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 開催内容の公開 

 第 18回目となる今回は，市内の

東鷹栖中央，東鷹栖東，東鷹栖西，

東鷹栖北地区にお住まいの方をは

じめとする市民の皆さんと懇談しま

した。 

 18人の方が参加し，地域特有の

課題や，市政やまちづくりに対する

意見など，活発な意見交換が行な

われました。 
 

日時 平成 19年 10月 29日(月) 午後 6時 30分～午後 7時 50分 

場所 旭川市東鷹栖公民館 大ホール(旭川市東鷹栖４条３丁目) 

出席者 ・西川市長 

・市民(18人) 

 

対話の内容 

 

※参加者はアルファベット(Ａ～Ｆ)で表しています。 

  同じアルファベットの表記は同一人であることを示しています。 

 

市長あいさつ 

 皆さん，こんばんは。今日はあいにくの雨模様で屋根の上に雨があたる音が聞こえてい

る本当に悪天候の中でありますが，東鷹栖の皆さまには今日の対話集会にお集まりいた

だきまして本当にありがとうございます。昨年の１１月に市長に就任させていただいて１年

が経過しようとしております。これまで地域の皆さま，また様々な団体の皆さんと対話を重

ねてまいりまして，今日は東鷹栖の４つの市民委員会の皆さま方にご案内をさせていた

だいてお集まりをいただいております。またこの地域以外の方もいらっしゃるかもしれませ

ん。旭川の市政や地域づくり，またまちづくりに対しての皆さまのいろいろなご意見もいた

だくことができればと思っております。またその中で行政に反映させていただけるようなも

のにつきましては，ぜひ検討を重ねて事業化をしていきたいということで，これまでも取り

組んできております。今日も皆さんからのご意見の中で，実現できるものが一つ二つと見

い出すことができればなという思いでおりますので，いろいろ教えていただきたいと思って

おります。 

 東鷹栖は，農業を基幹産業の中心とした地域ではないかなと思っております。東鷹栖の

皆さま方には，日頃から地域の農業を守り育てていただくという部分で，大変私どもも力



をいただいているわけであります。お米に関しては収穫を無事終えて，まだ他の作物につ

いては，これから収穫するものもあるかもしれませんが，今年も大きな天災に見舞われる

ことなく無事収穫を終えることができたのかなと思っております。しかしながら，お米の価

格ですとか，またいろいろな農作物の需給の関係，また海外からの輸入，ＥＰＡ（経済連

携協定）の問題などで，必ずしも北海道の農業がいい

状態ではないというような危機感を持っていますが，

旭川ブランドの創出，またどうやって農作物の付加価

値を地域一丸となって上げて売り出していくことができ

るか，また地域には食品加工の業者さんもたくさんお

りますが，こういったところと連携をとりながら，農業出

荷額，産業出荷額の向上ということが今後の旭川の産

業，製造業を伸ばしていく上での柱になるのではない

かなと思っており，今，庁内でいろいろな検討を重ねて

いるところでございます。また２０年度以降，具体的な事業として予算をつけて取り組んで

いきたいということで，今，いろいろと関係する方々と意見交換をさせていただいていると

ころでもあります。 

 またこちらは，末広との境がちょうど物流団地になっており，多くの企業に立地していた

だいていたり，またインターチェンジがすぐそばにありますので，交通の拠点という役割も

担ってきているのではないかなと思っております。旭川の北インターチェンジから上川支

庁の前を抜けて，空港まで行くという道路の整備もまだ完成はしていないのですが，今，

計画の中にございまして，そういった部分ではインターチェンジと空港という，旭川市内で

の大きな輸送や人の移動や動線となる，そういった将来の可能性を秘めた地域でもある

という認識を持っております。また自然もたくさんあり，男山や突哨山ですとか，少し春光

台にもかかるんでしょうけど，畜産公社ですとか，そういった酪農関係の方も若干いたりと

いった地域ではないでしょうか。 

 今まで対話集会でいろいろなご意見をいただいて，既に事業化してきているものもござ

いますし，財政的な部分で，例えば道路や橋の建設という地域の要望という部分では，若

干時間のかかるものもございます。このように長期的なものも中にはあるということも，ご

理解，またお許しをいただきたいと思っております。こちらの地域では，例えば物流団地

での二期，三期工事というような地域のご要望も今まできておりますし，また北インターか

ら３線道路でしょうか，交通量が多いので路線の拡幅の件ですとか，そういったご要望も

ございます。また東鷹栖の中学校のグラウンドの整備の件や，公民館の第４分館の改修

のご要望といったものも市では受けております。また後ほどご質問があれば，現状につい

てお伝えすることができるかと思いますが，それに限らずいろんな皆さまの思いをお聞か

せいただければと思っております。 

 今，市においても，経済の活性化という部分では先ほど申し上げた食品，またグリーン

ツーリズムと本州からの修学旅行の受け入れ，特に農業体験を含めたものをこれからも

増やしていきたいと思っておりますし，また空港の国際化と活性化という課題も今取り組

んでおります。またこれは内部的な話でありますが，市役所の機構改革や財政の健全化

ということにも同時進行で取り組んできております。これからも地域の高齢者の皆さんが

安心して暮らすことができ，そしてまたお父さんやお母さんが安心して子育てをしていくこ

とができるようなまちづくりということも大きな柱に掲げて頑張っていきたいと思っておりま

す。 

 以上冒頭簡単ではございますが，私からの皆さんへのごあいさつに代えさせていただ

き，この後は皆さんからいろいろなご提言などをいただくことができればと思いますので，

８時まで１時間３０分弱の限られた時間ではありますが，どうかお付き合いいただければ

と思います。皆さん今日はよろしくお願いいたします。 

 

男性Ａ 

 高齢者の健康維持，また親睦，交流の場であるパークゴルフ場についてですが，パーク



ゴルフ場は旭川に１２か所と非常にたくさんあり，また最近パークゴルフ人口は激増して

います。東川などの周辺の町では本当に立派なパークゴルフ場があり，非常に有効に活

用していますが，残念ながら旭川のパークゴルフ場はあまり管理が行き届いておらず，利

用者も減っています。５年，１０年前のパークゴルフ場をただつくれば皆が来てくれるとい

う時代は終わり，最近は有料でも管理の行き届いた所に行くという人たちが大半です。１

日コースをまわって５００円程度であればそこに行くんですね。そこで，旭川市では周辺の

町よりも若干安い３００円程度にして，利用者を増やし，もう少しコースをよくしてほしいと

思います。 

 また，芝刈り機などの器具を使える高齢者をボランティアとして募集して採用すれば，生

きがいづくりにもなるし，またコースも整備されてよいと思います。 

 

市長 

 パークゴルフ場の件については，どこに行っても必ず同じご質問をいただいております。 

先日，私も東鷹栖のコースを見てきました。そこには散水設備がないものですから，非常

に芝の状態が悪いという認識は持っております。私もこの件につきましては，どこに行っ

ても言われるものですから，何とかこれは変えなければならないなと思っており，先日，市

の公園みどり課とその件で打ち合わせをしました。今，秋月橋の下でボーリングをして，

散水設備ができ，「ななかまどパークゴルフクラブ」が芝刈りなどのお手伝いしてくれてい

ます。このように，例えば地域でお手伝いしてもらえるような団体のいるところには，今後

管理を任せていくというようなことを，順次拡大していこうと思っております。またこちらの

東鷹栖，対岸には永山の方にも１８ホールのパークゴルフ場がありますが，１８ホールで

すと，常時使われているとなかなか芝が養生できないということがあるのと，散水設備が

ないという問題があるものですから，こちらの方も順次ボーリングをして，散水設備を整備

して，今後，きれいなグリーンに変えていこうという予定にしております。それができた時

に地域の皆さんにそれぞれ管理をしていただくということで，委託するようなスタイルをと

ろうとしております。料金についてですが，今の状態ですとあまりにひどすぎるので，料金

をいただけるようなコースではありません。ですからきれいなコースにさせていただいて，

それから幾らが適当なのかわかりませんが，料金をいただいて，何とか高いレベルを維

持していこうという方針で，公園みどり課と先日話をしました。今後順次進めていきたいと

思っております。 

 いつも財政的な理由を言って申し訳ないのですが，お金が潤沢にあれば１年，２年で全

部できるのですが，この辺りがなかなか厳しいところで，今後数年かかって整備していくと

いうことになるのですが，先日，パークゴルフ協会からも同じようなご要望をいただきまし

て，それに沿って私どもも考えていきたいと思っております。また多分パークゴルフ人口は

これからもっともっと増えていくと思いますので，質の高いパークゴルフ場を市民の皆さん

に楽しんでいただこうということで頑張っていきたいと思っております。 

 

男性Ｂ 

 私は，近いうちに米農家をやめなければならないのですが，今，一番不安なのは農地を

誰かに貸さなければならないということです。しかし，今は非常に後継者が少なく，また農

地を借りてつくるということに対してものすごく負担がかかっているので，なかなか借り手

がいないという厳しい状況です。東鷹栖の農地は高い生産力を持っていますが，広範囲

の農地を借りて農業をせざるを得なくなってくると，なかなか手が回らず生産力ダウンの

方向に向かい，また就農者の身体に大変な負担がかかってしまうという状況に追い込ま

れてしまいます。ささやかではあるかもしれないけれども，この農地は旭川市の所得に貢

献するするものがあると思います。そこで，既存の農家ばかりでなく，例えば今，会社を退

職して６０歳を過ぎた元気のいい人たちがたくさんいますが，その人たちに農家をやめよ

うとしている人たちが技術を教え，また古い農機が余っていますので，それをメンテナンス

して使用できるようにしておいて，既存の技術を持った農家とこれから農業を始めてみよ

うという人とで新しい生産組織を考えることができないかと思います。 



 農協も一生懸命頑張っておりますが，市としても新しい提言をして，また農地法などの

法律面についてのいろんなアドバイスをしながら，全道トップレベルの生産量を維持し，し

かも後継者の負担を少なくするような方法というものを模索していただきたいなと思いま

す。農地を貸す方としては，小作料はいらないから借りてくれというような状況ですが，借

りたくても借りられないという状況の後継者がたくさんいます。そういう状況を打破する，そ

してこの高い生産力を誇るこの旭川の農地を守るために，私どもも知恵を集めようとして

おりますけれども，市としてもその辺について考えていただきたいと思います。 

 例えば，私は農業をやめようとしていて，５００haの農地を持っているとします。そこには

ハウスの資材や農機具もあります。こういう農家が結構点在しています。それらを集め

て，アドバイザーを置いて，その人を中心とした生産組織ができないでしょうか。資材もほ

とんど使えるわけですから，農機具を買う必要もなく，場合によっては苗も使えます。農業

を始めてみようという人たちは，これまで会社という中で生きてきているので，経営者とし

てのノウハウを持っている人が多いと思います。しかも我々とは違う技術も持っていま

す。米をつくるための必要な技術，苗や肥料の状態，生育状況を見極める力，こういうも

のについて我々はアドバイスできます。このような仕組みは将来的には可能ではないか

と思います。農地法の中で厳しく制約はされておりますけれども，それを打ち破るような市

としての法的なアドバイスは可能ではないかと考えています。 

 

市長 

 農地の集積や品目横断的経営安定対策の関係で法律も今年から変わったりという中

で，これまで市もいろいろな事業を行ってきておりますが，なかなか生産者の立場の皆さ

んからすると，十分な決定打を見い出せていないという現状かなと思っています。しかし，

今後とも後継者をどうやって見い出していくかということ，また農業をどうやって守っていく

かということは非常に重要だと思っております。農協さんとも今後とも連携を取りながら，

国や道の事業と連携したり，また市独自の事業なども展開してきておりますので，その辺

りでまた農業者の皆さんともいろいろと意見交換できればと思っております。 

 お話しにありました仕組みづくりですが，市内でもそのように法人をつくってやっている

方たちはたくさんいますし，農機具を共同で購入している法人なども東旭川の方にはあり

ます。今，私どもも何とか法人化ですとか，大規模化，集団営農ということについて，市の

大きな課題として取り組んでおります。もし東鷹栖でこの人だったらという方がいらっしゃ

ったなら，ぜひご推薦していただきたいと思います。その人を核にして，法人化ですとか，

いろんな部分で，ひとつの起爆剤にしていけたらなと思っております。いろいろな法律の

壁もあるかもしれませんが，できる範囲内でしっかりと私どもも農地の集積を進めていき

たいと思っております。 

 

男性Ａ 

 旭川市の緑化事業はどのように進められているのでしょうか。この緑化事業というもの

は世界規模で進められている中で，植林という事業に対してあまり市民が積極的に関わ

っていないように感じています。将来に向けて今以上に旭川を緑豊かにするために，市内

の何か所かを森林化するということを決めて，毎年春と秋の２回，市民全員参加の植樹，

植林の下刈り，手入れなどを市民の行事としてはどうでしょうか。。 

 今から３０年程前に下川町で預託林ということを行いました。全国に植林の預託をして２

０年，３０年経った時に伐採すると，預託金の何倍かのお金を支払いますよ，ということを

していました。今はすごい森林となり，その森林を見るために，高いやぐらを建てて，全国

から自分が植えた木がどうなったのか見られるようなユニークな場所をつくり，世界的に

下川町は森林，植林のまちとして有名になっています。このようなことも参考とするといい

と思います。 

 

市長 

 私どもも，特に市街地に関しては緑化を進めていかなければいけないということで，これ



まで地道な積み重ねですが，少しずつ街路樹を植樹してきておりますが，まだまだ市内で

は緑が少ない現状にあります。今後とも少しずつですが，緑を増やしていかなければなら

ないという認識は持っております。また植樹する木はどういう種類がいいのかということも

あると思います。最近いろいろなところでお聞きすると，白樺の木はあまり評判が良くない

んですよね。アレルギーなどもあるそうなので。そういう影響のない木できれいな緑のある

木というのがいいのかなと思っています。 

 一部市民の団体の皆さんが毎年植樹をしていますね。例えば，嵐山の方で桜を毎年何

十本か植えていたりなど，いろいろな団体で行っているのですが，市民全体とか市役所

が一丸となってということは行っていませんが，ひとつの市民活動としてはいいことだなと

は思っておりますので，どの辺りに植樹するのがいいのかなどを含めて，もし何か良い案

をいただければと思います。 

 預託林についてですが，そういうシステムをやっているというのも，この前も新聞に出て

いましたよね。旭川市としてはそういうのは取り組んでいませんが，事業の可能性につい

て庁内で検討させていただきたいと思います。 

 

男性Ｂ 

 以前，物流団地の端，５線１３号近辺に霊園を持って来るという構想がありました。それ

を持ってくることによって東鷹栖が喜ぶだろうというような話でしたが，私は，そこは東鷹

栖の中心なので，将来的に発展性のあるものを持ってくるというのであればいいけれど

も，霊園も悪くはないのですがそれは終着駅であって，失礼だと言ったことがありました。 

 鷹栖インターにはイオンという大型店があり，インターを降りる時，まちの賑わいを感じ

ますが，北インターは旭川市の入り口のひとつであるにもかかわらず，少しさびしい気が

します。何か旭川市の活気を見せるような施設あるいは商業施設などの設置を将来的に

都市構想の中に盛り込んでほしいと思います。他のまちのインターを降りましたら，そこの

まちが賑やかだなという印象を持つ時には，やはり何か刺激を与えるようなものがありま

す。せっかく遠くから旭山動物園を見にきてくれているにもかかわらず，この周辺には休

憩するような場所はほとんどありません。やはり途中で止まって若干休憩しながら，多少

お金を使っていただくような場所をこの北インターの顔として必要ではないかなと思いま

すので，この地域の都市計画を活性化できるような考え方で再検討していただきたい。３

６万人都市である旭川市にふさわしい，道北の入り口としてふさわしい，また東鷹栖の人

口増加，活性化にかかわるような施策をお願いしたいと思います。 

 

市長 

 本当に，東鷹栖の皆さんもそうですし，東旭川の皆さん，やはり農業地域の皆さんの切

実な思いとして，地域の活性化についてはいろいろなところでお聞きをいたしております。 

私も，北インターの降りた所が寂しいという認識は持っております。都市計画で一帯が農

地となっているものですから，なかなか簡単に変えるという状態にはないのですが，今

後，市の全体の計画の中でどういうふうにあるべきか，北インターという旭川の顔というこ

とで，この地域をどうしていけばいいのかという部分で検討に値するのかなとは思ってお

ります。 

 ただ，これはもう時代の流れなのでしょうけれども，全国で都市を縮小，コンパクトに中

心市街地に人を集めていこうという流れになってきており，今，国も各自治体に奨励して

います。日本の人口がこれからどんどん減っていきます。今は１億２千万人ですが，５０年

後くらいには１億人を切り，１００年後には７千万人くらいになるという予想になっておりま

す。そこで国が都市をコンパクトにということを奨励しています。その中でなかなか私ども

が郊外に開発を進めていくという都市計画の変更というのは，高度経済成長時代で，日

本の人口がどんどん増えている時代であればできていたのですが，逆の時代になってい

るということをひとつ認識として持っていただければと思います。それとは別に北インター

という旭川の顔を今後，市としてどう捉えていくかという問題点は私も持たせていただきた

いと思っております。 



 

男性Ｃ 

 ふれあい祭りや文化祭など地域の行事の際には，この公民館を使用していますが，公

民館の利用が有料になったことについて，どれだけのメリット，デメリットがあったのか教

えていただきたいと思います。 

 

市長 

 有料化となったことによって，市内のいろいろな施設で若干利用者数は減っているとい

うのが現状であります。無料であればもう少し利用者も増えていたのかなということもござ

いますが，利用者にある程度負担をしてもらう，受益者負担ということで，利用する人と利

用しない人との公平，公正さを厳しい財政状況の中で保っていこうということで有料化とな

ったという認識を持っておりますが，そういった部分では市民の皆さんに若干の不便をお

かけしているのではないかと思っております。ただ料金の有料化については，ぜひご理解

いただきたいなという思いで，これからもしばらくはそういう流れでやっていかなければな

らないと思っておりますが，一方では利用者が少なくなったということで，逆に今まですご

く混みすぎていた施設が若干余裕を持って使えるという良い面もあるのかなと思います。 

 

男性Ａ 

 市民文化会館についてお尋ねします。文化会館を借りることができるかどうかは，前年

のくじ引きによって決められています。それにはずれると借りることができません。市は市

民の文化活動を奨励するということで，様々な文化団体の意見を聴き，ぜひとも教育委員

会と検討して，定期的に活動している文化団体には，毎年貸し出す日を決めていただき

たいと思います。他にも施設はありますが，やはり文化会館が一番使い勝手がいいので

す。入場料をとる類のものに対して貸すのは，使用料を多くとることができるので，その利

益で施設を運営するということもわかりますが，市民文化の向上という点から，ぜひ検討

していただきたいと思います。 

 

市長 

 文化会館の予約状況について，詳細を把握していないので，後日調べて庁内で検討し

て，何かよい方法が見い出せればと思います。 

 

生活交流部長 

 文化会館につきましては，他の施設に大きなホールがあまりないので，多数の利用申

込みがあり，確かに１年前の受付でくじ引きをさせていただくという状況になっておりま

す。音楽，演劇，芸能など様々な文化活動の団体の方がいらっしゃる中で，一番公平とい

うことで，くじ引きをしてきていると思いますが，生涯学習フェアのように，年に１度，市が

各団体と協力して行っているものはありますが，やはり市民の方にとって使い勝手のよい

方法，また市民の理解をどういただけるかということから検討していく必要があると思いま

す。そういう意味ではいろいろな課題もあると思いますし，その方向性もあると思いますの

で，関係部局ともその辺を協議させていただきたいと思います。 

 

男性Ｄ 

 過疎地の小学校の複式学級の増加や，また近文第１小学校でも非常に生徒数が減っ

てきていますが，まち中では生徒数が非常に集中している学校があります。生徒数が減

少している学校に，スクールバスなどで生徒を集めてくることはどうでしょうか。農村地帯

ののどかな風景，カエルやオタマジャクシなどを身近に見ることができる地域に，逆に人

を持ってきてください，まちの方へ統合するのであれば複式であろうと統合であろうと，現

状の少人数の中でやっていく方がよっぽどいいのではないか思います。そうではなくて，

こちらの学校の方に人を持ってきて，自然に恵まれた環境の中で子どもたちの教育をす

るという方に向かうべきではないでしょうか。自然に恵まれた地域の学校をどうやって活



用していくか，小中学校の適正配置の計画の中で検討していただきたいと思います。 

 約５haの自衛隊の跡地が東鷹栖５線１４号にあります。夏場は雑草が生えて，冬は雪

捨て場になっています。ここに野球場やサッカー場，パークゴルフ場などをつくるなど，人

が集まる場所づくりを考えていただきたいと思います。国の土地ではありますけれども，

荒廃地のまま１０年くらい経っていますので，何かそこに人が集まるものを持ってきていた

だきたいと思います。 

 

市長 

 学校の件については，市内でも小規模校，児童数が少ない学校はたくさんあります。現

時点で近文第１，近文第２小学校がすぐ閉校となるような計画はないと思います。将来的

に今後の人口推移の中でという部分では可能性としてあるのかもしれませんが，学区の

再編ということについて，私どもも教育委員会とそういう方法をとれるのかということも含

めて検討していきたいと思います。東鷹栖に限らず農業地域において同じような課題が

あると思っておりますので，検討させていただきたいと思います。 

 また自衛隊の跡地についてですが，私は初めてお聞きしたものですから，これについて

はまた調べさせていただきたいと思います。 

 

生活交流部長 

 自衛隊の跡地について，旭川市の中の大規模な空き地ということでは意識しております

し，いろいろと利用についてご意見をもらってはいますが，一つは市街化調整区域である

ということと，やはり整備に一定の費用がかかるという問題がある中で，いろいろな案が

出ては消え，過去には雪捨て場などにも使われていたこともありました。当然，市としても

大規模な空き地という認識は持っており，もう１０年間も何も進んでいないという現状にあ

りますので，課題としては受け止めているのですが，具体的にどうするのかについてはま

だある程度の時間がかかるのかと思っております。 

 

企画財政部次長 

 多分今お話しになったのは自衛隊の通信基地があった所だと思います。財務省旭川財

務事務所が管理していると思います。国の所有ということになりますと，その辺の判断と

いうのが出てくるのかなと思いますが，地域の要望や意見があったというこは市としても

国に伝えていく必要があるのかなと思います。また市が所有している土地については，

様々な団体からいろいろなかたちでの要望等がございますから，それらを踏まえて，有効

に行政目的で使えるものを優先しながら判断をさせていただくということになると思いま

す。 

 それから小学校についてですが，基本的に教育委員会で配置計画，見直しをするので

すが，最優先すべきは子どもの教育環境をどう維持するかということです。背景的には財

政難というのがどこまでも付きまとってくるのですが，やはり必要なのは子どもたちの教育

をどう維持するかです。ですから場合によっては，複式，統合というかたちで，子どもたち

をそちらに誘導することでより環境の良い場所で学習させることも当然必要だと思います

し，また全てまちの中心部に持っていくということではなくて，周辺校であっても，環境が良

いだとかそういったもので必要なものはやはり残していくということも大事なことと思ってお

ります。私どもの方からも教育委員会へ今日のこのお話しを伝えていきながら，今後の検

討の中で反映させていただきたいと思っております。 

 

市長 

 今，市に特認校が富沢小学校，旭川第５小学校，桜岡中学校の３校あります，そこには

全市内から通えるようになっております。今後ひとつの方法として，その特認校を増やし

ていくということもあるのかなと思います。東鷹栖の方には特認校がないんですね。 

 

男性Ｅ 



 嵐山のパークゴルフ場の利用料金は非常に高いと思います。そのため利用者が少ない

のだと思います。もう少し安くならないのでしょうか。他のパークゴルフ場も有料となると１

週間，１か月と通う人は相当な金額になります。体育施設は市民の健康維持が目的です

から，料金を安くすることで，利用者も多くなり，病院に行く人も少なくなると思います。例

えば年間通じての割引券などを考えてほしいと思います。 

 

市長 

 市内の河川敷のパークゴルフ場は，多くの市民の方に利用していただきたいということ

で無料にさせていただいております。今後，有料とさせていただく時には，それなりに高い

レベルの芝コースも要求されますし，また料金の設定については，例えば動物園のように

年間パスポートを出したりなど，そういった方法も含めて検討したいと思います。行く回数

が多い人は１回１００円でも相当な額になると思いますので，料金設定についてはそうい

う認識を持って検討したいと思います。ただ有料化にするのが今年，来年ということでは

ないので，一部整備が進んでいった所から順次有料にしていくということになるのかなと

思っております。 

 

男性Ａ 

 旭川は雪のまちです。毎年何億円もかけて除雪しています。春になるとまたお金をかけ

て雪を融かしています。この除雪した雪を利用できないものでしょうか。雪が融けていく時

の蒸気などをエネルギーとして利用していく取組は，規模は小さいですが名寄市で行って

いるようです。雪を使って農作物を保存し，通年また時季をずらして高く販売したり，ジャ

ガイモを３年間保存したりしています。雪の中で保存することで味も良くなります。 例え

ば，男山などの山をひとつくり抜いて，ドーナツ型の雪捨て場を造り，その真ん中を真夏

の暑い時期の市民の憩いの場としたり，また農作物などを保存するなど，そのように利用

するのはどうでしょうか。防衛庁の職員が，災害時の食料の保存基地ということであれば

予算もつくと言っていましたが，旭川は災害が非常に少ない地域でありますので，全国的

な災害が発生した時に，ここで備蓄していた食料を全国に配ることができます。ですから

この旭川市に食料の大備蓄基地をつくることを検討してみてはいかがでしょうか。 

 

市長 

 すごく夢のあるスケールの大きな構想だなと思ってお聞きしておりました。今，雪を使っ

た冷房ですとか，技術も大分進歩してきていると思います。緑が丘の北海道立北方建築

総合研究所では地下に雪を溜めて，夏の冷房は全てその雪を利用しているんですね。サ

イパルでも似たようなことを行っています。また食料の備蓄や農作物などを時季をずらし

て出荷すれば，高く売れるというのもあります。しかし，多分すごくお金がかかるのではな

いかと思いますし，なかなか市だけではできない部分もありますので，もし防衛庁の予算

だとかという部分で助けていただければ，私どもも検討させていただきたいと思います。 

 

生活交流部長 

 雪捨て場の件について，河川敷に捨てた雪を何故お金をかけてまで融かしているのか

ということですが，これは春になって，近くにパ－クゴルフ場があることなどから，早く雪を

溶かさなければならないというのがあるのと，それから国や道の河川管理者から，早く雪

を溶かすという条件で河川敷を借りているということもあります。 

 今，旭川市では春光台に常設といいますか，雪を融かさなくてもいいような掘り割り型の

雪堆積場を造っているところです。新聞でご覧になったかもしれませんが，その中で今

年，今のお話しにあった食料の貯蔵の実験や，市長が言った冷風を送れないかというこ

と，それから花類などを低い温度で発芽を遅らせ，その出荷を遅くする手法などの実験を

室蘭工大と北大の先生方と協力して行っておりましたが，今年は雪が少なかったというこ

ともあって，８月中旬くらいで融けてしまいましたが，このような取組も市の方で実験的に

行っており，旭川市も雪エネルギーということに対して今後も重要なものと考えております



ので，ご理解いただきたいと思います。 

 

男性Ｆ 

 一昨年前に近文第３小学校が閉校になり，その後改修し，公民館として本当にありがた

く利用させていただいております。私どもも地域の唯一の施設ですので，周辺整備などに

協力させてもらっております。 

 私どものこの地域は入植後１００年が経過している歴史ある地域ですが，この地域に鬼

斗牛山という標高３７９ｍの山があります。頂上まで車で登ることができ，旭川では最高の

風光明媚な場所です。市長にも今年はぜひ登っていただきたいと思います。また毎年「北

あかり」というイベントを行い，北からの発信ということで皆さんに呼びかけております。 

旭川市のはずれですが，このようなすばらしい場所がありますので，建物を建てるには非

常に適したところです。この地域に住宅やいろいろな施設の建設について考えるなど，旭

川市のはずれにあるこの地域のことを忘れないようにしていただきたいと思います。 

 

市長 

 昨年の夏に，その山を車で登り，非常にきれいだったという印象は持っております。中

山間地域に指定されてるんですね。皆さん周辺の草刈りなどを一生懸命やってらっしゃる

のも知っておりましたし，周辺の環境をしっかりと守っていくというのは，非常に大切だと

思っております。「北あかり」もとてもきれいだというのはお聞きしておりますので，また登

ってみたいと思います。 

 

市長終わりのあいさつ 

 今日は皆さんからいろいろなご意見やご提案をいただきまして本当にありがとうござい

ます。皆さんのご意見から私自身も大変勉強させていただいた部分もございました。そし

て，この地域を何とか元気にしていきたいという皆さんの思いが切実に感じることができ

ました。都市計画の問題などいろいろと課題はありますが，いろいろなイベントですとか，

まち中からどうやって人に来てもらうかだとか，そういった部分で市も一生懸命に頑張って

いきたいと思っております。ぜひ今後とも東鷹栖の美しい農村を皆さま方のお力で守って

いただければと思います。私どもも一生懸命，その部分では応援させていただきたいと思

っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 今日は本当に悪天候の中お越しいただきましてありがとうございます。また何かござい

ましたら，気軽に市役所の方にご連絡いただければと思います。今日は本当にありがとう

ございました。 
 

 


