと感じた。 

 

    委員）人口減が顕著で、この先 5年先どうなるかという状況が続いている。後継ぎの問題や高

齢者の問題があり、買い物難民というような状況が多く出てくる。他の地域と連携をと

れるような方向性を出していければと考えている。 
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    委員）高齢者福祉事業に携わっているが、圏域の将来像を考えていくと、年をとって一人でも

安心して、死ぬまでそこの地域で暮らしていけるような圏域になれば良いと思っている。

具体的取組には、高齢者対策がないのが残念だが、この地域がお互いに連携しながらど

ういう地域を目指していくかという中で、意見を出せればと思っている。 

 

    委員）人口減の最先端をいっているのが農業で、1/3 とか 1/4 の人口になっている。農業とし

て小さな面積では立ち行かなくなってきたというのと、子ども達が親の職業を継がなく

なったというのが大きな要因。 

住むために必要なものを考えると、医療、福祉、教育ではなく、まずは所得だと思う。

産業がないと生活していけない。産業があって生活をして、生活していくために福祉が

必要なのか、教育が必要なのかとなる。中空知の中で産業としてやっていけるのは農業

と公共事業だが、公共事業は少なくなったので、あとは年金。これらが中空知が外部か

ら所得を得る要因。この所得をどうやって分配していくのか、新たな職業とどう結び付

けていくのかということが定住に繋がっていく。町にはコンビニがないため若い人が住

まない。また、農業しか産業がないので住まない。どのように所得を得ていくのかが重

要だと思っている。 

 

    委員）報道で JA の改革が言われているが、基本的には農家つぶしと考えている。農協は農家

の拠り所なので、そこをつぶせば農家がつぶれることになる。家族経営である農家が企

業に移るというのを国が進めている。JAは地域社会の岩盤と自負している。そのような

中、国から信用事業、共済事業を分離して、営農指導に専念するよう言われている。JA

のスタンド事業、A コープ事業はほとんど赤字。赤字経営をしてやれるのは農協だから

地域社会にとって独禁法であるから排除しようとすると、ますます過疎化に拍車をかけ

ることになる。国の考えに対して道や空知総合振興局の方も同じようなことを言う。国

に対して反対していかなければならない、そういう地域だということを理解していただ

きたい。 

定住については、美瑛農協は観光資源であるトマトの生産が 10 億あるが、その半分

は新規就農者が賄っている。新規就農者は観光資源があるから定住したいというのと、

住むところと冬場の仕事に対する行政の支援がある。住むところが提供でき、農業でお

金を稼ぐことができれば定住につなげていけると思っている。農業について言えば、平

成 10年に中空知の 3つの農協が合併したが、農家の減少については、平成 10年には当

組合には 1000 戸の農家があったが今は 600 戸を切っている。また、野菜の生産規模拡

大をしていかなければならないが、野菜をつくる人がいない。かつては 20 億の野菜の

生産があったが、今は 7億まで減少している。メロンで有名にしたい等考えるが、作る

人がいない。担い手がいないというのが切実になっている。 

 

    委員）地域防災マスター連絡会議は平成 23年に 28名で設立した。今は 36名が所属している。

防災士は自助努力による災害時の活動、地域防災マスターはボランティアにより災害時

には地域の声掛けのキーマンになるもので、研修を受けて北海道知事の認定を受けてい
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る。地域的には、新十津川が大変多い。防災の政策分野においては公助の部分は良いと

思うが、万が一起きたときに公助を待つよりは自分の身は自分で守るという組織づくり

を 5市 5町でやっていければと思っている。 

 

    委員）中空知広域圏は 30年か 40年前からあるが、農業あり、商業あり、産炭地ありという中

で、10市町でよく圏域をつくっていると思っている。今日皆さんの意見を聞くと色々あ

ると思ったが、今までも連携事業や共同事業はやれることは沢山取り組んできたと思う

ので、定住自立圏構想はやりやすいのかという気がしている。洗い出しを会議でやって

いけば最後には良い案がまとまると思っている。 

 

    委員）中空知の商工会は、道の政策により広域連携を既に行っており、雨竜と新十津川と江部

乙が一つ、浦臼と奈井江も別な連携を組んでいる。既にやっているものを充実させてい

ただき、見直しがあればどんどん進めていければ良いと思っている。 

 

    委員）資料を事前にいただき、将来像、具体的取組の原原案を示されているが、既存のものに

とらわれ過ぎたのかなという感想。5 市 5 町それぞれ歴史があり、色々な連携をしてき

て、既存事業があり、こういう書き方にならざるを得なかった部分もわかるが、ビジョ

ンとして前向きなエキスを後 2回で入れられるかなと思っている。皆さんの意見を聞い

ていて、人口が減っても、高齢者が増えても、この地域に住みたいと思っているという

話もあったので、安全とか安心とかの観点等、この地域として押し出すべきものは強く

訴えたらどうかと思った。 

昨年、東京滝川会総会に出席した際に、滝川で思い出すことや良さというのを聞いた

が、滝川に限った話ではないが、東京の人は地震や集中豪雨等、生存に対する不安を話

していた。中空知は大きな地震や大きな水害はほとんどないという、我々があまり感じ

ないことを東京の人たちは思っていると感じた。最近、北海道に本社機能を移すような

具体的な事例もあるので、地域の良さをビジョンの中で訴えていければと考えている。 

 

    座長）私自身は北海道出身ではなく、北海道に憧れて外から来た者だが、中空知はゆとりのあ

る環境があって大変魅力的に感じる。ただ、現実は厳しいというか、どんどん人が大都

市に出ていくということもあるが、好きだから出ていくという部分だけではない部分も

かなりある。そこは地方の良さ、魅力をしっかり発信していく努力を怠ってしまうと、

少し残念だという思いがある。 

例えば、人々が人生の居住地を変える一番大きなきっかけは 18 歳の春の大学進学と

就職になる。特に大学進学は大きなきっかけで、大学経営にも関わってきたが、東京都

の人口は日本の 10%、そこに大学生が 25%住んでいる。このような先進国は他にはなく、

大学という高等教育を過ごす場所はゆとりのある地方の役割となっている。日本は市場

メカニズムで高等教育という場すら大きな私立大学で効率的に大量に教育をするとい

う歪な国民になってしまった。もっと怖いのは、歪さを歪と感じないような情報であり、

考え方であり、そういうものに対してきっちり発信していくメッセージというのは地方
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の役割だと思う。 

今日の共生ビジョンの議論だが、自信と誇りをもって地方の声を上げていただきたい

と感じている。今日皆さんから出た意見について感じた部分を話させていただくと、中

空知という地域はある程度難しい地域であると思う。歴史的に産炭地、石炭という産業

で栄えたまちであるが故の石炭産業が衰退していった後の激変というのが、他地域と比

べると人口減少、さらに高齢化にも向き合う厳しさがある。逆に言うと他の地域よりも

人が減っていく状況、地域が衰退していく状況を経験されている所もある。そういう経

験をつなぎ、活かしながら高齢化に向き合う施策として、特に今回のテーマは広域的な

連携という仕組みのなかでサービスを提供してくことになるが、高齢者にとっては、特

に交通問題は大きな問題だと思う。年をとると車で自由に移動できない。そうなると今

まで見過ごされてきた公共交通のあり方に目が向く。今の日本の公共交通は基本的に民

の力で、民のビジネス原理でやるが、地方では不可能。そういういうところで行政サー

ビスとして地域の公共交通をどう維持していくのか、どこまでの負担でそれができるの

か、そういう知恵を絞り出していくことも、これからの広域連携の中で大事な部分だと

いう発言もあった。 

また、中心地の役割という発言もあったが、市町村合併もそうだったが、誰かが主役

という政策はこれまで無く、皆で一緒に議論するというものだった。今回の定住自立圏

は、幅広い地域であれば、どこかがまとめ役になり、責任をもって声をかける、責任を

もって全体を取り纏めていくという中心地という役割を皆が理解したうえで広域連携

を進めていくことになる。今回は滝川と砂川という２つの市が役割を担うことになる。

これまでにない新しいやり方の中で、滝川と砂川からメッセージを出して役割を果たし

てもらえれば、連携市町も協力するという新しい議論に是非繋げていってほしいと思う。  

また、今回のメンバーの中では商工会議所、商工会の参加があり、いくつか発言があ

った。商工会議所、商工会の中でも連携の動きがある。商工会議所、商工会というのは

それぞれの地域の経済活動を担っている方の集まりで、先ほどから意見があったとおり、

産業、何で食べていくのか、何で所得を稼いでいくのかという担い手と行政側が一緒に

広域連携をして、どういう行政サービスを提供していくのかという、連携した動きをと

っていけないのかと感じた。なぜかと言うと、中空知という地域は広域連携については

道内で一番経験の豊富な所だと感じている。ある程度のことはやっているだけに定住自

立圏の構想づくりは難しい。先ほど説明があった資料は既にこれまでやった事業を整理

しただけでもあれだけの項目があるので、それに加えて何をやるのかというのは難しい

お願いかもしれないが、これだけの経験がある地域だからこそ、定住自立圏という新し

いメニューの中で、新しい挑戦、取組をしていくんだというのは出していただきたい。

これまでの取組の経験の中で、こうしたからうまくいったという経験があるはずなので、

その経験を積み上げていけば、新しい連携ができるのではないかという議論をしていっ

てほしい、また、それができる地域だというのを皆さんの意見を聞いて感じていた。 

それから、今回の定住自立圏というのは行政である市町が一緒になってどういう新し

い政策展開をしていくかということだが、ベースにある人々が生活をし、生活をしてい

くための基盤である産業、そこから生み出される雇用というのがなければ安定した地域
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社会にはならない。農業であり、建設業であり、色々な話があったが、その部分は商工

会議所の横との連携と同時に、その中で行政というのができる役割は何なのかというの

を改めて振り返ってみる必要がある。私は海外の地方の貧困地域の活性化というものに

も関わっているが、尽きる所はその地域にどういう産業を作り、そこから雇用を作り出

していくかということだが、さらに難しいのは行政、政策がどう関与していくのかとい

うこと。あまり行政に依存ばかりしていると自立心を養えない、かと言って、行政が最

初から突き放すと新しい産業というのは生まれない。そこの関係づくりは非常に難しい。

地方で非常に大きな議論になるのが、若い人が地方でどういう機能を求めるのかという

こと。高齢者は医療とか福祉という機能が極めて高いニーズになるが、若い人にとって

大事な機能の中にコンビニがある。これは無視できない議論。その地域にコンビニがあ

るかないかで就職先に行くか行かないかを決めるくらいの問題。コンビニは置き換えれ

ばある程度生活を維持していくための商業機能、小売り機能を夜の時間を含めて、ある

程度安定的に提供できる仕組みと考えれば、道の駅や新たな行政サービスの仕組みとし

て地域の安定的な商業機能をどういう形で展開していけるかということに繋がる。沖縄

では共同店という伝統のあるコミュニティの商業機能施設がある。地域から東京に働き

に出た人が、共同店に電話すると親が元気かどうかわかるとか、そういう新しい広域連

携の新しいサービスの機能というのが地方にとって何が必要なのかという議論も必要

だと思っている。 

最後に、広域連携は何十年も取り組まれており、中空知はしっかりやっているが、な

かなか言葉だけで実態が伴わない難しいテーマである。広域連携を進めていくうえで一

番大事なポイントは自分の地域以外の地域に対する理解、それをどう深めていくかとい

うこと。どうすれば良いかというと、相互理解するような仕組み、場、機会をつくるこ

と。今日のようなビジョン懇談会でそれぞれの立場で発言しているが、他の立場、他の

地域の方から見ると新しい発見が必ずある。例えば 10 市町の職員がビジョンを契機に

相互交流を進め、他の地域をわかった職員が自分のまちの行政を担うことで、将来的に

はこの地域全体で色んな行政サービスを提供したり、政策展開をしていくことに大きく

繋がっていく。10 年、20 年経つとかなり変わってくるのではないかと思う。長い視野

で取り組んでいくことも大事だと考えている。 

 

  【座長】 

    全体を通して発言等あれば発言いただきたい。 

 

    ⇒特になし 

 

  【座長】 

    事務局の方から意見集約シートというのが提供されているので、改めて資料を見直して意見と

して提起しておきたいというようなことがあれば事務局へ提出願う。 
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７．その他 

  事務局より委員謝礼、次回懇談会開催日程、意見集約シートについて連絡。 

 

６．閉  会 


