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未来を創る女性懇話会 発言要旨 
                    日時 平成２８年２月１日 １５：３０～１７：００ 

                    場所 道庁本庁舎 塔屋 【AKARENGA-CAFE】 

 

◆自己紹介 

（湯浅さん） 

 十勝の新得町から来ました。移住して４２年になります。移住した当初は、無我夢中で農業をやっ

ていましたが、当時の道農政部が作成したヨーロッパ農業に関するレポート（「人と自然との共生・

都市と農村の共存」）を読んで共感し、これからの農村でぜひ実現したいと考え、２０年前から小さ

なファームインを経営しています。これがきっかけでスローフード運動に取り組み、昨年は全国大会

「テッラ・マードレ・ジャパンｉｎ北海道２０１５（母なる大地）」を開催しました。 

（後藤さん） 

 埼玉県出身で、羅臼町に移住して８年目になり、現在観光ガイドを行っています。以前は、環境省

の羅臼自然保護官事務所で国立公園管理業務に携わり、退職後に観光ガイドとして起業しました。知

床は、豊かな自然だけでなく、自然と共に暮らしている人たちの文化や歴史も魅力なので、観光客の

方々には、そういった文化なども広く伝えていきたいと思い、市場の競り見学やウニ割り体験など、

ガイドのメニューに地元産業を組み込んでいます。 

（道山さん） 

 網走市から来ました。出身は千葉県の九十九里町で、東京農業大学オホーツクキャンパスに通った

ことがきっかけで、網走市を知りました。大学卒業後、一度地元に戻って結婚、出産しましたが、大

学の恩師に誘われて網走市に移住して１０年、起業して６年目になります。会社の事業としては、農

産物を中心に扱っており、メインは商品作りの手伝いや販売・企画を行っています。起業して最初に

取り組んだことは、山わさびの漬物作りで、これが漬物の日本一を決める「T-1グランプリ」で優勝

したことがきっかけで、各方面から声をかけていただいています。 

（宮竹さん） 

 東川町から来ました。私は、２５年前の３９歳の時に夫の希望で東川町に移住しました。移住する

前から人形作りが好きで製作活動をしていましたが、今のような作風になったのは、東川町の農村地

帯の風景に出会ったことがきっかけです。夫から「好きなことを仕事にしたら」と勧められて、人形

作家として道内はもとより道外でも人形展を開催しています。北海道に移住して２５年、苦労もあり

ましたが北海道から多くの感動をもらったので、ぜひ魅力を伝えたいと思い、活動しています。 

（中神さん） 

 十勝の大樹町から来ました。私は大樹町で地域おこし協力隊をやっており、現在１０か月目です。

元々大樹町出身ですが、

高校では札幌市、大学で

は東京都と地元を離れ、

そのまま東京都の自動車

会社でグローバルマーケ

ティングの調査・分析等

の仕事していました。し

かし、大樹町の人口につ

いて、約３０年間で４分

の１が減ったということ

を知り、自分の地元は放

っておくと無くなってい

くのだということに危機

感と悔しさを感じて、熊
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本県出身の夫と共に大樹町にＵターンしました。地域おこし協力隊の活動として現在メインで行って

いるのは、ふるさと納税を中心とした特産品のＰＲ活動と移住促進で、移住促進については、大樹町

だけでなく十勝管内全体の１９市町村、また総合振興局とも一緒に進めていこうと考えているところ

です。 

（橋爪さん） 

 私は、帯広市以平町という帯広空港周辺の地域で、酪農家の次女として生まれました。地元の短大

を卒業後、結婚を機に帯広市街地に住みましたが、本州から就職を機に帯広市に来ていた夫に、以平

町の景観が素晴らしいので以平町に住みたいと言われ、実家の近くに住むようになりました。その中

で、近所のママ友と話すうちに、農作業もおしゃれをして行いたいという話になり、女性としても農

業に携わる職業人としても自己主張してほしいという思いで、２０１４年にアグリファッションとい

う農作業着を主に扱う店を創業しました。今は、物販だけでなくその土地の素晴らしさを知ってもら

いたいという思いから、グリーンツーリズム運動、幸福駅マルシェ、十勝ガールズ農場など、農業に

関連した事業を拡大していきたいと思って活動しています。 

 

◆話題①「北海道（地域）の魅力を効果的に発信するには」 

（後藤さん） 

 情報発信の難しさを感じており、自治体の方も苦労し

ていると思います。「世の中ゴト（マスメディア）」と

「自分ゴト・仲間ゴト（ソーシャルメディア）」は、関

心を持つ部分が違ってきます。「世の中ゴト」はマスメ

ディア（大衆媒体）ですが、ＳＮＳ（ソーシャルネット

ワーキングサービス）は自分の仲間のことなので、積極

的に取り入れたいと感じます。このように、共有したく

なるということはすごく良いことだと思います。「羅臼

町では流氷の海でウニ漁が始まった」とマスメディアでも取り上げますが、ソーシャルメディアでど

この漁師さんがウニ漁をしてどこのお店で売っているという情報を発信すると、例えばふるさと納税

をしてくれている方々や羅臼町に一度来た方は、「いいね！」と共有したくなります。自分や仲間が

良いと言っているものが、情報発信によって広がっていく仕組み作りを考えていきたいです。 

（湯浅さん） 

 ２０年前にファームインを始めた頃は携帯も無く、不便な場所にあるので、訪れる方とは事前に何

度も電話のやりとりをしていました。そのやりとりも大切な時間でした。この２０年で時代はどんど

ん変わって、ブログなどパソコンなどの情報は一気に加速し、近年では、以前いらした方のブログや

ホームページから情報を得て来る方もいました。ファームインは３年前から休んでいますが、今の時

代はフェイスブックなど、特に若い方たちの情報のやりとりは早いです。これが、「町、仕事、暮ら

し、人」をつなげた情報になるとすごく広がると思います。こういった情報発信は、女性の方が得意

だと思います。女性は、おしゃべり感覚で身近なところから気軽に情報を出せるし、聞いてくれる方

がいます。ファームインの７割がリピーター、３割が新規の方で、ずっと続けてくることができまし

たが、その中の何人かが移住しました。そして新たな起業に繋がった方もいます。３日後に、十勝で

農村に暮らす女性たちの勉強会で、若い方たちと話す機会があるのですが、今、女性たちが自ら動き

出していると感じます。 

（宮竹さん） 

 平成３年から東川町に住んでいますが、最初は人形を作っても、自分の住んでいる地域だけで発信
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していました。しかし、それだけでは知ってもらう範囲が狭いので、自分から出掛けていき知っても

らう、ということを始めました。すると、ホームページを見た方から、「宮竹さんが次はあそこで展

覧会をやるから」と、口コミで広まるようになりました。各地の展覧会場では、直接、取材陣に交渉

して新聞等に掲載してもらいました。道外では「北海道」ということに魅力を感じているようで、「北

海道と聞いたから人形展に来ました」という方もいます。北海道への移住について、「冬はどうして

いるの？」という質問や、「北海道は移動に時間がかかるのが不便」と言われるが、それが北海道の

良いところだと思います。どうして自分は北海道が好きなのか考えたところ、季節の移り変わりが肌

で感じられることが良いですし、不便だとしても、どうしたらうまくいくか知恵を出せることが良い

と思います。逆に、不便な場所こそが人間の住むべき場所ではないかと感じます。パソコンやスマホ

は、情報発信するには便利ですが、下を向いてしまって、人の目を見て話す機会が少なくなりました。

便利さは便利さで利用して、大事なことはこういう人との交流ではないかということを、人形で表現

しています。アナログ的なものが大事であることを、見直してほしいと思います。私の人形がこうい

う作風になったのは、北海道に来たことがきっかけです。人形展で来場者の方々と話しているのは、

北海道には他とは違うマイナス面はあるけれどそれが良いところだ、ということです。移住者の中で

も年配の方が多く、そういった方々には北海道の魅力が伝わっていると思いますが、一方で若者には

仕事がなく、経済的に厳しいと感じています。私は、子供を３人連れて移住しましたが、うち２人は

道内に希望する仕事がなく、関東に出て行きました。若者にとっても魅力的な仕事があれば、若い方

も道内に根付くのではないかと思います。 

（橋爪さん） 

若い世代の女性は、農業に興味を持つ人も多いのですが、

なかなか実現する場がありません。農業をしたかったらお

嫁にいくのが一番早いと言われる中で、４月から始めるガ

ールズ農場は、女性２人から「何とか自分たちの力でやり

たいんです」とご相談いただいたことがきっかけです。実

現するためにはどうすればよいか、農地や機械は自分たち

だけで手に入れるのは難しいので、離農した方や、営農さ

れている方の土地を一部借りてシェアするという形をとり

ました。このような女性の就農は、今までにはあまり例が

ないので、この２人の今後の活躍が、今後同じようなことを考えている人たちの参考になっていただ

ければと思っています。 

（中神さん） 

 北海道の魅力を効果的に発信するということで、まず私が感じる魅力は、日常がすごく贅沢だとい

うことです。すごくきれいな日高山脈や樹氷など、自然が豊かで、生活のちょっとした場面で五感が

刺激されます。首都圏では、季節の変化をあまり感じることなく、気づいたら１年が終わっていまし

たが、大樹町に戻ってからは、自分の感覚がとても豊かになっていると感じます。まるで絵画の中で

暮らしているような美しさです。また、欧米の雰囲気に近いこと、ストレスフリーであること、食が

安全であることが魅力です。東日本大震災を首都圏で経験し、食べ物にはとても気を遣うようになり

ました。まだ子供はいませんが、子育てをする時に、ここ（首都圏）で育てて良いのかと考えていま

したが、北海道では子供をのびのび育てられるので、ここもまた魅力です。これらをどのように発信

したら良いかと考えたときに、ライフスタイルを含めて提案していくことが良いと思います。例えば、



4 

 

農業をしながら好きな雑貨を作っていく、宮竹さんのように趣味に没頭する時間ができることなど、

農業とやりたいことの両立ができる、ということを伝えたいです。今、若い人の間では「半農半Ｘ（エ

ックス）」という、農業のある暮らしとライター、アーティスト、クリエイターなど好きなことをや

って、自分の理想を実現するというライフスタイルに流行の兆しがあると、首都圏で感じていました。

十勝では、この半農半Ｘスタイルを押し出していこうかなと考えています。さらに、自給自足の生活

を発信したいです。大樹町は酪農が盛んで、ゴーダチーズなどをたくさん手作りしています。冬には

味噌作り、豆腐作りなど、四季折々で仕事や手作業をやっていくこと、自給率を上げた暮らしという

のも、若い人の間でニーズが増えています。原点回避というか、首都圏では失われたライフスタイル

を、どんどん発信していったらおもしろいかなと思っています。 

（道山さん） 

 今までお話を聞いていて、農業を語る若い女性が増えたことをうれしく思います。自分がもう２０

年若かったら、一緒に仕事をしたいです。自分の学生時代は、農村が汚いとか苦しいというイメージ

が強かったのですが、今これだけ変わってきている中で、自分の理想の暮らしができるのは首都圏よ

りもこういう地域なのではないかと思い、自分もそれを望んで移住しました。情報を発信するに当た

って、自分もオホーツクを発信する時に大変難しいと感じるのは、首都圏の方々が持っているイメー

ジがとても暗いことです。「よくそんなところで生活していますね」と言われますが、どうぞ来てみ

てくださいと言っています。先程の話にもあったように、森も道も首都圏とは全然違いますよと、口

で言ってもなかなか伝わらない難しさと、商品を作ってそれを販売するときの難しさを常々感じてい

ます。情報発信の方法として、先程の後藤さんのお話にもありましたが、ＳＮＳを使うのはとても効

果的だと思います。ホームページやフェイスブックなど、写真で見る素晴らしさは口だけで伝えるの

とは全然違いますし、伝わるスピードも違います。私たちの地域は、大変な人手不足です。農産物を

加工したいと思った時に、材料はありますし作り方もありますが、作業する人員を確保することが大

変困難です。当社で製造を担当しているスタッフ７名のうち、６名が６５歳以上の女性で、若者には

根付いてもらえません。こういった人手不足を補う方法として、本州から人を呼び込むときに、観光

だけでなく働いてもらう、短期間でも体験してもらうということができないかな、と思っています。 

（高橋知事） 

皆さんのお話を一通りお伺いして、とても興味深

いと感じています。ソーシャルメディアは、ぜひ有

効に活用したいと感じました。我々行政が形式どお

りのものを発信するのではなく、まさに皆様方のよ

うなそれぞれの現場で、その魅力を一番よくわかっ

ていて、そこでいきいきと活躍していらっしゃる

方々が、創意工夫でそれぞれ情報発信されることが

重要だと思います。これをどうやって広めていける

のか、それに我々行政がお役に立てるところがある

のかどうか、考えていきたいです。各振興局の仕事ぶりは、いかがでしょうか。地域の皆さんは、振

興局には一生懸命やってもらっているとおっしゃってくださいますが、実際はどうでしょうか。また、

宮竹さんはご家族で移住されましたが、お子様が３人のうち２人は仕事がなく道外に出てしまった、

一方で道山さんは、加工現場で人手が足りない、何かそこのミスマッチの解消ができればと感じます。

私が道内各地を訪問すると、働く場がなくて若者や人が定住しないということ、一方で人手が足りな
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いという話をよく聞きます。仕事は個人の好みがあるのでうまくいかない部分もあると思いますが、

これをどのようにマッチングしていくか、ここに行政の仕事があるように感じます。また、湯浅さん

はファームインを２０年前からやっておられて、最近訪れた方々は情報収集の仕方が変わってきたと

のことですが、道内にもファームインが本当に増えました。ファームインというだけで、地元の食材

を使って安全安心でおいしいというイメージがあります。そこにおられる方が気持ちを込めて作って

いらっしゃるので、リピーターが７割とおっしゃったのは、気持ちが伝わり魅力を感じているから、

道外からでもわざわざ新得町まで行くのだろうなと思います。 

（湯浅さん） 

 人の交流は不思議で、先ほど道山さんがおっしゃった

ように不便だから来てくださるということもあると思

います。私たちの時代には、ファームインは口コミです

ごくうまくいったのですが、一方で地域はどうなるかと

いうことをいつも考えます。オホーツクは暗いイメージ

があるというのは、実は北海道の人同士がそういうイメ

ージを作っている気がします。私も農村に住んで農業を

やっていますが、ひと昔前の農業のイメージはとても暗

く、うちの息子たちの子育て時期も忙しすぎて寂しい思

いをさせていました。でも、時代が変わっていくうちにカッコイイ農家も増えたし、豊かな地域の発

信も増えました。だけどイメージだけは昔のままなのではないかと感じています。今、友人たちのい

る猿払村や占冠村などの小さなムラが元気です。ムラの人たちは地域の中に価値を見つけ楽しんでい

ます。そして、その地域の楽しさを発信するやり方は、いろいろあるということです。「良いものが

ここにはあるよ」といった感じです。今、日本全国の観光地で総力を挙げて招いていますが、そんな

言葉はどこも同じです。「おいしいものを食べたければ、ここに来ないと食べられないよ」といった

方が興味を引くのかもしれません。これは「逆転の発想」だと思います。私たちのファームインは、

宿泊が１日１組なので、予約がとりづらいと考えて１年前から予約する方がいました。その逆転の発

想と同じように、イメージが悪いならそれを変えるような仕組みづくりができるかもしれません。今

は、子どもたちに仕事の体験をさせることも可能です。加工現場の人たちは、人が集まらない、それ

はイメージが暗いからだと考えますが、それなら働きたい若者や北海道に来たい若者に、楽しみなが

ら職場体験をサポートしてあげる仕組みを作れる工夫を考えたいですね。 

（高橋知事） 

 先程中神さんがおっしゃった、半農半Ｘスタイル、農業を楽しみながら別のこともやるという提案、

そういう発信もしていくと良いと思います。今、農業は成長産業ですから、暗いイメージは昔のこと

で、今一番成長する産業として若い方にも中高年の方にもどんどんやっていただきたいと思い、道庁

でも一生懸命推進しているので、このような新しい提案をしていくことも大切ですね。 

（湯浅さん） 

 先程後藤さんがおっしゃっていた、個人ではソーシャルビジネスというイメージがあるのですが、

うちに来た方は、ファームインのホームページだけでなく観光雑誌を調べたり、新得町のホームペー

ジも調べたりしています。ということは、みんな個人の情報を再確認したいのだと思います。ですか

ら、個人である後藤さんが「知床のここが素敵だよ」と発信すると、羅臼町のホームページも調べる

方がいるし、道のホームページを調べる方もいます。いくら口コミでも、日本人は信頼しあう関係を
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求めているので、みんなが同時に情報を共有することがすごく大事だと思いました。 

 

◆話題②「優れた人材を確保・育成するためには」 

（中神さん） 

 先程、職のマッチングや、仕事がないといった話がありま

したが、私は今年、地域おこし協力隊になってふるさと納税

を担当し、顔が見える特産品ということでストーリー付けを

して情報発信したところ、納税額が過去１年間の寄付金の６

～７倍まで増えました。結局、地域の資源を活用できるスキ

ルを持った人をどのように集めるか、育てるかということが

すごく大事だと思います。今、クリエイティブ人材の移住促

進ということを考えています。例えば十勝では、食品製造業

の付加価値率は２６．１％で、全国平均３４．７％に対してすごく低く、第一次産業をそのまま出し

ている状態です。もっと六次産業化するには、第二次産業や第三次産業を実践できる人材が必要です。

企画、マーケティング、デザイン、プロモーション、販路開拓、そうしたことができる人材が必要だ

と思います。このようなスキルのある人たちを呼び込む方法として、２点あると思います。一つは、

そうした人たちのニーズをきちんと把握して、サービスやプロモーションを行うことです。例えば、

私は首都圏で２０代から３０代の十勝出身者６０人くらいのコミュニティを作っていましたが、そこ

で半農半Ｘスタイルの話をするとすごく盛り上がります。また、可能なら二地域居住をしたいという

希望もあります。そういう彼らのニーズをしっかり掘り起こしていきたいです。あと、今はパソコン

一つあればどこでも働けます。首都圏にいる若い人たちで、リーダーズとかノマド（遊牧民）ワーカ

ーという人たちがたくさんいて、その中で移住先を決めていない人が半分います。そういう人たちに

移住してもらう条件として必要なことは、ＩＴインフラの整備と、コワーキングスペースやシェアオ

フィスのように、同じ場所で情報交換しながら働ける場所です。大樹町では、国道沿いしか光回線が

通っていないので、ＩＴインフラの整備をぜひ行政にお願いしたいです。もう一つの方法は、働き方

や住まい方の多様性を認めることです。「定住してください」とよく言いますが、私は定住でなくて

も良いと思います。例えば、二地域居住です。私もそれが理想で、東京と十勝を行ったり来たりする

ライフスタイルです。夏の暑い時期だけ避暑のために十勝に来てもらうなど、色々な住まい方を提案

することも良いと思います。また、働き方の面では、収入の問題が大樹町に帰ってくるときの大きな

課題で、私は移住してから世帯年収が半分以下になったのですが、ここを解決する方法はマルチワー

クだと思いました。今年の人材業界のテーマが「複業」、複数の仕事をすることですが、一つの仕事

で３０万円稼げなくても１５万円の仕事を２つやったり、１０万円の仕事を３つやれば月収３０万円

を確保できます。このような働き方を、企業側も許可できるような制度が整えば良いと思っています。

こういったことを考えながら、行政の方々と一緒に移住促進を考えています。 

（道山さん） 

 中神さんがおっしゃるとおり、定住ではなくても、ちょっと来て働いていただき、さらに楽しんで

いただくということができればいいなと思います。自分が若いときも、そういうことを思い描いてい

ました。私は「リタイア世代」と書いたのですが、自分の親が、自分が忙しいときに来てくれて１～

２か月仕事を手伝って帰っていったのですが、そのライフスタイルがとても良いと言っていたのです。

その後、自分の方から、そんなに良かったのならお祭りの忙しい時に仲間も誘って何人か連れて来て
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と、旅費はそこで稼いだバイト代で出すからと言ったら、本当に何人か来てくれて、決して儲かって

はいませんが十分楽しんで帰ってくれました。リタイア世代でも、十分労力として働けるパワーとス

キルを持っています。例えば、網走市出身の方で、首都圏や札幌でお仕事されていたけれど現在リタ

イアされていて、実は故郷がとても気になっている、身内や仲間もいる、ちょっと帰りたいなと思っ

ていて財力や余力がある方やない方、いろいろあると思いますが、夏の涼しい間だけでも実家にちょ

っと泊まって親の面倒を少し見ながら、観光案内のお手伝いをしていただくとか、そういうご提案が

できないかと思っています。これは、市町村会にお願いすればよいのか、どういうルートでお願いし

て募集したらよいのかわかりませんが、こういうリタイア世代の中にもすごくスキルのある方がいら

っしゃると思います。先程のお話にもありましたが、デザインができる方ももちろんいると思います

し、コミュニケーションが上手な方もたくさんいると思います。道外の観光客の方で、「すごく自然

も良いし食べ物もおいしいけれど、サービスがなってない」と言われる方がいますが、例えばそうい

うサービスをたくさん受ける地域に住んでおられる方は、どういうニーズがあるのかとてもよくわか

っていると思うので、そういう方に来ていただいて地元の良さを知っていただいたら、かゆいところ

に手が届く形のサービスができるのでは、と思います。あと、中神さんがおっしゃった半農半Ｘもそ

うですが、女性の生き方はすでに半農半Ｘに似ていて、仕事をしながら家事もしながらママもやり女

もやる、それが許される世界にぜひなってほしいなと思います。うちは大きい企業ではないので細か

い決まり事はないのですが、介護や夫の病気など色々な事情を抱えた女性ばかりで、それぞれが「あ

の人が休んだら困るのよね」という感じではなく「いいよいいよ」という感じで、なんとか補い合い

ながらやれています。この環境が、社会全体で実現できればいいなと思っています。法的な整備など

はどのように行ったら良いかわかりませんが、もしそれができたら、十分働けて能力もあるけれど家

庭におられるという方々に、少しでも活躍してもらえる機会を作れるようになると思います。また、

ふるさと納税ですが、ふるさと

納税をしてくださる方は、どう

いうきっかけかはわかりませ

んが何かしらその土地に興味

を持ってくださっていると思

いますので、そういう方に対し

てショートステイワーキング

や地域のイベントの手伝いな

ど、観光だけでなくそういう働

き方のご案内ができないかな

と思っています。その情報発信

の仕方について、もう少しみな

さんの話を聞いてみたいなと

思います。 

（橋爪さん） 

 若い女性の中には、農業に興味を持って「やりたい」という方もいますが、行う場所がないという

ことが一番の課題です。十勝で就農したいけどどうやったらできるのか、自分たちだけの力でやって

いくのは難しく、嫁に行くしかない状況です。若い女性でも、自力で就農できる環境を作っていただ

けるといいなと思います。 
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（高橋知事） 

 男性で、農業に暗いイメージの方をお持ちの方もいるかもしれませんが、一方で農業に参入したい

方もおられると思います。ゼロから就農する時には、男性も女性も条件は一緒だと思いますが、女性

の方がより障壁が高いということでしょうか。 

（宮竹さん） 

 新規就農には、家族のことが関わってくると思います。女

性が就農する時、結婚して農家の嫁になる場合は元々あるも

のに入っていきますが、男性は、ゼロから就農して家族を食

べさせていけるのか、という視点で違うのかもしれません。

皆さんは、農業という形のあるものに携わっておられますが、

私は普通の家族が北海道に住みたいと思って移住していま

す。その時、一番の問題は経済的な面で、何の仕事をして収

入を得るのだろうと考えましたが、人形作家として生活でき

ています。今、農業の話がいろいろ出ましたが、北海道は農業だけではないということをＰＲした方

がよいと思います。道外の方には不便な場所だと思われていますが、それを逆手にとって「不便だけ

ど意外と良いわ、思ったほどではないわ」というような発想の転換で、不便なことが良いのだという

ＰＲがあっても良いと思います。うまく言えませんが、食が良いとか景色が良いとか、これは全国各

地で定住者を集めるために同じような宣伝をしていますが、北海道は他と飛び抜けて違う、「えっ」

と目にとまるようなＰＲの仕方が必要なのかなと思います。 

（道山さん） 

 橋爪さんに質問ですが、農地を借りるときは、男性でないと借りられないのですか。 

（橋爪さん） 

 いえ、どなたでも借りられると思います。しかし、借りる方は見ず知らずの地主さんにいきなり「貸

してください」とは言えないし、地主さんも見ず知らずの方には貸さないし、農地は一般の方では買

えないので、本当に難しいと思っています。 

（高橋知事） 

 一般的には、研修施設に入って、すでに営農しておられる農家さんのところで実習というかたちで

指導を受けながら農業を学んで、お金も融通してもらって少しずつ農業を始めていくもので、新規参

入の時にはそういう苦労が男女ともにあると思いますが、特に女性は、そんなややこしいことをやる

くらいなら農家の嫁になった方が早い、ということになるのかなと思います。 

（湯浅さん） 

今、知事のお話に出ていた研修施設は、新得町のレディースファームスクールですね。そこを卒業

された研修生たちは、創立以来２０年の歴史の中で６０％の方が地元に残り、町や農業の大きな助け

になりました。その中で、新規就農した女性もいます。知事もおっしゃったように、新規就農に対す

る支援は手厚くなりました。うちでもそうでしたが、研修生は実習である程度仕事を覚えられるし、

独立するための資金もあります。しかし、一般の方が新規就農する時の相談窓口は、あまり知られて

いません。役場の窓口で丁寧に教えてくれる町もあり、東川町のように今、移住者が多い所は町を挙

げて協力してくれるのですが、役場以外の関係機関はわからないという人が多いです。農業委員会な

どとも関われるように、いろいろな制度との組み合わせについて、間に入って支援してくれる方が必

要だと思います。 
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（高橋知事） 

 相談を受ける側の方々が、情報を共有することが重要ですね。加えて、ファッションも重要だと思

います。農業に限らず、おしゃれをしながら仕事をすることは、女性の夢ですものね。 

（湯浅さん） 

 今、農業に携わる方々は、とてもおしゃれになりました。草取りなどの農作業スタイルにしても、

とても素敵です。そういうファッションを先導してくれるアグリファッションやはらぺ娘など、若い

方々がとても元気に農業を明るく表現してくださるので、皆さんがおしゃれで楽しい雰囲気になって

います。私たちの時代は、周囲と同じ格好をしていないと恥ずかしいといわれる時代でしたが、今は

そういう心配は全くないので、いくらでもおしゃれに個性的に生きてほしいなと思います。 

（高橋知事） 

 後藤さんのところは水産の町ですが、ファッションの方はどうですか。 

（後藤さん） 

 男性は、長靴にカッパ姿というのが多いので、女性にはそれは広まっていません。しかし、地域に

あこがれの人がいるということは、すごく大事だと思います。「また来たい場所には、また会いたい

人がいる」ということを、ガイドの仕事をする上で特に大事にしたいと思っています。魅力的な人が

いることが、地域の活力にもなると思います。例えば、魅力的な人のライフスタイルを提唱するよう

な、「あの人のファッションをまねしたい」などと思えるような情報発信の仕方がすごく大事だと思

います。私たちの世代やそれより若い世代では、仕事を自己実現や自己表現ととらえている方が多く、

やりたいことをやって社会的に認めてもらいたいとか、仕事を自分の生き方として表現したいと思っ

ている方がすごく多いと思います。先程のお話しでもあった半農半Ｘなど、自分の思いを実現させる

色々な生き方や働き方のスタイルがあっても良いと思います。新規の起業については、私の周囲にも

起業したいという方がたくさんいま

すが、具体的にどのように起業して良

いのかわからない方が多いです。資金

がないなどの色々な悩みを、どこに相

談したら良いかかわからずにいます。

起業を促進することも大事ですが、起

業した後の支援もとても大事で、その

支援を行政や自治体の方にお願いし

たいです。起業したい方に、その事業

に関係する地域の方の情報を併せて

教えてもらえたら、起業してみようか

なと思うきっかけになると思います。 

（宮川部長） 

 これまでのお話の中で、起業したい時にどこに相談したら良いかわからないという内容が多かった

ので、道の相談窓口についてご紹介します。昨年１０月から「北海道女性の活躍支援センター」とい

う、総合的にお話を伺って相談を受ける窓口を設置しました。電話相談も受け付けており、相談内容

に応じた各種窓口のご紹介もしています。まだまだＰＲが足りないので、さらに情報発信していきた

いと思います。 

（高橋知事） 
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 現在、北海道は人口が減少しているので、移住、Ｕターン、Ｉターン、Ｊターンなどを促進しなけ

ればならないと考えていましたが、今のお話の中で伺った「二地域居住」、大樹町に住みながら一方

で東京にもアパートを借りるという、これは今まさに活躍されている若い方の発想だなと思いました。

もう一つは「マルチワーク」、一つの仕事では収入が低く生活ができないから諦めるということでは

なく、いくつかの仕事を掛け持ちするということ、実際に行うのは大変だと思いますが、そういう柔

軟な発想で地域での住み方を考えるということは大切で、我々も頭を柔らかくして色々考えていきた

いと思いました。 

（中神さん） 

 そういう多様な働き方が、これからは主流になっていくと思います。私は、前職ではテレワークと

いう方法で、物理的な距離に全く関係なくアメリカやヨーロッパの方と一緒に仕事をしていましたが、

これを大樹町でもできると思っています。そのためには、ＩＴインフラの整備やテレワークのシステ

ムの導入が必要です。例えば、マルチワークで２つの企業に半分ずつ所属する場合、企業のセキュリ

ティの問題もありますし、まず企業がテレワークを導入していないと成り立たないので、そこは行政

と各企業のサポートがあるといいなと思います。また、先ほど申し上げたクリエイティブ人材の移住

促進に関連して、今年いくつかトライアルしていることの一つとして、「スキルと物の交換」があり

ます。例えば、大樹町の特産品のパッケージをより良いデザインに変えようとした時に、デザイナー

に依頼する予算がないので、首都圏で働く十勝出身のデザイナーとマッチングして、新しいデザイン

を依頼しました。その時は、和牛の農家さんだったので、報酬としてお金ではなく報酬に応じたお肉

を贈るという形で、「スキルと物の交換」をしました。このマッチングの際に大事なことは、１～２

回は現地に来ることです。デザイナーは、実際に農家さんに会って、話をして、牛がどう育てられて

いるかを見ないとデザインには表現できないということで、現地を数回訪問してもらいましたが、今

回その航空賃はすべてデザイナーが自己負担してくれており、この航空賃の負担が軽減されれば、北

海道における「スキルと物の交換」は、色々なところで活用できると感じています。航空賃の負担を

軽減する方法として、例えば行政と農家とデザイナーとで３分の１ずつ折半できれば、すごく安くな

ります。また、ふるさと割引のような、

地域貢献をしてくれる人に関してはプ

ロジェクトに参加したらマイルがつく

とか、料金が半額になるなどのサービ

スがあると良いなと考え、ＪＡＬに問

い合わせしたところ、現在そのような

サービスはないが行政が関われば可能

ですと言っていたので、これをぜひ行

政に提案したいと思います。北海道出

身の方は、北海道に対する愛がものす

ごく強いので、喜んでやってくれると

思っています。 

（高橋知事） 

 テレワークに関連して、昨年総務省の「ふるさとテレワーク推進のための地域実証事業」として、

別海町の旧光進小中学校跡地に別海町テレワークセンターを設置して、日本マイクロソフト社がある

東京都から職員の方数名に来てもらって、テレワークを実施しました。私が、遠いから不便でしょう
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と尋ねたら、そんなことはない、自分たちの本社は時差のあるアメリカで、東京都で会議をする際に

も、時差があるからといって２４時間会社にいるわけではなく、自宅に帰ってパソコンでやりとりす

るので、東京都でも別海町でも仕事は一緒だと話していました。今の時代、北海道は首都圏から離れ

ているから不利だという発想は、我々北海道の人間がまず変えていかなければならないと、しみじみ

思いました。自由度を高めるツールはどんどん広がっていますが、まだそれを十分に活用できていな

いので、これから活用していけたらと感じています。 

 

◆話題③「その他、全体的な意見」 

（湯浅さん） 

 北海道で暮らした人たちは、北海道は魅力的だということをインプットされます。ファームインに

いらした方々も、自分が住んでいなくても北海道を愛する気持ちになり、それがあるからふるさと納

税も多いし、何かあった時には助けてくれます。今、北海道にいる子どもたちに魅力を教えることで、

人を呼び込むことができるようになると思います。北海道に住んでいる子どもや若者が、いずれ道外

に出て行っても必ず戻ってくるような、北海道にはそういう不思議な魅力があると感じます。うちの

地域は子沢山で、子どもが増えています。レディースファームスクールの影響があるのかもしれませ

んが、若い女性が集まるところにはなぜか男性も集まり、そこに子どもたちもいて地域が活性化して

います。子どもの頃から自分の地域を知ることがすごく大事で、知ることで愛着を持つようになり、

いずれ北海道に戻ってくることにつながります。人を作るという意味でも、若者も子どもも自分の地

域を知ることが大切だと思いました。私が、グリーンツーリズムを勉強し始めて北海道、十勝、新得

町を好きになったのは、地域のことを

学んで知ったからです。歴史も含めて、

こんなに素晴らしいところはないと思

いました。私は全国各地に仲間がいま

すが、会いに行くとそこにはまた自分

の地域を愛するすてきな人たちがいま

す。地域に住んでいる人たちが、また戻

ってきたいと思えるような地域の魅力

を、後の世代にきちんと伝えていくこ

とが大切です。外から呼び込むことも

必要ですが、まずは今いる子どもたち

に地域の魅力を伝えながら育てていき

たい、と思いました。 

（後藤さん） 

 私も、地域の子どもを育てるということはすごく大事だなと思っています。地域の人たちに魅力を

聞くと、「何もないよ」とおっしゃいます。しかし、私は移住してから、何もないことこそ人を豊か

にする、すべてがあると思って暮らしています。今の時代だからこそ、大自然に囲まれた北海道らし

い生活、それこそが豊かな生き方だと思いますが、地域の人たちにとっては当たり前の生活なので、

その魅力に気づいていません。例えば、羅臼町では、夜に窓を開けるとシマフクロウが鳴いていたり、

玄関を出ると大空にオオワシが舞っていたり、子供たちは通学路にヒグマの糞が落ちていることが当

たり前の風景ですが、その当たり前、普通ということが、世界的な価値観で見るととても貴重な風景
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であるということをきちんと知ることが大事で、それこそが地域を守ることにもつながっていくので

はないかと思います。郷土愛を育てるためには、地元での教育がすごく大事です。道民は地元を愛す

る気持ちが強いと思いますので、一度地元を離れて首都圏で暮らした方が、やっぱり地元ってすごか

ったな、良かったなということに気づいて戻ってくるという、Ｕターンの方を増やしていくべきです。

私たち移住者の役目としては、地域の方たちから見ると普通のこと、当たり前のことが実はすごいこ

とで、そこに魅力がたくさん埋まっているということに気づいて発掘すること、また、地域の方たち

とつながって、先人がどのように暮らしてきたのか、そこに受け継がれてきた話や文化、歴史などを

発掘し産業や観光などとマッチングさせることにより、移住者と地域の人がお互いに魅力を認め合う

ことが、地域の活力を生み出すことにつながると思います。 

（道山さん） 

 若い人たちが都会へ出て行ってしまう理由としては、

地元のことを収入という物差しだけで見ていたり、やり

がいを求めたり、自分の見たことのない世界を見てみた

いという願望など、色々あると思います。何が足りなく

て地元に残ってもらえないのか考えた時、私が青年海外

協力隊としてネパールで２年間活動していた時に滞在

した、シェルパという民族の村のことを思い出しまし

た。エベレスト山のトレッキングルートの入口に近い村に住む民族で、カースト制度では一番下の階

級なので義務教育を満足に受けられないのですが、その民族のすごいところは、ほとんど全員がエベ

レスト山のガイドをやって外貨をどんどん稼いで、自分たちで道路や学校を作り、病院もスイスから

援助を獲得して首都圏よりも素晴らしいものを作っていたのです。その村からはみんな離れず、離れ

てもまた帰ってきます。教育面では、不十分なところもあるので海外に出て行く人もいますが、義務

教育よりも高度な教育を受けられる学校を作っています。北海道から首都圏に出て行く原因の一つと

して、網走市では、高齢者が「除雪はできないし病院も近くにあった方が良い」と言って札幌へ出て

行ってしまう場合があるので、例えば網走市で優れた医療を整えることは難しいかもしれませんが、

医療面を少しでも整備すること、除雪などの生活援助を充実させることなどが必要だと思います。ま

た、地元で収入を得る方法として、第一次産業が活性化している時期に就労先をもっと整備し、それ

により就労先の選択肢が広がれば、住みたい場所に住みたい条件が整い、地元に残れると思います。

具体的にはどのように実行したら良いのかわかりませんが、生活面と収入面での環境が整えば、シェ

ルパ族の村のように人を呼び込み・呼び戻すことができるのではないかと思います。シェルパ族は、

標高 3,800mと高くて不便な場所にありますが、村は存続しているしインフラも整っています。一方、

網走市は、自然は素晴らしいし人も素晴らしいのですが、暮らしやすい環境が整っているとは言えま

せん。自分にも息子がいるので、彼らが自立する時のことも考えますが、何かが足りないから出て行

ってしまうのだと思います。地元が気に入って残ってくれる時に、自然や人が良いだけではなく、漠

然とした表現ですがそこにいる意味や価値という面で他よりも勝るものが何かあったら、地元に残り

たいと思う大きな理由になると思います。 

（高橋知事） 

 オホーツク管内の病院では、主要な市以外の地域で苦労しておられるところもあると思いますが、

網走市には、網走厚生病院が総合病院として診療科も多くありますし、収入面では、水産業が全道の

中で比較すると高収入を得られる産業です。しかし、網走市からも若い人たちは出て行ってしまう、
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何が足りなくて出て行ってしまうのでしょうか。 

（道山さん） 

 網走市が、高収入で潤っているようには見えません。水産物も農産物も、ほとんどが札幌の市場に

出荷されてしまって地元の店にはなかなか置いていない状況です。一般的なスーパーはありますが、

観光客が来てくれるような市場もないので、地元のものを扱うマルシェをやろうと企画しましたが、

農家の方に「繁忙期の忙しい時にできない！」と断られ、企画と実施をマッチングさせることの難し

さを感じています。それでも、毎年４０～５０件ほどの農家に出店してもらってマルシェを開催して

いますが、それだけでは若い方が地元に残る理由にはなっていません。 

（高橋知事） 

 マルシェは、一つの試みとして良いことだと思います。釧路市

の和庄市場や函館市の朝市が、観光スポットとして成功していま

すよね。地域で意欲のある方々が、小規模ずつでも何か始めてい

くと、そこに観光客が集まり、さらに輪が広がっていくというこ

とがあると思います。今回のマルシェのような観光振興事業に

は、振興局もきちんと関わっていますか、オホーツクではどうで

すか。 

（道山さん） 

 振興局の方は、マルシェを見に来てくださいますし、商品にも

ご意見をいただいています。マルシェに関して言えば、地元の生産品の提供の仕方を考えたりする機

会にはなっていると思いますが、定期的な開催にまで至っていないためマルシェをきっかけとした集

客にはまだ課題があります。また、素材の良さを味わってもらえるような観光客向けの素敵なレスト

ラン（東川町にあるような）や、販売店が少ない気がします。飲食店などで提供しているものと地元

の方が実際に食べているものが違う気がします。食べて本当においしい、地元の味は飲食店ではあま

り提供されておらず、近所のスーパーで材料を購入して家で作って食べた方がおいしい場合がありま

す。網走市ではキンキが名物で、キンキのおいしい店はどこかと考えると、街には一応お店はありま

すが、一般の方に紹介する時には、家に来てもらった方がおいしいキンキを食べてもらえるかもと思

ってしまいます。年に数回でもマルシェを活用して、地元の素材を使った、地元の方の家庭料理を提

供できるようなそんな機会を作っていくのもいいかもしれません。 

（高橋知事） 

 マリンツーリズムとして、漁業におけるファームインのような仕組みを作って、地元の方が本当に

おいしいと思うものを提供するのはどうでしょうか。 

（道山さん） 

 第一次産業を営んでいる方々は、水産業も農業も収入は大変高く、サラリーマンよりとても豊かで

す。ですから、そんな新しいことに時間を割くことは面倒だという意見もあります。 

（高橋知事） 

 しかし、先程中神さんがおっしゃったように、素材の良さだけで都市部に流出させてしまったら、

地域に富が残らないので、加工やサービスを工夫し、デザインを良くしておしゃれにするなどして、

地元の生産者だけでなく第二次産業、第三次産業の方々も高収入を得られるよう、素材の付加価値を

いかに高めるかが重要で、能力の高い人材を呼び込んでそういう地域にすれば、地域全体も活性化さ

れると思います。 
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（道山さん） 

 やりたいと思った人ができる環境があれば良いと思いますが、地元と全く縁がない方がいきなり入

ってくる難しさも実感しています。地元に縁のある首都圏の方たちが、１年の半分くらいの期間でこ

ちらに滞在していただけるのであれば、加工する材料は山ほどあるので、アイディア次第で本当にお

いしい加工品を作れると思います。 

（湯浅さん） 

 今は、仕事をする場所と生活をする場所が離れてしまって、豊かさの価値観が変わってきたために、

若者たちが首都圏へ出て行ってしまうのだと思います。地域で仕事をすると郷土愛にも繋がりますし、

自分たちの子どもがここで育ったら幸せだな、ここの町は豊かだな、この地域の人たちみんなと仲良

くしたいな、未来を語りたいな、という前向きな話をしていくことが大切です。それは、色々な人を

巻き込みながら、色々な場所でできることだと思います。これからの時代は、地域の人たちがそうい

った知恵を出し合ったところに、行政の力も借りて情報交換しながら一緒にやるということが必要で

す。中神さんのような色々なアイディアが出た時に、振興局も協力していますよ、道庁でもこんな情

報を出していますよ、というように公的な情報が発信された時に、自分の地域のことをよく知らなく

て外に出ようと考えていた方が、気がついてそのまま地域にいてくれたら嬉しいですし、それは子ど

もたちにも繋がります。

見方がちょっと良い方

に転換したら、イメージ

が変わると思います。本

日ご出席のみなさんを

はじめ、これだけ良いと

言ってくれる人がいれ

ば絶対大丈夫ですから、

みなさん諦めないで繋

がって、情報発信を続け

ましょう！ 

（中神さん） 

 私自身、地域おこし協力隊の仕事をしていて感じることは、移住でも観光でも、地域にキーパーソ

ンがいると思います。ここにいらっしゃるみなさんがそうだと思いますが、この方はすごくおいしい

ものを教えてくれる、この方は起業の相談に乗ってくれる、この方は地域での振る舞い方やマナーを

教えてくれるなど、地域と関わることで知ることができます。しかし、地域でキーパーソンを探すこ

とはとても難しいので、可視化されているとおもしろいと思います。例えは、道内キーパーソンネッ

トワークのようなものを、民間企業だけでなく行政が関わることで、作ることができると思います。

北海道には移住者の方がたくさんおられますが、北海道に人を呼び込むためには、北海道に移住され

た方が首都圏で移住を検討されている方のところへ行って、北海道の良さをダイレクトに伝えるのが

一番早い方法だと思います。もし私が伝える立場でしたら、冬でも楽しく生活できることを説明しま

すし、「収入が下がるけれど大丈夫ですか」と聞かれたら、複数の仕事に就く方法もあるし、その方

が一つの企業に所属しているより絶対におもしろいと、情熱を持って伝えます。このように、北海道

の魅力を伝える方たちのネットワークができると、道外向けだけでなく道内でも色々なことに活用で

きると思います。 
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（高橋知事） 

 今回の懇話会において、このようなメンバーの方々と意見を交換したしたということを道のホーム

ページで情報提供すると、見ている人が必ずいます。そうすると、羅臼町のことは後藤さんに聞けば

良いと思って後藤さんに連絡が行き、後藤さんからは、道から情報を得た方がうちに来たと情報が発

信されて、そこからまた双方向の情報の交流ができるかもしれませんね。 

（宮竹さん） 

 私は、夫婦で人形展を開催していますが、個人で活動していますので、仲間がいないことで自由に

活動できる反面、横のつながりが少なく発進力が弱い面があります。事前に告知する力が足りないの

で、お客様には一つの会場にしか来てもらうことができない場合もあります。パソコンは便利ですが、

私は操作が苦手で、同世代の方では、私と同じようにパソコンをなかなか操作できない方もいますの

で、何かを始めようとした時に、年齢を問わずに利用できるような、実際に顔の見えるところで相談

し、後押ししてくれるような行政の窓口が必要です。そして、窓口を訪れた時には、個人でパートナ

ーがいないからできないということではなく、北海道の良さを売り込みたいという内容が行政の目指

している方向性と同じであれば、ぜひ協力して後押ししていただきたいと思います。若い方は、アイ

ディアがあって新しいことをどんどん始められる方もいますが、年を重ねたからこそできることもあ

ると思います。年齢に応じて情報収集できる方法があると、あの人がやっているから私にもできるか

もしれないという希望が持てるし、行政からも世代を問わずに後押ししていただけます。最初は一人

でも、年齢を重ねて続けていくことで、だんだん人を巻き込み広がっていけます。 

（橋爪さん） 

 私はずっと帯広市にいたので、帯広市や以平町の良さがわからないまま育ちました。主人と出会っ

て、この地域で生活できることが素晴らしいということに気付いていないのはもったいないことだと、

改めて感じました。道外では、「北海道」と名前が付くだけで反応が全然違いますし、せっかく北海

道というブランドがあるのにこの良さを生かせていないので、これからの子供たちにも引き継いでも

らえるような魅力のある活動を発信していきたいと思います。 

（高橋知事） 

 本日は、皆様から貴重なご意見やご提案を伺うことができました。どうもありがとうございました。 

以上 


