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「旭川市江丹別若者の郷活性化懇話会」会議録 （平成２８年度第１回） 

 

◆日 時  日時 平成２８年７月２６日（火）午後２時１０分～午後３時２５分 

◆場 所  旭川市江丹別若者の郷 若者センター １階ホール 

◆出席者  委員７名（５０音順，敬称略） 

       荒川求，伊勢昇平，坂下武，鈴木瑠依，中田浩康，三上正，水澤拓二 

      事務局職員 ３名 

      （農政部次長）加藤章広，（農政課長補佐）門脇圭史 

      （農政課農政係）保坂祥平 

      オブザーバー １名 

       王于綺（台湾から㈲アグリテックに来ている研修生） 

◆会議の公開・非公開の別  公開 

◆傍聴者の数  ０人（市民等 ０人，報道機関０人） 

◆会議資料 

   次第 

   資料１ 旭川市江丹別若者の郷活性化懇話会開催要綱 

   資料２ 旭川市江丹別若者の郷活性化懇話会開催要綱新旧対照表 

   資料３ 旭川市江丹別若者の郷利用者モニター「若者の郷くらぶ」募集チラシ 

   資料４ 旭川市江丹別若者の郷利用活性化検討資料 

◆顛末 

【開会】 

 開会し，各委員から自己紹介があった後，事務局の進行で会議に入った。 

１．旭川市江丹別若者の郷活性化協議会設置要綱の改正について 

 主な発言は次のとおり。 

事務局  現在，旭川市では，附属機関及び私的諮問機関の設置及び運営の見直しが進め

られています。附属機関とは，自治法の１３８条の４第３項の規定に基づき法律

又は条令の定めるところにより，執行機関の附属機関として設置されるもので，

審査会や審議会，調査会などが上げられます。 

 私的諮問機関とは，各所管課が所掌する施策等に資することを目的として，市

民や関係行政機関，関係団体，学識経験者等から意見聴取又は意見交換の場とし

て，要綱，規約等に定めるところにより，旭川市が開催する会合のことです。 

 私的諮問機関は，意見交換や懇談会の場であるため意見を取りまとめないこ

と，名称中に審議会や協議会などの名称を用いないこと，要綱で委員定数や定足

数，議決方法等を規定しないこと，会長や座長を置かず，会議の進行は事務局が

行うことなどが求められます。 

 本会は，農政部長の私的諮問機関として設置されたものですが，今回の見直し
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にあわせて，要綱の文言を整理しました。改正点は新旧対照表のとおりです。 

事務局  基本的には，今までどおり，「若者の郷の活性化のためにはどうしたらいいだ

ろうか。」という意見交換の場という位置づけで考えています。 

事務局  質問等ありますか。（「なし」の声あり。） 

２．平成２８年度の取組について 

（１）若者の郷利用者モニター「親子若者の郷くらぶ」について 

 主な発言は次のとおり 

事務局  前回の会議で，これまでに出た「若者の郷の活性化策」について，利用者ニー

ズや地域等との連携手法を検証するため，モニターを募集してみてはどうかとい

うことになりました。事務局で検討した結果，配付資料の「若者の郷利用者モニ

ター・親子若者の郷くらぶ」を立ち上げ，現在モニター家族を募集しているとこ

ろです。現在の応募状況は，６家族２３人です。 

 内容は，若者の郷を活用したイベントを年に４回開催し，アンケートに協力い

ただくというもので，第１回目のイベント「親子天体観測会」は８月４日に開催

します。当日は，科学館サイパルから持ち込んだ３０口径の反射望遠鏡や，大型

の対空双眼鏡を使って観測しますが，サイパルの担当者によると，新月なので，

晴れたら南の空に土星や火星が良く見えるとのことでした。 

 また，サイパルの担当者と話し合い，子どもたちに自然科学に興味を持ってい

ただきたいという意味も込めて，お土産に星座早見盤をお渡ししようと思ってい

ます。他に何かアイデアがありましたらご提案いただければと思います。 

 第２回以降は，１０月２９日に「そば打ち体験」，１２月３日に「クラフト作

り体験」，来年２月から３月に「スノートレッキング」の実施を想定しています

が，あくまで事務局案ですので，例えば１０月はハロウィンもあります。クラフ

トづくり体験も，江丹別ならではというものを打ち出さなければ意味がありませ

んので，ご意見をいただければと思います。２月～３月のスノートレッキングは，

今年の３月にグリーンパークから市営牧場を実際に回って現地確認しましたが，

どういったことができるのか，ご意見をいただければと思います。 

事務局  補足ですが，これまで２年間かけて江丹別地域の活性化，あるいは若者の郷の

集客をどうするのか，魅力的なものは何かということについて話し合い，色々な

意見が出ました。そして今年は，「若者の郷くらぶ」というモニター制度で，そ

のいくつかを実際にやってみて，活性化につながるものなのか検証するというこ

とです。 

 これは必要ないのではないのか，来年度以降もやっていけそうか，もっとこう

したら良くなるですとか，そういう意見をいただきたいということ。そして，一

番問題なのは，誰がどのように担って行くのかということですが，その点につい

ても，何回かお集まりいただき，ご意見をいただきたいと思っています。 
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 また，できればモニター制度のイベントにも見に来ていただいて，忌憚のない

ご意見をいただければというのが，この懇話会の趣旨ですので，よろしくお願い

いたします。 

 第１回目のイベントが「親子天体観測会」です。前回はＢ委員からホットミル

クを提供していただきましたが，今回も，江丹別のものとして何か提供できれば

と思っています。例えば，Ａ委員のところの，ソフトクリームですとか。 

 参加された親子が，来て，見て，座学をして，さらにちょっと何かがあると楽

しいですよね。２回目以降も考えながら，来年以降に繋げていければ。 

Ａ委員  ソフトクリームはありますが，若者センターで作ることができないので，持っ

てくるしかないです。別にモナカアイスがありますので，それであれば持ってく

ることができます。４０～５０人くらいなら問題なく対応できますよ。 

事務局  現在の受付人数は２３人ですが，まだ地元からの申込みがありませんので，今

後増える可能性が高いです。最終的な人数は読めませんが，４０人程度と想定し

ています。 

Ｂ委員  遠慮している人が多いのかもしれないですね。 

事務局  地元の人のご意見も伺いたいというのはあります。 

Ｂ委員  Ｃ委員とかはチーズを作っているでしょう。あれを細切れにして，爪楊枝をさ

して，味見してもらうのもいいですよね。 

Ｃ委員  そうですよね。ところで，２月の「親子天体観測会」の反省点だった晩御飯へ

の対応についてはどうですか。江丹別には，夜の７時頃に開いているお店はない

ので，食べてくるか，あらかじめ買ってくるかということですが。 

事務局  あらかじめ，お知らせしておくということですよね。申込者には資料等を郵送

していますが，確かに必要ですので，別途お知らせするよう対応します。 

事務局  Ａ委員に伺いますが，何日前くらいまでに申し込む必要がありますか。 

Ａ委員  １週間前くらいいただくと，大丈夫だと思います。 

事務局  ８月４日は，委員の皆様もお越しいただいて，様子を見ていただければと思い

ます。では，２回目以降のイベントなのですがご意見などございますか。 

Ａ委員  そば打ち自体で魅力的な一つのイベントだと思います。いろいろな物を持って

きてやりやすくするというのであれば，収穫祭とかに名称を変えれば広がりが出

ますが，ただ，そば打ち自体が悪いとは思わないし，物足りないとも思いません。

規模的にも最大で３０～４０人程度ですよね。 

事務局  きのこ等を活用できればという気もします。どのような山菜が採れますか。 

Ｂ委員  きのこは素人が取ってきて食べるのは難しいかな。落葉きのこだと思っていた

らとんでもない物が混じっていたりするし。秋だから，それこそものすごくいろ

いろな種類が出てくるけれども，知っている人間が取ってきたものを食べるよう

にしないと。 
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Ｄ委員  とみはら自然の森の椎茸はどうですか。あれを提供してもらって。 

Ｅ委員  我々が現地調査に行った際にありましたね。見学した人に分けているような話

をしていました。 

Ｂ委員  椎茸なら，時期が早かったら干しておくこともできますね。後は，秋なら山葡

萄やコクワかな。ただ，天気が良かったらすぐに真っ黒になってしまうので，日

にちを決められると難しい。ただ，山葡萄やコクワは強い株しか生き残っていな

いので，美味しいですよ。 

事務局  時期はいつ頃ですか。 

Ｂ委員  霜が降るちょっと前，９月末くらいです。後は，繭玉を知っていますか。あれ

に使うミズキという木は，綺麗で真っ赤になるんですよ。 

Ｄ委員  年の始まりの行事に使いますよね。 

事務局  クラフトづくりに入れても良いですね。 

Ｂ委員  小さいのを作って，持ち帰ってもらっても良いですし，一つ大きなものを皆で

作っても良いですよね。ただそうなると，真剣になって良い木を探してこないと

ならないけれども。 

事務局  若者の郷の敷地内に生えていますか。 

Ｂ委員  たくさん生えているけれども，植物だから，一度枝を切ると何年も元通りには

ならないというのはあります。 

事務局  スノートレッキングについてはいかがですか。 

Ｄ委員  スノーシューではなくて，前にしか進まないスキーシューというものもありま

すので，展望台の下のあたりからぐるっと回ると楽しいと思います。 

Ｂ委員  Ｄ委員のところでは，何組くらい用意できそうですか。 

Ｄ委員  １０組くらいなら大丈夫です。 

事務局  そして，３月の現地調査の時のように，樹液をちょっとなめてみたりですとか，

暖かい物を飲んでもらったりですとか，組み合わせですね。 

Ｂ委員  参加者に弁当を持ってきてもらって，山で火を焚いて食べるというのも良いで

すよね。 

事務局  現在の申込み状況ですと，小学校低学年から中学年の子どもが多い感じを受け

ています。そういった参加者も無理なくできそうですか。 

Ｄ委員  キトウシの森で小学生を対象にしたイベントがありまして，親御さんは見守る

程度で，子どもが主役で２０～３０人が雪遊びをする，という中にスノーシュー

も組み込まれています。江丹別雪遊び体験ということで，その中にスノーシュー

だったり，雪の結晶を観察するといったやり方だと，良いのではないでしょうか。 

事務局  とりあえず参加人数は最大で２０～３０人くらいになる感じではありますが，

これ以外にもアイデアがあれば。 
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Ｃ委員  ２回目以降のイベントは，まだ時間がありますので，いろいろ考えたいです。

クラフト体験も，江丹別の山のツルですとか，いろいろと探してくれば何でも作

ることができるのではないでしょうか。 

Ａ委員  クラフト作り体験ですが，市内で北海道産の素材を石鹸にするという会社があ

りまして，今後はホエーで石鹸をつくろうということで，うちの牛乳も使っても

らっているのですが，そこでは子供向けの石鹸づくり体験をやっています。 

 Ｃ委員のところもそうですが，地元のホエーを使った石鹸づくりというのも面

白いのかなとおもいますので，選択肢に入れていただければなと思います。 

Ｂ委員  面白いですね。 

Ａ委員  先日，北大の先生と話す機会があったのですが，ホエーは肌への浸透力がすご

いということで，化粧品への応用については，まだちゃんとした商品はあまりな

い状況なので，楽しみにしていますという話をされていました。もともと，活用

されずに捨てられていた素材なので，面白いですよね。 

Ｂ委員  ところで，ここの施設は道道からの入り道が判りづらいので，案内看板が必要

だと思うが。 

事務局  イチイの樹を切って保管している分がありますので，そういった木を使って看

板をつくるとうことですか。 

Ｂ委員  そうではなくて，きちんとした道路看板。「道の駅あと５００ｍ」みたいな。

木を使ったものは，確かに我々の世代には格好良く見えるかもしれないが，皆が

見やすいものでないと。若者の郷の看板もそうだが，年寄りが納得するやり方じ

ゃあなくて，若者の感覚で見やすく分かりやすい物が良いですよ。 

事務局  予算との関係になりますが，木ではなくて見やすい看板ということですよね。

切り分けたオンコの木については，この施設内の看板などに使う事が出来れば。 

Ｄ委員  １０月にはハロウィンがあるので，かぼちゃ作りとかはどうですか。そば打ち

はそば打ちでやって，プラスアルファで試食してみるとか。 

事務局  かぼちゃをどこから調達しましょうか。 

Ｆ委員  食べられないのであれば，うちで作っていますよ。 

Ｇ委員  江丹別公民館でハロウィンの催しをやっていますよね。 

事務局  彫る時に力が要るのですか。小さい子は大丈夫でしょうか。 

Ｆ委員  シールを張ったら簡単ですよ。 

Ｇ委員  彫ったら痛むので，張ったり書いたりした方が。 

事務局  そば打ちがメインで，それをサブ的な位置づけにしたら楽しくなりますよね。 

Ｄ委員  翌日がハロウィンなので，お土産にしても良いですよね。 

事務局  かぼちゃが出来たらＦ委員のところから調達して，ハロウィンカボチャを作っ

て，お土産で持って行ってもらうというのも良いですね。 
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Ｄ委員  ハロウィンカボチャは食べられない品種が多いので，食べられるカボチャでつ

くって，持って帰ってもらうというのもありですね。 

Ｆ委員  もう一つ，ポップコーンってありますよね。ポップコーン用のとうきびを江丹

別でも作っている人がいますが，ウチも作っているんですよ。普通のとうきびと

品種が違うんです。 

事務局  どういうふうに作るのですか。 

Ｆ委員  鍋に，ちょっとバターを引いて，ちょっと塩入れて，炒めたらポンポン跳ねて

できちゃいます。蓋が透明なホットプレートでやると，面白いですよ。 

事務局  面白いですよね。 

Ｆ委員  収穫してからある程度干さないと駄目みたいなんですが，ウチなら去年のがあ

りますよ。もしよければ。 

事務局  どのくらいの量が必要ですか。 

Ｂ委員  確か，一掴みでも１０倍以上に膨れるはず。 

事務局  １０月か１２月のイベントに組み込むと面白いですよね。子どもが喜ぶと思い

ます。 

Ｂ委員  はじけだしたら，皆拍手するんだよね，何故か。ところで，ものすごくたくさ

んの意見が出ましたが，全部やるのですか。 

事務局  組み合わせてということで，事務局で組み立ててみます。 

Ｂ委員  組み合わせの案を作ってくれたら，話は早いですよね。 

事務局  次回の懇話会ですが，８月のイベント結果の検証と１０月のイベントへの意見

をいただくことになります。議会日程も考慮すると，１０月１１日の週か１７の

週のどこかで開くことになると思われます。 

Ｄ委員  ところで，現状では，どちらかというと「若者の郷講座」のようになっていま

すよね。せっかく「くらぶ」と銘打っているのですから，例えば，クラブ活動み

たいに会員証ですとか，夏休みのラジオ体操でスタンプを押すような感覚で，最

低２回以上は参加してもらいたいので，２回参加すればプレゼントがもらえるで

すとか，カウ＆カーフのソフトクリームが食べられるですとか，そういうリピー

ター性を持たせて，集客を見込んだ方が良いのでは。そうすれば「くらぶ」が生

きてくるのではないでしょうか。 

事務局  スタンプを押す会員証のようなものですよね。 

Ｄ委員  例えば会則も，会員規約になると大変なので，本当に簡単な「２回以上参加し

たらあなたは江丹別人だ！」みたいなもので。 

事務局  参考になるご意見を頂戴いたしました。直近の８月４日の親子天体観測会に向

けましては，「食べ物を買う所がない」ということを参加者へお知らせすること

と，カウ＆カーフのモナカアイスを参加者に提供するということです。１週間程

度前に数量を確定し連絡いたします。 
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（２）周辺環境の整備について 

 主な発言は次のとおり 

事務局  江丹別イチイ並木ですが，昨年度は，倒伏危険木の伐採とワイヤーがけを行い

ました。今年度は，枝先の枯れた部分を剪定します。日程はまだ確定していませ

んが，９月末日までに造園屋さんが作業に入ることとなっています。 

事務局  質問等ございますか。（「なし」の声あり。） 

３．その他について 

 主な発言は次のとおり 

Ｃ委員  その他ということで，若者の郷の活性化に関わって以前からお話ししているの

ですが，地場産品試作センターの試作販売目的での使用について，ぜひ市の方で

検討を進めていただければと思っています。 

事務局  どのように対応できるのか，市として検討を進めているところです。 

 ご発言等ございますか。（「なし」の声あり。） 

 では終了いたします。 

 


