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平成 27年度第 2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 27年 11月 16日（月）16:00～17:40 

■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、三戸部委員、岩橋委員、峯村委員、茅野委員、栂野委員、那須委員、 

高村委員、加藤委員、安楽委員、宮崎委員、荒岡委員、中村委員、千徳委員、 

高木委員、鎌塚委員、飯尾委員、照井委員、野村委員、志部谷委員 

 

１．開 会     

 ・委員 27名中 20名が出席し、過半数に達しているので、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。 

 

 

２．議題 

(1)今後の取り組みにかかる意見交換  

  【座長】 

    議題 (1)今後の取り組みにかかる意見交換の進め方について、事務局から説明願います。 

 

   ～事務局より資料 1、資料 2、資料 3、資料 4に基づき説明 

 

  【座長】 

    ただ今、説明がありましたとおり、前回のビジョン懇談会での意見をもとに２つのテーマに絞

って、少し深く掘り下げて議論を進めたいという事務局の提案となっている。ある意味前向きな、

挑戦的なものとなっている。テーマについては、既に事務局から示されていると思うが、人材不

足と広域観光という中空知の地域で取り組んでいくべき大事なテーマということで、前回のビジ

ョン懇談会での意見を集約したものとなっている。人材不足ということについては、色々な産業

で後継ぎや人手がいないというが、これまで地方では働く場が無いことから若者が都市部へ出て

いき、働く場が無いというのが大問題であった。ところが、今は働き手がいないということをど

う見ていくのか、人材育成や人材確保ということもあるが、もう一つ、人材のミスマッチという

のがある。本当に働きたい、魅力のある働き口が地元に無いと言っても、工夫次第で地元に戻っ

て働けるような働き口をいかに作り出していくのか、地域の中で求人、雇用という事を従来のハ

ローワークだけに任せるのではなく、工夫した取り組みができないのか、そこまで問題提起して

いくことで大事なテーマだと思っている。観光については、観光客自体が広域的な動きをしてい

るので、定住自立圏の中で広域的に進められるものと考えられる。皆様のそれぞれの立場でのア

イデア等についてご意見をいただければと思う。 

 

   委員）障がい者福祉の仕事をしているが、人材不足ということについては、人材が不足している

のか、人数が足りないのか、質か数かということになると思う。高齢者福祉については、人

手のことが言われているが、障がい福祉は専門性があり、狭く、深く求められている。専門
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職の不足ということで言えば、この地域だけでなく、全道、全国ともに不足している。今は、

細く、長く専門職を育成していくということで、資格が無くても長く雇用することで専門性

を育てていくところに力を注いでいる。もう一つは、65歳以上の元気な方が多いので、これ

までの人生経験も含めて、障がい者支援や高齢者支援に力を発揮してもらうことに取り組ん

でいる。広域観光については、12 号線と 38 号線が交差しているので、ここを通らないとど

こにも行けないということなので、通過しないで留まってもらうアイデアがあればと思う。 

 

   委員）人材不足は全国的に言われていて厳しい問題だと思うが、短期的なものと長期的なものに

分けて考えていくべき。短期的ということについては、高齢者の中に元気な方が沢山いるの

でパワーをもらうということと、これから介護の専門職は絶対必要となるので、若い方に頑

張ってもらうことが必要。長期的ということについては、これからの中空知を考えていくと

短期的なことだけでなく、長期的な視野での人材をどうするのかというのが大事。広い意味

では、今いる人材だけでは足りないので、東南アジアの方たちの力を考えて行かなければな

らない。そのためには語学の問題も側面的に考えて行かなければならない。簡単な日常の英

会話くらいは最低限できるようなことも考えて行ったら良い。中空知として、色々な方を受

け入れるための仲間意識を強めるためにも、町内会や会議で毎回一つ英会話を勉強するとか、

そのような具体的なことも大切だと思う。 

 

   委員）少子高齢化、人口減少は全国的に進んでいる。この中空知で人材が留まってもらうために

は、留まって生活ができるかどうかということが一番の原則だと思う。国の指導のもとに雇

用関係が変わり、非正規職員が４割を占めているが、その待遇は良くない。人材を育成する、

あるいは育てて定着してもらうには、基本的には制度の問題がある。非正規職員は生活保護

基準並みの賃金しかもらっていない所もある。今回の法改正では、企業側は安く使えるので

喜んでいるようだが、働く人が定着してもらうことを考えると生活が大切。3Kと言われてい

る一つの分野である介護職は地味だが、生活ができるということがあれば人は離れない。中

空知圏域で統一して、待遇について最低限の保障を出していくということも必要と感じてい

る。また、このあたりは第一次産業が定着しているところだが、立派な田や畑が遊んでいる

という実態がある。農家も後継ぎがいないが、農業で食べていけるなら誰も離れない。離れ

ざるを得ない理由もあるのかと思う。地産地消の原点に立って、時間はかかるかもしれない

が、そのようなことも必要。人材育成ということについては、食べていけるような待遇を企

業の協力も得て定着させるのが一番早い。社協は人の入れ替わりが多く、仕事の割には待遇

や家庭環境を含めた措置がないことが要因と考えられる。観光については、富良野のラベン

ダーは 40 年かかって、名前が残ってきた。滝川の菜の花は全国で名前が売れて、美しい村

の指定も受けたが、30年後まで定着するにはどういう苦労があるのだろうかと考えると、地

区の一部の関係者だけでなく、地元の人がフォローしながら、観光地として守っていこうと

しなければならない。滝川は地理的に札幌から来る人が宿泊するなら旭川の方が良いという

場所で、道路網が立派になった逆効果もある。今日の課題は奥が深く、大胆な発想を検討し

なければならない。 
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   委員）障がい者福祉に関わっているが、施設の活動の中心は障がい者の就労支援となる。多少の

障がいを持っていても、社会と関わって生活活動に取り組み、生きがいを持ってもらうこと

が目的。障がい者の活動をヒントに高齢者が生涯いきいき生活していける取り組みとして、

制度上の問題があるのかと思うが、障がい者のデイサービスのような、高齢者が気軽に集え

る場所をいくつか設けていただいて、そこで軽作業を行い社会と関わっていけるような取り

組みができないものかと考えている。 

 

   委員）人材なのか人手不足なのかは分けて考えなければならないと思う。人材というと、ある程

度専門的な教育を受けることになると少し広くなるので、介護であれば、大学の 2年間の一

般教養として、介護の資格を取るということを国の奨励として作っても良いのかなと思って

いる。働き手ということからいくと賃金の問題が大きい。生活していくのが大変だというの

が介護職の声で、賃金が低く生活ができない、しかも仕事が大変で体への負担もあるので、

その保障をしなければ集まって来ない。広域で実施するのであれば、住宅の保障も一つ。各

市町で住宅が空いているので、そこを開放するとか、整備して住んでもらうことなどが考え

られる。また、教員はほとんど地元に住んでいない。ある程度経済力があるので、家を建て

たり、マンションに入っているという実態もある。住宅の保障もしてあげると居住にも繋が

ってくる。観光については、花火大会のスタンプラリーはわかりやすいイベントなので、今

後、全道、そして外国の人にもアピールを継続していくのが良い。その中に、フォトコンテ

ストなど色々盛り込んだり、発信することができる。スマートＩＣが開通し、砂川に観光客

が増えていて、効果が大きいので、そこだけに留まらず中空知として、羊でも農業体験でも

良いのでキャッチコピーを作って、中空知に行けば何かがあるというものをつくると良い。

冬は雪国の中では閑古鳥が鳴く時期だが、歌志内には立派なスキー場もあるので、冬の体験

をしてもらうような、温泉とスキーなどを組み合わせて、中空知に降りてもらうことができ

ないかと思う。 

 

   委員）中高生に対して地域にある仕事や、内容を具体的にかみ砕いて説明し、興味を持たせるこ

とから始める必要がある。そのためには企業は学校に出向いて、職業教育の一環としてＰＲ

する必要がある。単なる移住体験ツアーではなく、空き店舗を利用するなど起業を目指して

いる方の取り組みも必要。広域観光については、中空知を一つのまちとして考え、エコミュ

ージアム的な取り組み、直訳すると生活環境博物館となるが、中空知全体を一つの博物館的

に考え、地域資源を発掘、研究し利用するような地方創生の柱となる、地域資源の活用、し

ごとづくりなど一体化した取り組みが必要と考えている。例としては、オーストラリア人が

手掛けたニセコ観光は、倶知安町の人口が 1万 6千人であるが、地価上昇率が全道一、建築

確認申請が 100 件超、冬期間の宿泊施設稼働率が 2.6 倍、最低賃金も冬期間は 1600 円、外

国人の数は約千人、今後もこのような状況が続くと考え、新幹線が開業した暁には 200億円

の経済効果があるとの町長の話があった。アウトドア関連のしごとは、今後増加していくと

想定される。冬はスキー、夏はレンタルでのマウンテンバイク、ラフティングなど、夏の雇

用が増えるので、中空知でも石狩川の川下りやマウンテンバイクなどの商売をするようなも

のができれば、外国人も中空知に来て楽しめると考える。 
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   委員）人材不足については産業が育っていないというのが一つ。高齢化の時代で、企業の退職者

が多いので活用を考えても良いと思う。若い人も必要だが、能力のある高齢者が沢山いて、

年金生活なので高い賃金ではなく、アルバイト的に頼めばできることが沢山あるので、その

ような活用を考えていくことが必要。そうすれば、高齢化社会において高齢者が生きがいを

感じて生きていける。健康に生きていけるので医療費負担の軽減にもつながる。観光につい

ては、５市５町にそれぞれ特徴がある。自分の市町についてはわかっているが、他市町のこ

とはあまり理解できていないことがあるので、中空知全体の中で考えていくことが大事。例

えば、北海道は広く、観光者が沢山いるが、オートキャンプ場があまり無く、もっと広い所

があっても良いという声がある。中空知は道内の中心に位置しているので、宿泊のできるオ

ートキャンプ場を検討するのも良いと考える。その中には川があるなど、大人と子どもが一

緒に観察できるような自然環境も沢山あるので、それらを活かすことを考えることも一つ。

子ども同伴で遊べる施設が中空知にはあまり無いので、お金はかかるが整備していく必要が

ある。それと、地域の特性、特産物がそれぞれあるので、それぞれ活かしていく必要がある。

そのためには、道の駅ではなく、中空知の中で一つ大きな物産館的なものをつくって、各地

区の特産物を販売したり、加工して見せていくことを、個々ではなく行政や民間活力を活か

した中で、体験、販売していくことが地域振興に繋がる。個々ではなく、皆がまとまって進

めれば良いものができる。都市部での物産は一過的なものでしか無い。産業においても、商

工業においても中空知で考え、特化していくことが大事。また、会議の進め方について、全

体会議も必要だが、３つくらいの分科会に分かれて検討していくことがあっても良いと考え

る。その方が色々な意見が出ると考える。 

   座長）全員にこの時間で全ての意見をいただくのは無理があると私自身も思うので受け止めたい。 

 

   委員）人材不足ということは全国的な課題で、広域の中で検討していくのは大変難しいと思うが、

農業に絞ってお話したい。農業の専門職を育てることに関して、広域的に進めるには難しい

面もある。稲作、畑作、滝川には花き・野菜技術センターもあるので、中空知の中で連携す

るのは難しい面がある。芦別では新規就農を志す者への奨学資金により担い手確保を図って

いる。大学へ進学するための貸付も行っている。青年就農給付金ということで、国の制度を

活用して経営の移譲を受ける者への支援などを進めている。個々のまちの考えもあるし、広

域的に育てていくのは難しいと思っている。広域観光については、芦別にはカナディアンワ

ールドがあるが、なかなかうまくいかず、公園だけの施設となっている。野のなななのかと

いう映画が作成され、全道、全国ロードショーが行われ、観光客が若干増えている。また、

NHK の連続テレビ小説の花子とアンという、カナディアンワールドに関連したドラマが放送

され、若干の入込客が増えたので、テレビの力はすごいものがある。地域をＰＲするために

も住民も手伝う中で、映画でも一本撮ってみてはどうかと思う。 

 

   委員）初回から話をしているが中空知は高齢化率が全道でも高く、40%を超える市町が４つもあ

る。介護については、中空知は高齢者が多いこともあり、介護職の職員のスキルアップを図

るようなことができないか。また、滝川に國學院短大があるので、そこで学べば専門的な知
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識を得て資格を取れるようなことができないかと思っている。ただ、今は、資格を取っても、

資格を取る金額に値する給料が当たらないが、介護を受ける人は沢山いるので、給料が解消

されれば働く若い人の雇用が生まれてくる。今年の４月から生活支援ということで、介護か

ら地域の支援に介護制度が改正になった。元気なお年寄りが、助けを求めているお年寄りの

面倒を見るような、地域の支え合いを行う時代に入っている。中空知には介護施設が多くあ

るので、教育機関でスキルアップを図るようなことができれば良い。10年もすれば団塊の世

代が大変なことになるので、世の中全体で介護職の給料を含めた検討が必要。外国から連れ

て来たら良いという考え方や具体的な案も無く、介護離職ゼロを目指すというは理解できな

い。国がある程度介護職の給料を見るような形をしない限り解決しない。まずは効率的にス

キルアップする機関があると良い。また、この会議には専門的な方が揃っているが、せっか

くこのような機会ができたのであれば、実際に現場で働いている方、農業で言えば農協の青

年の方や介護の現場で働いているような方が、一堂に会して専門的な分野で話をできるよう

なことも考えてほしい。中心市である滝川、砂川が音頭を取るのかは別にしても、ただ言い

っ放しの文章を絵に描いただけで終わってはならないと感じている。 

 

   委員）高齢化が深刻な状態で、人材不足と人材育成が出てきているが、人材不足は手遅れではな

いかと感じている。高齢化が深刻になってから人材が足りないという議論となっているが、

各市町で手の空いている方がかなりいると思う。そういう方に現場に出て来てもらって若い

人を育てるような進め方が一番良いと思う。人材育成について、滝川市には國學院があり、

助成をしているということだが、手の空いている方がかなりいるので、ボランティアなどで

若い人を育ててもらうことが大事。また、育成すれば良いという事ではなく、何が各市町に

足りないのかを考えて実施するべき。昔の話になるが、昭和 33 年頃にある炭鉱で 1 クラス

30名位の幹部生を育てることに対して、将来的に地域に密着するという条件で全額負担する

実例があった。現在、会社が無くなっても資格を有して地域に住んでいる人がいるというこ

ともあり、若い人の育成に助成をして行くことが必要。また、保育士が少ないという例もあ

る。資格があってもいじめがあり、働きに行けないということもあるようだが、若い人を育

てて行ってもらいたい。広域観光については、花火だけでなく、全域の祭りにからめてほし

い。人が移動して来るので地域の活性化につながる。 

 

   委員）優先順位をつけて検討の方法が決まったが、二つの項目についての優先順位が必要。原点

としては働く場所が大前提で、定住人口にもつながる。定住人口が増えれば波及効果も出て

くる。かつて、広域市町村圏ができた時には各市町がそれぞれの事業を持ち寄って、一括り

にして補助金を獲得することを行っていたが、ほとんどが基盤整備の寄せ集めで、ようやく

今日、産業の部分がそれぞれのまちでどうしようということが取り上げられている。中空知

には福祉施設が沢山あり、國學院で人材育成をしているし、近い将来 65 歳以上が 45%、50%

になるという推計があるので、福祉産業と捉えた時に、施設もあるので、中空知の受け皿を

増やすような、新卒で入れる体制を作っていかなければならない。当然、行政の後押しも必

要だし、受け皿を雇用の場として早急に進めるべき。６年ほど前に國學院を卒業した知人が、

保育士の資格を取ったが、保育士の求人が近隣には少なく、都会は保育士不足で仕事がある
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が、親元が良いとのことだったが働く場所が無かった。福祉施設も多くあるので、介護職と

幼稚園の資格を取ったが、働く場がなかなか無く、圏域内で嘱託として働けるようになった。

働く場所は作っていけば良いし、受け皿を確保していきたいと思っている。福祉施設が民間

になると経費節減ということで賃金も上げられないこともあるが、以前は市営の福祉施設が

あり、中途で職員が辞めても募集すると沢山応募があり、行政という待遇の良さが魅力だっ

たが、今は全て民間に譲渡している。3K とか 4K と言われているが、事業所も努力をしてい

て人材を逃さないように、新たに受け入れるように頑張ってきているので、将来を見据えて

いただきたい。中心市がもっとリーダーシップを持って、地方のまちが恩恵を受けられるよ

う突き進んでほしい。広域観光も昔からそれぞれのまちに色々な施設があったが、なかなか

横の連携ができておらず現在もできていない。外部のノウハウを積極的に取り入れるべき。

先月、地方創生の中で勉強会をした。民間の旅行エージェントを呼んで研修を受けたが、変

に何かがあるとそこにこだわるが、何も無いと何でもできるということを学んだ。地元にい

ると外から見なさいと言われるが、長年住んでいると外から見てもなかなか見えないので、

外部の有用な意見を取り入れていくべき。経済ドキュメンタリー番組で道内のある地域のメ

ロンをやっていたが、そこのメロンはノーブランドでさっぱり売れなかった。東京のフード

コーディネーターが、広島の有名なお菓子屋に果肉の原料を持って行って、加工品として活

用されるようになったが、どんどん伸びていくヒントがあって、外部の意見を聞かなければ

ならないという時代になってきている。行政はなかなか外部の意見を聞こうとしない体質が

あるが、聞くことが大事というよりも、聞かなければならないと思っている。 

 

   委員）人材不足ということについて、高校生と中学生が企業体験に行くが、町内だけではなく、

中空知圏内に行って色々な体験ができると良い。高校生であれば仕事に就く人もいるので、

住んだ時の補助とか、会社からの補助を説明すれば、そこの市町に住んで仕事に行くことに

つながる。奈井江町であれば、滝川から通うのではなく、町内に住んだ際の自治体や会社か

らの補助をＰＲすることで親にとっての安心にもつながる。元気なボランティアの話につい

ては、社会との関わりを持つことで元気が出るとのことだったので、高齢の方にファミリー

サポート等の仕事などをしてもらえれば、お年寄りの方も元気になるし、まちも元気になる

と思う。広域観光の花火大会スタンプラリーは、中空知圏内に行かない方もイベントがある

ということで、家族で行って、ご当地の食べ物などについて家族で会話することが大事。 

 

   委員）人材不足に関しては、賃金の底上げが第一。人材育成をして、資格を取らせたとしても、

それに見合う生活ができなければ出て行ってしまう。逆に大都市部は賃金が高いが、生活す

る経費も高い。それであれば、中空知で住めば土地代が安いとか、家賃が安いというような

助成をして、安く生活できるということを広域で提示していければ良い。学校や医療に関し

てもサポートがあり、多少賃金が安くても中空知は住みやすいという方向に持って行くのが

良い。賃金が上がった方が良いが、大都市には勝てないので、住みやすさを考えて進めて行

ったら良いと思う。農業に関しては、人材と言うよりは人手不足で、しかも、繁忙期だけ人

手不足。通年で人手がいるわけではなく、冬は人手がいらない。また、雪が降るので、冬は

土木業は除雪の人手が必要となる。若い人を雇用するよりも、まだまだ働けるシルバー人材
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センターの方に、農業の忙しい時にサポートしていただければ良い。広域観光については、

基本ワードは情報だと思う。情報を市町村で共有して発信していくことが大事。スタンプラ

リーにおいても情報共有があったからこそ、花火大会のバッティングが無かったということ

もあるし、産業まつり等の催しも８月の下旬にバッティングするので、各市町で情報の共有

等をすれば、中空知全部で順次イベントを実施できる環境になる。SNS やインターネット等

を活用して世界的に発信していくのも一つの手だと思う。世界的に発信するとなると英語の

ホームページも必要。 

 

  委員）人材不足については、介護に関する法改正があり、各自治体に事業が移行されるということ

で、資格を持った方やボランティアの方が必要になる。地域的にも高齢者が多く、介護され

る人も増えてくるが、支える人の高齢化も進んでいて、対応できるものか心配なので、広域

連携が必要と考えている。町の総合戦略の会議でも提案したところだが、特定の年代を対象

に介護資格の取得あるいは介護の講習の受講費用を町にも見てもらいたい。年齢が上がれば

親の介護なども出てくるので、その時のためにもある特定の年代皆で資格を取ったり講習受

講をするような対応も必要と提案した。介護というのが身近な問題なので、必ず必要となる。

広域観光については、最近、日本文化の中にハロウィンが取り入れられてきて、東京や札幌

でも盛り上がっている。今は小さなお子様や若者が盛り上がっているが、中空知は高齢者が

多いので、シルバーハロウィンのような取り組みはどうかと思う。また各地域で総合戦略が

練られている中で、同じような人口減少とか少子高齢化、産業など先が見えないので、各市

町で目玉があれば聞きたい。 

 

   委員）広域観光については客単価がいくらになるかが大事。ジュース１本を買って帰る、あるい

はソフトクリーム１つを買って帰るという方は、お客さんとしては一人としてカウントでき

るが、客単価としてはすごく低い。客単価を上げるためには、ステイしてもらわなければな

らない。昔は一泊で温泉に行って帰って来るということが多かったが、今は行った所を知る

という２泊、３泊するような人たちが増えてきている。そのような中、極端な話、滝川だけ

でそのようなお客さんを受けようとしてもスルーするだけとなる。ツアー会社とも話をした

が、一日セットの組めるツアープログラムを作らないと中空知に泊まってツアーをしてくれ

ない。せっかくこのような取り組みがあるので、各市町が考えるのではなく、イベント会社

やツアー会社に売り込みをして、中空知に一日あるいは二日泊まってもらい、中空知を歩い

てもらえるようなものが欲しい。先ほどの話の中でもあったが、何も無いというのも今は売

りになる。ヨーロッパの人たちは何も無い所に行って、一週間、ゆったり星空を眺めて、良

い空気を吸ってというようなバカンスをしている。そのような人たちをどう呼び込めるかが

必要。中空知には宿泊施設として、ホテルや温泉があるが、そういう所に泊まるのは一泊だ

けの日本人だけ。空き家が沢山あるので、ゲストハウス等のステイできる場所にして、客単

価として三千円で泊まれるようにして、朝食や夕食、お土産を買ってもらうことなどや、観

光客が楽しめる体験型の観光として、何かつくるとか、ラフティングやグライダーなどを組

み合わせることを考えないと客単価の低い観光にしかならない。今せっかくある建物をゲス

トハウスにすることで空き家対策にも効果がある。 
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委員）人材不足に関しては、農業については、人材と言うよりは一時的な人手なので、高齢者に

組織化で活躍してもらいたい。新規就農者は全国的にも成功している例がテレビで紹介され

ているが、ほとんどはただ農業をやってみたいという思いだけで、年間 150万円の国の制度

や自治体の奨励金を借りて、結局は返せないで終わっているという現実的な問題がある。農

協の立場としては慎重に取り扱わなければならない。お金のことだけでなく、住むところや、

家族で来るなら子どもの教育費用を負担するなど、地域で支える仕組みが無いと成功しない。

北海道で成功しているのは、魅力のある一部の地域である。江部乙の菜の花についても時間

がかかるし、今後のことを考えると生産者の方だけにお任せするとどこかで途切れてしまう。

広域観光については、食べログなどのネットワークと食と絡めた対策が一番だと思う。夏場

の色々なイベントについては、農業者の方は参加が難しいというのが現実。 

 

   委員）人材不足の解消には一長一短がある。テレビ等で放映されているドキュメンタリー番組と

か、移住の生活とかを見ると、憧れている地にいつか住みたいというような人の放映がされ

ている。それらは移住に関する指南番組と思っている。宮崎県のあるまちで、方言を使った

市の宣伝動画が大変評判になっている。この地域にはアイヌ語で意味するものや由来するも

のが多いので、言葉を活用して、移住や人材を求めているという情報発信をしていくべき。

滝川市の地域おこし協力隊の方が Facebookで食事をした情報などを出している。そこには、

そこへ食べに行ったとか、美味しかったとか、このようなものがあるとは知らなかったいう

何千件もの書き込みがあるので、ＰＲが大事で情報発信が必要だと感じた。追加資料の委員

意見集約シートを見ると、味付けジンギスカンの意見が多く出されているので、６次産業化

につなげていけば良い。ある人の話では、綿羊は１年に１頭しかこどもを産まないとのこと

で、さらに、何かを始めるには何十年もかかると聞くと、企業化するのは大変なことだと思

うが、そのようなものを活用して情報発信することが大事。 

 

   委員）社会福祉協議会で町営の保育園運営をしており、今年も保育士の募集を近隣の保育士養成

コースのあるところにかけたが、國學院大學からは応募が無かった。大学の先生に話を聞く

と滝川市内、それが駄目なら札幌方面へ行くという傾向があるとの話をしていた。そこで、

中空知の自治体や法人で、保育士や幼稚園教諭の募集をそれぞれしていると思うが、学生の

履歴や成績を広域で取り纏めて共有できれば、第一希望は滝川だけど、第二希望をどこにし

ようかと考えている学生であれば、交渉するチャンスがあると思う。田舎には田舎の良い所

があるという交渉のきっかけもできると感じた。 

 

   委員）広域観光について、花火のスタンプラリーの話があったが、イベントラリーの追加などし

てもらえれば中空知での交流人口が増えるし、中空知以外からのお客さんにも来てもらえる

と思う。また、芦別出身のラジオパーソナリティーの方に５市５町をＰＲしていただいてい

る。中空知統一した形でイベントの情報発信をして、イベントスタンプラリーのような取り

組みができれば良いと思う。 
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  座長）熱心なご意見をいただきありがとうございました。おそらく定住自立圏という取り組みの

中で、特定のテーマについてご意見をもらうというのは、他の地域でも無いので挑戦的な取

り組みだったと思う。一般的な議案を示して意見をもらうと言う形よりも、皆様から大変熱

心にご意見をいただき、大変中身のある意見が提起されたと思っている。大事なのはせっか

くこのような企画で、滝川市だけでなく、各市町の担当者がいるので、今日出たご提言、問

題提起を一つでも良いので、定住自立圏としての取り組みとして、具体化していただきたい。

それが定住自立圏という政策の中で求められていることだと思う。また、限られた時間の中

でこれだけの方にご意見をいただくのには限界があるので、できればこのメンバーあるいは

それ以外の地域の方の横の広域連携の中で、一体何ができるのかという声をしっかり議論し

ていけるような仕組みも検討していただければ良いと思う。定住自立圏のこのような議論は、

戦後も広域市町村圏とか色んな場であったが、ややもすると形だけで終わってしまうので、

より実のあるものにしていくのは大変難しいことだが、せっかくの挑戦的な議論が設けられ

たということで、ぜひ私からもお願い申し上げたい。 

 

 

(2)中空知定住自立圏共生ビジョン改訂について 

  【座長】 

    議題 (2)中空知定住自立圏共生ビジョン改訂について、事務局から説明願います。 

 

   ～事務局より資料 5に基づき説明 

  

 

３．その他 

  事務局より、委員謝礼、委員任期について連絡。 

 

 

４．あいさつ 

 滝川市 前田市長よりあいさつ 

  

 

５．閉 会 


