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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３回） 

 

◆日 時  日時 平成２８年１１月１６日（水）午後２時１０分～午後３時５５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５名（５０音順，敬称略） 

       坂下武，鈴木瑠依，中田浩康，三上正，水澤拓二 

      （欠席：荒川求，伊勢昇平） 

      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 

◆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 親子若者の郷くらぶ・親子そば打ち体験会アンケート結果等 

 

◆顛末 

【開会】 

 開会し，資料を確認し，欠席委員の報告を行った後，意見交換に入った。 

 

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 

（１）親子そば打ち体験会の開催結果について 

 主な発言は次のとおり 

事務局 資料１「親子若者の郷くらぶ・親子そば打ち体験会アンケート結果等」を説明。 

事務局 親子でそば打ちをする風景は，見ていて良いものでしたが，子どもには説明時間

が少々長かった気がしますし，食事の前に若干の待ち時間が生じるなど，全体の

時間配分に課題が残ったと考えております。 

事務局 参加された委員の皆様は，実際にそば打ちを体験していかがでしたか。 

Ａ委員 良い経験をさせていただきました。 

Ｂ委員 指に怪我をしていたので，細く切る所だけ体験させてもらいましたが，良かった

です。初めてすべての行程を見させていただきました。 

事務局 当初は，就学前の子どもがいる班には，スタッフを１名貼り付ける計画でしたが，

実際には１人工としてちゃんと作業ができて，何の問題もありませんでした。 

今回の検証で，ファミリー層が対象でも問題なくそば打ち体験ができることが明

らかになりました。Ｃ委員のお話も素晴らしかったです。 

Ｃ委員 とんでもないです。 
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事務局 やはり，冒頭にそういったものがあると，全体が締まりますね。 

事務局 アンケート結果にもありますように，現在の指定管理者の自主事業では，成年層

から高齢者層の参加者が多い傾向にあるのですが，そば打ちは，ファミリー層が

対象でも十分に楽しめるコンテンツであることが今回分かりました。来年は指定

管理者の入れ替えの時期で，どの事業者になるのか現時点ではわかりませんが，

この結果を参考にしていただければと思います。 

 

（２）１２月開催のイベントについて 

 主な発言は次のとおり 

事務局 前回の懇話会におきまして，地元の素材を使った石鹸作りはどうだろうかという

話と，江丹別のつる草を使ったリース作りという話をいただきましたので，Ｃ委

員の御協力を仰ぎ，リースで使うツルを採取できるのか，若者の郷の敷地内の山

林に入って調査を行ったのですが，結果はなかなか困難であること分かりまし

た。このため，当初はクリスマスの飾り付けを作ろうという御案内をしていたと

ころなのですが，親子ものづくり体験会というタイトルで，石鹸作りのイベント

として，構築しなおした次第です。 

事務局 現時点で，募集チラシが完成していませんが，今日の懇話会のお話しも参考にし

た上で，明日付でモニター世帯に発送する運びです。応募締切日は１１月２５日

の金曜日に設定いたします。内容ですが，市内で妊婦や赤ちゃんに優しいハンド

メイド石鹸作りを手掛けられているＭ社から講師を招き，江丹別でとれた乳製品

など地元の素材を使った石鹸を作ります。石鹸の形状はクリスマスケーキです。

火を使わないので，小さなお子様でも安心して御参加いただけるものになってい

ます。 

また，江丹別産のポップコーン用トウモロコシを調達して，当日時間があれば，

ポップコーン作りの実演も行う計画です。 

対象年齢は小学校１年生以上ですが，就学前のお子様の参加も妨げません。 

午前１０時３０分に現地集合し，あいさつ，講師紹介の後，早速石鹸づくりに入

る予定ですが，石鹸作りに入る前に，何か子どもの興味を引くようなことができ

ないか講師の方で考えているとのことです。また，時間が余った場合のオプショ

ン企画も用意するとのことです。 

終了後は，アンケートを記載いただき，終わりのあいさつの後，現地解散となり

ますが，全体の時間が読めないため，ポップコーン作りをどのように組み込むか

難しいところです。完成した石鹸は箱に入れて持ち帰っていただきますが，Ｍ社

から更にお土産石鹸を用意したいとのお話を頂いています。 

なお，講師をお願いするＷ氏は，昨年，本市の産業振興課の事業で親子を対象と

する石鹸作りイベントの講師を務めた経験があり，好評だったと伺っています。 
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Ｃ委員 手づくり石鹸は固まりにくいのではないですか。時間内に収まりそうですか。 

事務局 事前に下準備した材料を使うので，時間内にある程度固くなると伺っています。

ただ，本当に固まるには３０日～４０日程度乾燥させる必要があるとのことで

す。作ってすぐのものも使えますが，石鹸の減りが早いようです。 

事務局 飾っておけば良いですよね。 

事務局 ホールケーキ型というのでしょうか，丸いケーキ型の石鹸を作って，持ち帰った

後，使う時に使う分をケーキを切るように切り分けて使うとのことです。 

事務局 大きさはどの程度ですか。 

事務局 材料費を切り詰めたので，おそらく手に乗る程度のだと思いますが，あまり大き

なものを持って帰っても困るのでは，石鹸ですので。 

Ｄ委員 時間帯は昼にかかるのですか。 

事務局 昼までには終わる予定ですが，１０時半スタートで計画していますので，少しタ

イトなスケジュールになっています。しかし，１０時スタートのほうが妥当かな

とも考えているところです。御意見をいただければと思います。 

Ｄ委員 １０時スタートの方が，時間的な余裕ができるのではないですか。 

事務局 ポップコーンの調理には，どのくらいの時間がかかるのですか。 

Ｂ委員 ５～１０分程度じゃないですかね 

事務局 調理方法は。 

Ｂ委員 普通に油を引いたフライパンに入れて，ちょっと塩を入れて振っていたら，ポン

ポン言い出してできちゃいます。 

事務局 ポップコーン用トウモロコシの種を廻しますので，現物を見ていただければと思

います。（袋に入った種を委員に回す） 

Ａ委員 これで作るのですか。 

Ｂ委員 もう乾燥しているので大丈夫です。 

Ａ委員 すごい音がするのですか。 

Ｂ委員 音はそうでもないですが，ポンポン鳴り出しますね。 

事務局 石鹸作りにどの程度時間がかかるかですね。時間がかかるようであれば，全体の

スケジュールを見て，ポップコーン作りはやめた方が良いですね。 

事務局 前回のそば打ち体験会の時も，思わぬところで時間がかかりました。１０時開始

でお昼までに終わるように，当日のスケジュールを講師と詰めさせていただきま

す。 

 

（３）翌年２～３月開催のイベントについて 

 主な発言は次のとおり 

事務局 今年の３月にＡ委員の協力を仰ぎ，スノートレッキングコースの実地調査を行っ
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た経過もありますので，グリーンパークや展望台付近の林，市営牧場の敷地内で

何かできないか，もしくは若者センターの裏の広場で雪遊びができないかと考え

ているところです。 

現在，モニター世帯が１１組４１名いらっしゃいまして，小さなお子さんも含ま

れていることから，イベント内容は子どもの負担にならない安全なもので。２月

の江丹別は天候が良くないので，２月下旬から３月に実施したいと考えていま

す。詳細は，Ａ委員のアドバイスを頂きながら詰めますが，現時点でなにかござ

いますか。 

Ａ委員 そうですね，トレッキングでしたらグリーンパークの林ですとか江丹別峠です

ね。他にも，若者センター正面のそば畑を歩いてイチイ並木まで行ってみるのも

いいですよね。スノーシューはあくまで道具ですので，ここを起点にして地域の

自然を散策する，冬じゃないと行けない所を散策して江丹別を知るという内容に

した方が良いです。 

事務局 先日，テレビで亜熱帯地方のマングローブ林は雨期になると水かさが増すので，

普段行けないような林の中へも舟で入って行けるというのをやっていましたが，

冬でなければ行けない所というのは確かにそのとおりですよね。ところで，今の

江丹別峠というのは，峠道を歩くのですか。 

Ａ委員 江丹別峠の駐車場で降りて，坂を下って帰りは緩やかな所を戻ってくる。スノー

シューやミニスキーを履いた，超ミニミニ・バックカントリー的なツアーです。 

事務局 小さな子どもでもできそうですか。 

Ａ委員 小学校高学年くらいからですね。ところで，Ｃ委員は，若者センターの裏の広場

に大きなかまくらを作ったんですよね。 

Ｃ委員 雪がたくさんあるから，かなり大きなかまくらができるんですよ。ユンボでダー

っと前進して，あっという間にできてしまいます。 

事務局 かまくらをある程度まで作っておいて，最後にちょっと子どもたちに手を加えさ

せるやり方もありそうですし，そこで暖かい物を飲むこともできそうですね。 

Ｃ委員 今の子どもは，親が危ないからと言ってそういう所に近寄らせないんだよね。 

だから，かまくらは喜ぶんじゃないだろうか。 

 

２．周辺環境の整備等について 

 主な発言は次のとおり 

事務局 イチイ丸太の製材加工の進捗状況について御報告いたします。現時点では，具体

的な作業に入れておりません。明日，加工業者と加工方法や今後の日程について

協議を行う段取りです。業者の話では，もともと半分以上腐朽していたものなの

で，実際に挽いてみないとどの程度成果品として残るか分からないとのことでし

た。完成した部材は，当面，若者センター２階の倉庫に保管いたします。 
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事務局 本来は使用目的にあった部材に加工するものなのでしょうが，今の段階では看板

という案はありますが，具体的にこれというものがありませんので，製材化した

段階でいろいろなアイデアに対応できるようなものにしたいと考えています。今

後，活用策について皆さまのアイデアをちょうだいできればと思っておりますの

で，よろしくお願いいたします。 

 

３．江丹別若者の郷の活性化に向けた市の考え方について 

 主な発言は次のとおり 

事務局 会としては３年目となりますが，旭川市において附属機関と私的諮問機関の見直

しが行われたことに伴いまして，今年度から私的諮問機関の懇話会として会の性

格を整理し直した都合上，いわゆる報告書という形式でおまとめいただくという

ことはできないこととなりました。 

しかし，皆さまには，３年間お集まりいただき，様々な話し合いをしていただい

た経過もございますし，市としてもちょうだいしたご意見などを参考にしなが

ら，今後こうしてまいりたいというものを取りまとめようと考えているところで

す。現段階では，骨子案の段階ではありますが，今後，当懇話会が開催された際

には，より肉付けしたものをお見せできればと考えていますので，よろしくお願

いいたします。 

 

４．江丹別若者の郷施設等の有効活用について（意見交換） 

 主な発言は次のとおり 

事務局 今までも，有効活用について御意見をちょうだいしてきたところではございます

が，要はこの懇話会は今年で区切りをつけた方が良いと考えていますので，来年

度以降につながるようにモニター制度で検証しているわけですが，それらについ

てでも良いですし，若者の郷の活性化に向けてどんな方法が良いかですとか，今

まで３年間取り組んでみて，改めてこのように思うということでも良いですし，

ざっくばらんにお話をちょうだいできればと思います。 

事務局 実は昨日，Ａ委員にお時間をとって頂きまして，事務局が気づかない視点のお話

をちょうだいした経過もございます。再度で恐縮ですが御紹介いただけますか。 

Ａ委員 ３年間関わらせて頂いたのですが，当初は，若者の郷のハード面も含めてどのよ

うな有効活用策があるのかということで，テニスコートの補修の話から始まっ

て，様々な活用策を協議してきたところです。しかし，いかんせん，なかなか若

者の郷に直接イベント事で人を呼ぶ体制を作り上げるというのは，難しいのでは

ないかなと思いまして，２点，お話しさせていただきました。 

１点目は，若者の郷全体を集客装置にできないだろうかと。例えば，１２月３日

の石鹸作り体験会もそうですが，江丹別の若者の郷に行きたいというのではなく



 6 

て，Ｗ氏と石鹸作りがしたい人に場所を提供するという。つまり，ワークショッ

プができる場所として若者の郷をオープンにすることで，間接的にですがＷ氏を

目当てに来た人たちに，知ってもらって使ってもらう。つまり，施設利用者数を

増やすことを考える場合に，直接的に利用者を増やすことはこの３年間見てきて

難しそうなので，こういう人たちに使ってもらって間接的に利用者を増やすとい

う方法。 

もう１点が，今は事務局がいろいろな調整を担っていますが，この懇話会なりが

今年で終わりになった場合，せっかく３年間続けてきたものが，事業がなくなっ

たら終わりというのはもったいないので，事務局機能ですとか調整をするような

人がいた方が，より継続的な活動になっていくのではないかということで，外部

人材を活用したらどうだろうと。地域おこし協力隊ですとか，農山漁村振興交付

金ですとか，期限が決まっていますが，都市から若者を呼んで地域おこしの担い

手になってもらってはどうだとうかと。地域に入り込んで調整をしてもらえるよ

うな仕掛けを，受け入れ態勢を作っていくことも必要では。 

集客装置として施設を提供すること，人材不足については町おこしの担い手を入

れて新たな体制を作っていけないかなと。話題提供ですが。 

事務局 協力隊は，実際に住んでいただくというものですよね。 

Ａ委員 江丹別に定住してもらっても良いですし，市内から通いでもかまいません。今，

農政課が担っている事務局・調整機能。便利屋ではないですが，隙間に入る人材

が不足していると思うので，すぐに動ける人がいるともっと効果的なものになる

のではないかと。そして，ゆくゆくは定着してもらえれば一番ですよね。 

事務局 こういう所が優れているから使ってくださいというのではなくて，著名人やトレ

ンドリーダーのような人に来て使ってもらって，その人目当てで来る人をという

発想ですよね。そうなると，主催もその人たちが担うことになりますよね。 

もう一つが協力隊。先日，Ｆ委員と話す機会がありまして，ひいては江丹別地区

の活性化になるから，例えば江丹別の若者たちで何かグループを作って，江丹別

を紹介する取組みですとか，そういったことが可能か聞いてみたのですが，正直

なところなかなか自分たちでやるのは難しいかな，という話でした。 

仕事ももちろんあるわけですし。ただ，誰か取り仕切る人がいて，そこに協力す

るのであれば可能かなということでした。 

そこは，現在，事務局が担っていますが，そこを協力隊でということですね。実

際，東川町では２０人ほどの協力隊がいるそうです。ただ，全員が上手くいって

いるかは別の話のようです。Ｃ委員，地元の人で何か町おこしのようなグループ

を作ってやっていくような動きはありますか。実際のところ，いかがでしょうか。 

Ｃ委員 そういう動きがないというのは，なかなかみんな職業を持って忙しいからな。行

事が１０個あったとして，肝心な時にだれか一人ずつ欠けるとなったら，だらだ
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らになっちゃうから。全員が揃わないと良い事ないよね。 

事務局 今，江丹別地区は高齢化・過疎化している。何かそれを食い止めようという動き

が，市民委員会の中でありますか。 

Ｃ委員 市民委員会の中では，一番最初は，一人でも人口を増やしたいということで，市

営住宅を建てることに力を入れたんです。 

Ｄ委員 旭川市が江丹別の定住促進住宅という名称で公募して，手を上げたのが我が社だ

けだったのですが，市の建設補助金を貰って建てました。一棟２戸建てで２棟建

てましたので，４戸は入居できます。 

Ｅ委員 お寺の横に建っていますよね。 

Ｄ委員 しかし，江丹別地区に住んでいなかった人が入居するのが理想でしたが，現実は

残念ながら，３世帯入居しているすべてが我が社の社員という実態です。社内に

は，いわゆる旧市内から通っている者が多いので声をかけたのですが，たまたま

今年から子どもが高校に入学するですとか，なかなか難しかった。確かに，これ

まで江丹別から子どもを市内の高校に通わせた人に聞いてみると，学割を使って

も定期代が月に３万円を超えるとか，なかなか難しい面もあって，市内からの入

居者はいない状況です。新しいので，住宅としては良いものなのですが。 

事務局 そういうものは，連動している話なのかなと思います。だからこそ人を呼びたい

のですが，だからこそ人が来ないという面があります。協力隊を入れるにしても，

来てくれるのは良いのだけれども，最終的には地域の人がその活動を引き継ぐな

り，あるいは地域が協力するようにならないと。 

Ｄ委員 協力隊はこの地域を活性化しようとして来るんだけれども，地域の人も協力しな

いとさ。でもその辺りが，高齢化などもあって結構難しい。この懇話会にもＢ委

員やＦ委員，Ｇ委員のような若い方々もいるんだけれども，仕事が忙しいという

のがあるので，地域おこしやまちづくりのような事に，協力はしてくれるんだろ

うけれど，そんなに時間を割けないという面もあると思うんです。 

事務局 市がずっと手がけるわけにもいかないですよね，現実的に。 

Ｄ委員 何とかしなければならないとは思っているんですよ。ただやっぱり，具体的に自

分たちが動けるのかという，そういう部分で二の足を踏む面もあるのかな。 

事務局 Ｂ委員はどうお考えですか。 

Ｂ委員 私は地域が離れているので，江丹別中央の人がどの程度地域が盛り上がって欲し

いと思っているのか，良く分からないんですよね。もっと昔みたいにと思ってい

る人もいるでしょうし，こんな感じでいいでしょと思っている人も絶対いると思

うし。昔はライブジャムや牧場まつりで活気がありましたが，やっぱり４０代や

５０代がどんどんいなくなったのが原因だと思うのですが。 

Ｃ委員 自分の頃は，ライブジャムも牧場まつりも，どんどんやったんだけれどね。牧場

まつりは７０人くらいのメンバーでやったんですよ。 
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事務局 やるって意識があったんですよね。 

Ｃ委員 そういう度胸のある人が，最近少なくなった。自分は３０代の頃から町内会の会

長をやっていたけれども，その頃はお店もたくさんあったから，お祭りの提灯づ

くりもみんなでやったんですよ。 

Ｅ委員 地域の人もそうですが，当時の江丹別農協もかなり動いたんでしょう。 

Ｃ委員 そうです。例えば寄附を集めるにしたって，いきなり言ったらみんなおどろくの

で，まず農協に行って２～３万円お金を集めてくると，みんな寄附をしやすくな

る。物事を始める時にみんな動きやすくなるんですよ。 

事務局 今，中央地区に３０代から５０代の人は，いらっしゃるのですか。 

Ｃ委員 いるけども，あまり喋らないよね。 

Ｂ委員 私も，Ｇ委員とは仲が良いので，あれこれ話すのですが，何か面白い事をしたい

ねという話は出るんです。でも，私もＧ委員も酪農をやっているから，毎日仕事

があってこの時間には絶対に家にいなければならないというのがありますし，Ｇ

委員はさらにチーズも作っているんです。そうなると，それ以外の時間で何かを

するとなると，ちょっとは出来るのですが，それこそガッツリ何かに取組むこと

ができない。アイデアは浮かぶけれど，やっぱり一人二人じゃできないから，で

も誰がっていうと誰もいないという。 

Ｃ委員 誰か音頭を取る人がいれば手伝うよということだよね。それは出来るんでしょ

う。 

Ｂ委員 誰かが先頭になって行ってくれれば，ハイハイとはなるけれど，自分が先頭を切

ってやるほど，それにかかりっきりになれないというのは，どうしてもあるんで

すよね。 

Ｃ委員 自分も当初はそういう考え方で手伝ったんですよ。そのうち，自分がてっぺんに

なってしまったんだけれどもさ。 

事務局 江丹別に関わらず，他の地域も同じような課題があるとは思うんですけど。非常

に難しいと感じますよね。 

Ｄ委員 どこもそんな感じですよね。 

Ｂ委員 話が戻ってしまうのですが，この若者の郷は，誰かがグループで料理教室をやり

たいと言って電話をしたら，予約して使えるのですか。 

事務局 はい，できます。江丹別の麺食いクラブだとか，しょっちゅう使っていますよね。

使用料を頂くことになりますが。 

Ａ委員 そば打ち体験の施設みたいなイメージになっていますよね。 

Ｂ委員 はい。だから，特定のグループが使っている場所みたいなイメージなんですね。 

Ａ委員 調理体験をするには，良い施設なんですよね。水周りも充実していますし。厨房

もありますし。 

Ｃ委員 若者センターができた頃，鹿を３頭撃って，ここで鹿鍋を食べたんですよ。地域
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に鉄砲撃ちがいたんです。机を並べて，地域の人１００人くらいで食べたんです。 

Ａ委員 今は鉄砲撃ちはいないのですか。 

Ｃ委員 いなくなったね。規制強化もそうだけど，皆高齢化でリタイアしたんだ。 

Ａ委員 今，日高や中川の方では，協力隊を呼んで，ハンターになりなさいということを

やっていますよね。鵡川の狩りガールは有名です。 

事務局 猟友会の旭川支部には，１００人くらいのハンターが登録しているんですけれど

もね。例えば，協力隊を呼んで江丹別の市営住宅に住んでもらいながら，あれこ

れやっていただくのは良いとは思いますし，Ｃ委員もいらっしゃるので地域の協

力者はいるんでしょうけれども，そういう形で果たして上手くやっていけるのか

どうか。その辺りの地域住民の意識はどうなのでしょうか。ただ市役所が話を進

めて，何か言ってきているぞというのでは，上手くいかないと思いますし。 

Ｃ委員 そう，そういう話では駄目なんだ。 

Ｄ委員 地域が，これがやりたいんだ，でもここが足りないから行政にここをサポートし

てくれっていうのが理想なんだけどもね。 

Ｃ委員 市民委員会で言っているんだけどさ，それよりも道路や河川を直さなきゃどうし

ようもないという面も，一方であるんですよ。皆一番困っているから，そっちが

先でないかという。 

事務局 優先順位もありますよね。こちらよりもという話ですよね。 

Ｄ委員 江丹別にも地域まちづくり協議会がありますよね。 

Ｅ委員 あります。Ｃ委員にも入っていただいています。 

事務局 ただ，その人たちが実施部隊になるかというと，ちょっと難しい面もあります。 

Ｃ委員 今年から若い人にも入ってもらったんですよ。今までは，年寄りばかりでしたの

で，少し変わった考えの人にも入ってもらわなければ駄目なので。 

事務局 高齢化と地域に人がいなくなってきているということがあって，地域を何とか動

かさなければという取り組みは，やってはいないということですね。 

Ａ委員 もし私がワークショップをしたいとなったとき，嵐山だとか隣の公民館は開放し

ていますよね。 

Ｅ委員 公民館はもちろん開放していますし，嵐山でしたら嵐山中央会館，春日には青年

の家があります。 

Ａ委員 江丹別は，公民館と若者の郷という公の施設が二つある，ある意味恵まれた地域

だと思うのです。他方，若者の郷は，江丹別の施設でもありますが，やはり旭川

市全体の施設という位置づけ，旭川市民が都市と農村の交流をするための拠点施

設という位置づけで建設され運営されているわけで，旭川市全体としてこの施設

を有効活用してもらう，そういう意味も込めて先ほど集客装置というお話をさせ

ていただいたんです。 

ですから，市内でワークショップをしている方に対して，もっと自然豊かな江丹
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別で，教室の場所を提供しますので，ぜひ利用しませんかと，そういう人たちを

ターゲットにした施設利用のＰＲというのも必要なのかなと思います。 

Ｅ委員 今，Ａ委員が言われた通りのイメージなのではないですか，この施設は。市内の

いろいろな所から来ていただいて，例えばジュースを作っていただくという。 

事務局 公民館は市内の各地域にありますよね。公民館は地域密着で，でもここは広く旭

川市民のもので，たまたま江丹別にあるという捉え方で良いと思います。 

Ａ委員 地域のサークル活動は公民館を使ってもらって，若者の郷は地域外の人にどんど

ん利用してもらうというふうにしないと，地域の人口は恐らく増えていかないの

で，施設の目的や役割をもう一度見直して，利用方法を考えてみた方が良いのか

なと思います。 

Ｂ委員 若者センターは宿泊することができますよね。宿泊できるのは，施設を使った人

だけなのですか。 

Ｄ委員 研修目的の宿泊なので，単に夜だけ泊めてくださいというのは駄目なんです。 

Ｂ委員 秋にどこかの会社が主催したイベントなのですが，市内に集合した後，江丹別ま

で自転車に乗ってきて，何かの体験をした後，トラックが自転車を回収し，乗っ

てきた人はバスで帰って，市内のホテルで温泉に入ったというのがありました。 

Ａ委員 ありましたね。 

Ｂ委員 例えば，帰らなくてもいいじゃないですか。ここに泊まれるなら泊まって，次の

日に江丹別で何か別のことをするですとか，幌加内に行ってもいいですし。長期

滞在ではないけれども，もう少し落ち着いて何かをするような使い方にならない

のですか。 

Ｄ委員 そういう人は，夏であればロッジを利用していただくことになります。ここは，

研修をする人たちの施設なので，ただ宿泊するということにはならないんです。 

事務局 一応研修施設ですし，もっと言えば宿泊施設ではないのですが，じゃあ，泊まれ

るようにしたら良いではないかという話なんですけれどもね。 

Ｂ委員 江丹別全体で何かをしたよといいますか，例えば江丹別の森を散歩するですと

か，スノートレッキングでも良いのですが，江丹別で何かをした後にここに泊ま

るという事にはならないのですか。 

Ｄ委員 Ｂ委員の話は自分も良く分かるんだけれど，設置目的というものがあって，現状

では，残念ながらそうではないんだよね。１時間でもこの施設で研修やミーティ

ングをやってもらえれば，何とか理由が立つかもしれないけれども。 

事務局 どうやって次につなげていくのか，誰が担っていくのか，協力隊の話もありまし

たが果たして上手くいくのか。現在募集している若者の郷の指定管理業務の募集

要項に，自主事業を増やすという条件を入れて，そういう中で利用者増を図って

いこうとしている現実もありますし，一方では地域の方々の優先順位もありま

す。今日は，こういう意見交換もしておかなければならないという観点から，皆
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さまに突っ込んだ議論していただきました。 

他にご発言等はございますか。（「なし」の声あり。） 

それでは，終了させていただきます。 

 


