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に行 ったりしてまだまだ活気 があ りま した。当時 は

わけ ではな いので、皆が喫茶店 で話を したり、遊 び

が終わ ると当然街 の中 に来 て、勉強 を頑張 って いた

は中心街が柏葉高校 から近 い所 にあ った ので、学校

が当 たり前だと思 って いたよう ですが、 私 にと って

そ こで商 売を して いる人、暮ら して いる人が考え る

と、中心街 のことを考え る のは中心街 のいる人達や

な ん て全 くあ りま せん でした。中心街 の人から みる

の街をどうす る のかと考え る こと自体 に特別な意識

同 じ様な若 い世代 の仲 間が いて、 そ の人達 が自 分達

ま したが、中心街がどうな ると いう よりは、 そ こに

てくれ ると いう ことだけ でもあ りがた みを感 じ て い

た ので農業従事者 が帯広 の中心商店街 のことを考え

へ入会 した のは ２８歳 から ですが、農業 をや って い

ので青 年会議所 には入会 して いません。青 年会議所

時 でした。 もち ろんそ の時、僕 は農業 をや って いた

う ことだ ったと思 います。 それが ２２歳、 ２３歳 の

て いた のが、 おそらく中心商店街をどうす るかと い

るとな かな か難 し いのですけどね。僕 が最初 にや っ

火 ノ川先輩 以下火 ノ川） まちづくり の話と言われ

し ょう か。

まちづくりに ついてお話を聞 かせ て いただけます で

いの名言を残さ れ て いる中 で、火 ノ川先輩 の考え る

れますが、 「
まちづくりが趣味 であ る。」と いうぐら

言えば まちづくりと いうと いうと ころが イ メージさ

も拝 見さ せ て いただきま した。 まず、火 ノ川先輩と

テー マで、私も火 ノ川先輩 の略歴、さら には年報等

あ りがとうござ います。今 回、 地域 の可能性と いう

金澤理事長 以下金澤） 本 日は御多忙 の中、本当 に

質 はそんな には変 わ って いな いと思 いま し、 そ のス

中 のまちづくり の原点 とな って います。今 もそ の本

をや る ことがただ楽 し いこと でした。 それが自 分 の

かと いう のを考えながら、 お酒を飲 ん で色 々な事業

話 した様 に友達や仲 間と自 分達 の街をどう した いの

の感覚 ではただ ただ楽 し いも のです。 それ はさ っき

言 って いま した。趣味 と いう のはや っぱ りそ の当時

と でした。だ から自 分 は 「
まちづくりは趣味だ」と

そう い った ことを考え る こと自体 が、昔 は普 通 のこ

と考え ると、 それ は現代 に住 ん で いる人達 ですが、

から未来 に対 して自 分達 の顔 って 一体何な のだ ろう

恵 と勇気 を皆 で投 入 した場所と いう こと です。 過去

のだ。」と いう ことを決 め て、税金と アイデ ィアと知

そう い った人達 が 「
ここが自 分達 の街な のだ、顔な

た いな農業をや って いる人が当然 入 ったりしますが、

考え た方 々が いて、 それ に賛 同す る人が いて、 私 み

アを 「
ここを中心商店街 にしま し ょう って」言 って

うだ し、 それ は自 分達 の税金 であ ったり、 アイデ ィ

ず っと約束 してきたも のな のです。 過去もず っとそ

け のも のではな いのです。 これ は過去 から未来 へと

す。 も っと深く言 いますと、今住 ん で いる人たちだ

帯広 で暮ら して いる人達 みんな のも のだとも思 いま

人達だと は思 います。それ は素晴ら し いこと ですが、

誰 のも のな のかと言うと、中心商店街をや って いる

ら して いる人達 のも のだ から、帯広 の中心商店街 は

たりしま したが、街 は誰 のも のでもなく、 そ こに暮

く話す 人が いたり、自分達 の中 で考え る ことがあ っ

ら、街 は誰 のも のな のか って いう ことをそ の頃、 よ

街を考え る こと自体 が凄 く自然 な こと でした。だ か
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年会議所 に 「
こ っち に来 た方 が いいのではな いか」

えず に入会 しま した。 それ で１年経 過 して、帯広青

に良 いです よ、や りま し ょう」と いう こと で何 も考

れ、もともと 一緒 にまちづくりをや って いたから 「
別

て いる団体 があ る のだけどや ってみな いか」と言わ

た人が 「
芽室青 年会議所と いう、 まちづくりをや っ

りま せん でした。 そ のとき に、 たまたま誘 ってくれ

山 いたけど、 入会 に関 してはあまり考え た ことがあ

周 りに青 年会議所 の先輩や 当時 現役だ った人達 が沢

な 人と話すわけ ではな いです から、今 から考え れば

す し、まちづくりをや って いても、そ の肩書き で様 々

いと しては最初 です。 田舎 に いたと いう のもあ りま

一緒 に入ろうと いう ことが、青 年会議所と の付 き合

くりをや って いた仲 間が芽室青 年会議所 に入るから

火 ノ川 青 年会議所 に入ろうと思 った のは、 まちづ

はど のような 理由だ った のでし ょう か。

で、青 年会議所 に入ろうと思 ったき っかけと いう の

たが、青 年会議所 に入会す る前 に活動さ れ て いる中

街 の活性化 に対 して活動さ れ て いたと いう こと でし

金澤 青 年会議所 に入会す る前 から そう い った中心

いと思 います。当たり前すぎ る こと です からね。

らや って いる のに、 それを説明す る のは意 外 に難 し

答え る のは難 し いです よね。好きな ことを好きだ か

長 にと ってサ ッカー は何 です かと聞 かれたら意 外 に

金澤理事長 はサ ッカーが得意だと思 いますが、 理事

あ んまり特別な意識 はあ りま せん。趣味 です から。

にご くご く普 通 のことだと考え て います。だ から、

と思 います。自 分達 の街をどうす る のかを考え た時

タート地点 から始 ま って いる のが僕 のまちづくりだ

り ですと か、帯広市 に補 助金 を お願 いしたり ですと

今 とな れば、誰 かに スポ ンサーと してお願 いを した

な いので、どう にかして生 み出さなき ゃ いけません。

すが お金がな い。 お金 って勝 手に出 てく るも のでは

くさ んあ ります。 面白 いこともたくさ ん思 い つきま

て いてもまず お金 はあ りま せん。や りた いこと はた

いて 一番困 る こと は、どれだけ若 い人たちが集 ま っ

ま した。驚愕 したと いう のは、 まちづくりをや って

てあ った かも知 れま せんね。 ただ、 入会 して驚愕 し

然障害 はな か った ので、 そう いう ことが年報 に書 い

て、最初 はそ の人に言われた から 入会 した ので、全

火 ノ川 自分 は、残念ながら そう いう思 いではなく

います。

６０年間続くと いう のは本当 に凄 いことだと思 って

帯広青 年会議所 は今年 で創 立 ６０周年を迎え ますが、

青 年会議所 に入会さ れた のかなと思 って いま した。

間が いると書 かれ て いた ので、 そう い った想 いから

して潤 沢な資金があ り、 これだけ賛 同 してくれ る仲

いる箇 所があ りま した。 そ の中 で青 年会議所 に入会

な かな か先 に進 めな いと いう苦悩 の想 いが描 かれ て

活動 し始 め て いる時 に金銭 面や 運動 の面 にお いても

金澤 火 ノ川先輩 の年報 の中 で ２０歳 の若 い時 から

ては自分 の場合 は珍 し い感 じかも知 れな いですね。

入ります よ。」と入会 しま した。入会 のき っかけと し

たから何 も考えず、す んな り 「
あ ぁ、わ かりま した。

た です し、ど んな 人が いるかも全然知 りま せん でし

年会議所だ から敷居が高 いとも思 った こともな か っ

ですが、あまり深く は考え ては いま せん でした。青

と いう こと にな って、帯広青 年会議所 に入会す る の

ろう か、や りた いこと はあ る のにと か思 った のです

る ことも結構大変な こと です。 どう したら良 いのだ

言 ってもどうや って仲 間を集 める のか、仲 間を集 め

てもた いしたも のにはならな いし、仲 間を集 めると

た。若 い人が １０人集 ま って、 少 しず つお金を出 し

めると言 っても全然大 したも のにはな りま せん でし

な ことを思 い つかな いから、自 分達だけ でお金 を集

な方法が考えられ るけど、当時な んかま ったくそん

か、自 己資金 と いう ことも当然 あ ります よね。色 々

が、青 年会議所 に入 ったとき にメ ンバーが お金 を出
し合 って いると いう こと にまず驚愕 しま した。 それ
が １０万円ず つで帯広青 年会議所 は当時 １５０人 ほ
ど いま した ので１， ５００万円あ ります。 これをま
ちづくり のために自 分達 で考え て使うと いう こと は、
夢 のような世界だと当時 は思 いま した。当然 １年 目
と いう のは勉強 しなければ いけな い時期 です ので、
自 分達 が事業 を組 み立 ててと いう こと はあ りま せん
でしたが、 そ の時 はそれ にしても こ の団体 は凄 いと
思 いま した。本当 にまちづくりをや って いる人 の中

と実感 できたポジ シ ョンや役職 はどれ でしたか。

わ って いく上 で 一番楽 しか ったり、成長 したりした

色 々な ことがあ ったと思 いますが、 まちづくりに携

１２年間 で、苦 しか った ことや楽 しか った ことなど

金澤 帯広青 年会議所 に入会 して卒業さ れ るま で の

け には いかな いなと、 そ のとき心 に刻 みま した。

た。 これ はまちづくりをや る上 でここに入らな いわ

だ から凄 い団体 に入 っち ゃたなとそ のとき思 いま し

できます。 こ の名刺 は凄 いなと本当 に思 いま した。

が できます。 帯広商 工会議所 の会頭とも名刺交換 が

てきます。名刺交換 １ つにしても、市 長と名刺交換

した。 入会 してから少 し経 過す ると段 々と理解 でき

を 一緒 にや ってくれ る こと は本当 に凄 いと実感 しま

ようと思わなく ても、 １５０人も いて、 まちづくり

では夢 のような世界 です。さ っき言 った仲 間を集 め

れ は素晴ら し いことだと思 います。 ただ、 私 の場合

らまちづくり の為 に いた みた いな話をさ れます。 そ

こと の為 に入 った のだけども、最後 に卒業 してみた

から は良 く言われ る こと ですが、最初 は自 分勝 手な

振 り返 って いただきた いなと思 います。 ＯＢの方 々

が何 をす るために入会 した のかをもう 一回皆さ んに

とす る人はそれ でも良 いのですが、 それ でも、自 分

りじゃなく ても自 己研鑽 でも自 分を何 と か高 めよう

います。 そ の点 はそれぞれ です ので、 別 にまちづく

分 は 一体 ここに何 をす るために いた のだ ろう かと思

何 を した いのかが段 々わ からなくな ってきます。自

で ＪＣをや るために ＪＣをや ってしまうと、自 分が

や る こと、 そ して理事長をや る こと、 こ の過程 の中

すが、次 に委員長をや る こと、 そ の後 に副理事長を

ではな い人も沢山 いるから自 分 の場合 と いう こと で

にな ってきます。次 の役をもらう ことが ＪＣをや る

す。す ると、 そ の役職をや る ことが ＪＣをや る こと

思 いま した。 ２年 目や ３年 目にな ると役職 を貰 いま

も いり、さ っき言 った様 にな ん て好条件な団体だと

ちづくりが した いと言 って入 ってみたら潤 沢な資金

を したく て、僕 の場合 はそ のまちづくりが趣味 でま

な ってきます。 不思議 に思 います よね。 まちづくり

な運動や 活動をす ると段 々ＪＣをや る ことが ＪＣに

と思 います。 と ころが青 年会議所 に入 って いろ いろ

たよう にまちづくりをす る上 では素晴ら し い団体だ

にも聞 いて欲 し いのですが、青 年会議所 は私が言 っ

いう意味 と いう のは、 これ は是非現役 メ ンバー の方

これ は、結 構難 し いのです よね。難 し いと

時 は結 果 から言うと、何 一つ上 手く いきま せん でし

員長 の役職をさ せ てもら いま した。自 分が委員長 の

委員長をやら せた ほうが いい」と言 って いただき委

「
彼 はず っとまちづくりをや ってきた から事業 系 の

私を委員長 に勧 め てくれた理事長や、当時 の方 々が

言うと、や っぱ り委員長 の時だと思 います。当時、

今 の質問 にもあ ったよう にど こが 一番良 か った かと

れ では駄 目な のだ ろうなと明確 に思 いま した。ただ、

ら少 しず つ気づ いて いた のですが、 こ のとき に、 こ

こと にあ るとき に気づきま した。 理事長をや る前 か

それ は理事長をや った際 に 「
あ、違 ったな」と いう

が つまらなくな ってきた かなと思 ってしま いま した。

対 して重きを置く のですが、 それゆえ に段 々と自 分

はち ょ っと違 って いて、段 々とそ の役をや る こと に

火 ノ川

こと にな ってきます。本当 はそう ではな いし、 そう

りに いかな いも のだと いう のが、逆 に 一番楽 しか っ

しますけど、自 分 の中 では何 一つや っぱ り思 った通

ま した し、皆と は今 も仲 が良 いし、当時 の苦労話も

た。 しかし、委員会 メ ンバー には凄 く お世話 にな り

出向さ せ て いただ いた経験 の中 で、帯広青 年会議所

公益社 団法 人 日本青 年会議所 北海道 地区協議会 に

ほど ではな いですが公益社 団法 人 日本青 年会議所と

ってほし いと いう ことを残さ れ て います。僕 も先輩

そちら に重きを置 いてしま って いて、 それが理解 で

ルで運動 よりも組織だ ったり、ひとづくりだ ったり、

重きが置 かれ て いて、 ７対 ３と かそれぐら いのレベ

では大 切な要素 にな ります。 現状 ではひとづくりに
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きな いわけ ではな いですが、 も っと運動 にし っかり

めに ここに いた のだと いう ことを思 い返 してくれた

ひとづくりが できれば、それが 一番良 いと思 います。

より公益社団法 人 日本青 年会議所や 公益社 団法 人 日

時期が、委員長を境 目に思 った こと でした。 そ の時

それぞれがきち んと両立 し、 両方 とも し っかりと成

た し、 一番勉強 にな った時だと感 じま した。 理事長

が 一番思 い出 に残 って いるかなと思 います。ぜ ひ現

功す ると いう のが 一番良 いです。今 言われたよう に

と 目を向け る べきな のだ ろうなと いう のは私も思 い

役 の方 々には、 もう 一回考え てほし いです。今や っ

そ の委員会 運営 がち ゃんと しなき ゃ いけな いですと

本青 年会議所北海道 地区協議会 の方 が運動 の比率が

て いる ことが本当 にち ゃんと運動 にな って いる のだ

か、組織 と して の帯広青 年会議所がず っと大 切 にし

をや る際 も当然 そう でしたが、 そ の前 に打ち のめさ

ろう か。 ただ活動す るために私たち は存在 して いる

てきたも のをどうや って守 って いく のかと いう こと

ま した し、帯広青 年会議所 の人数が減 って いる中 で、

わけ ではあ りま せん。 私たち の団体 は運動体 です。

も良 くわ かる のです よね。 そ のようなジ レン マはず

高 いです。本当 にそ の運動が持続 可能な のかと いう

今、 きち んと運動 して いる のだ ろう かと いう ことを

っとあ り続けますが、 それ でもや っぱ りさ っき言 っ

れた のがや っぱ り委員長 の役職だ った から、や っぱ

真剣 に考え てほし いです。 それと自 分を高 めるため

たよう に本質 は運動体な のだ ろうなと思 います。 理

運動 よりもまず ひとづくりと いう か活動 の部分 でし

には、本当 に今考え て いる ことや、 運動 に対 して の

想 はや はり運動を通 して組織 を し っかり見 つめ直 し

のを含 め て、 運動が進 ん で いる中 で組織 がどんど ん

考え方や本当 に最初 に思 った ことや、ど こかで 「
あ、

て いくと いう ことがや はり正 し い形 でし ょう し、 運

り自 分 の中 では過去を振 り返 ると 一番勉強 にな った

こ の人か っこ いいな。」と思え る先輩 に自分 は近づ い

動を 一生懸命行 って いる組織 はや はり強 いと思 いま

っかり委員会 運営 をやらなく ては いけな い部分もあ

て い って いる のだ ろう かと いう ことをもう 一回ち ゃ

す。本当 に運動をきち んと行 って いると組織が成熟

小さ くな ります。最 小単位 の地域 の青 年会議所 にな

んと考え てみた ほうが いいですね。

して いく のではな いかと今 とな っては思 います よね。

と思 った し、 まだまだ これくら いじゃだ めだなと思

金澤 実 は火 ノ川先輩が年報 で 「
最後、卒業 に寄 せ

ただ、どれが正解 かは私 にもわ からな いですね。

ると思 います。

て」と いう こと で記載さ れ て いる中 で、 お話 しさ れ

金澤 や はり青 年会議所 は手段 のひと つで、 そ の手

ると運動と組織、すなわち ひとづくりも青 年会議所

た部分が私 には凄 く深く胸 に刺さ りま した。 現役 メ

段を メ ンバー の視点 がそれぞれ違う中 で見誤らず に

い、 理事長 にな るま でに、自 分が本当 は何 をや るた

ンバー には組織 の中 で活 かさ れ てしま って本質 を見

どうや って地域や会社 に活 かして いく のかと いう こ

それも理解 でき る気 も します。 運動 の中 で

失 ってしま って いる部分があ る ことを今 一度振 り返

たち の街がど こに向 かう か。最終ジ ャ ッジ を しな い

これ はデザ イ ンをどう描 く かだと思う のです。自 分

ると いう形 で廃 れ て いきま した。

校 が統合さ れたよう に帯広市 の東側 は空き家 が広が

かし、 これ によ って帯広第 三中学校 と帯広第 六中学

プ で行動 した いなど の ニーズがあ った から です。 し

大型 スーパー で買 い物 した いですと か、 ワ ンスト ッ

を作 りま した。 また西帯広 に造成 して い った ことも

が欲 し いと いう ニーズ から帯広 の森 の隣 に大空団地

限界線 を決 めたが、時代が流 れ、世 の中が自分 の家

と して いたよう です。当時、帯広 の森 を作 り、成長

時代 から コンパクト シテ ィを見据え た都市 にしよう

い都市計画 で、 コンパクト シテ ィと いう言葉が無 い

した。今考え ると 目標数値 もち ょうどよく素晴ら し

帯広市 を ２０万人都市 にした いと都市計画を作 りま

が帯広 の最初 のデザ イ ンを描 いた人 でした。当初、

を描 く ことだと考え て いま した。昔、吉村帯広市 長

思 った こと は、青 年会議所 は地域 のため のデザ イ ン

火 ノ川 実行委員長をさ せ てもら ったとき に自 分が

あ りま したか。

ます。 そ の中 でこれ は絶 対 にや りた いと いう こと は

が、 理事長を受け てから期間が １年半あ ったと思 い

金澤 今 回、歴代 理事長と してお聞き した いのです

Ｃを利用 して何 かに使うと いう ことが重要 です よね。

るために ＪＣを行 って いるわけ ではな いです よ。 Ｊ

ぐ には こ の意味 が理解 できま せん でした。 ＪＣをや

に気づくま では随分時間が かかりま したけどね。す

火 ノ川 まさ にそう ですね。 これ は手段 です。 それ

とが重要 にな って いく のかなと感 じます。

す。 おび ひろ氷ま つりも長 い間開催 して いるが、 回

議所 で学 んだ こと はチ ャレンジす る こと の重要性 で

街づくりに必要だと思 った から受けま した。青 年会

や った訳 ではなく依頼があ った ので受けま したが、

いな か ったと思 います。実行委員長など は立候補 で

火 ノ川 青 年会議所 の活動が無 か ったら何 も でき て

あ ります か。

て いますが、青 年会議所 の経験が活き て いる こと は

委員長など青 年会議所を卒業さ れ てからも活躍さ れ

て今年度 から おび ひろ フードバ レー マラ ソ ンの実行

火 ノ川先輩 はおび ひろ氷ま つり の実行委員長、 そ し

描 いて います。

ポ ー ツを通 じ て地域 活性化をす ると いう ビジ ョンを

また個 人的 に スポ ー ツが好きと いう こともあ り、 ス

れ る人間を作 ると いう ことが重要だと考え て います。

で私 は街づくり のため の人づくり。 地域 に必要とさ

同 で主体 とな って いかなければならな いし、 そ の中

き てしま いま した。 しかし、 これから は産官学 が共

改造論や 田園都市計画 に基づ いて似 たような街が で

主導権 を握 って いた のは国 でした。 国策 の日本列島

委員会 で多 く のことを学 びま した。今 ま で の地域 の

金澤 自 分も ２０１５年度 に出向 した地域経営推進

役職 に就 いたとき にや ってみた いこと でした。

ザ イ ンす ると いう内容 にしま した。 これが理事長 の

す し、 理事長 にな ったとき のス ローガ ンは地域 をデ

かをデザ イ ンす る のが青 年会議所 の役 目だと思 いま

都度答え ては いけな いです。自 分 の街をどうす る の

な ので自 分勝 手に物事 を言 いますが、 これ にはそ の

と いう ことが大 切だと感 じます。 みんな、わがまま

数 で言うとた った ５５回 しか開催 して いま せん。 フ

ードバ レー マラ ソ ンに至 ってはまだ ６回 しか開催 し

てな いですね。 まだまだ続く事業 の中 で、自分 たち

は事業 を通 じ て何 を伝えなければ いけな いのかと い

う考え方 を でき る ことが青 年会議所 で学 んだ こと で

す。 課題と目的 を し っかり決 めなければ いけな いと

いう ことも学 び の 一つでした。 地域 の課題と いう の

は何 かを事業 を通 じ て伝え ると いう ことが大事 です。

これら の事業 は自 分 の街 では 一つのフ ァンク シ ョン

だが、 これら の集合体 で街が形成さ れ て いる ので、

こと はや らず にチ ャレンジ しなければならな いし、

えられた特権 だと思 います。だ から こそ当 たり前 の

所 は何 回失敗 しても いい団体 です。 これ は若者 に与

ャレンジ して いかなければ いけな いです。青 年会議

らな い。 そして楽 な方法 は い っぱ いあ りますが、 チ

来を見据え た道筋 を私たちが つけ て いかなければな

ンしなければ いけな いので、 １００年先 のような未

と いう ことも大事 ですが、青 年会議所 は街をデザ イ

だと考え て います。前年度 の課題など に目を向け る

何 を伝え るかと いう視点 を持 てる ことが非常 に大事

は、帯広青 年会議所 の力だと思 います。

がど んど ん出 てき て非常 に面白 くな ってしまう こと

者 が いると自 分が考え も しな か った角度 から の意 見

も 一緒 に事業 を取 り組 む メ ンバー に青 年会議所出身

後 では見え てく る角度 が全然違 うと いう こと。今 で

も青 年会議所 で学 ん で いて、事業を行う前 と行 った

いう ことを青 年会議所 で学 びま した。考え方 の角度

にして いく ことが できます。 こ の考え方 が でき ると

と いう ことを理解 して、 課題を クリ アす れば よ い物

残す ことが大 切 です。 課題があ る こと は素晴ら し い

へこんな ことが課題だ ったなどを事業報告書 と して

値 します。 また、今 回は何が失敗だ った のか。 未来

行 ってほし いですね。 チ ャレンジ した失敗 は称賛 に

役割 ではな いので、青 年会議所だ から でき る事業 を

誰 でも でき る スポ ー ツ事業 を行う のは青 年会議所 の

所 は スポ ー ツ のことをや りた いと いう こと でしたが、

それ に私も期待 して います。今年度 の帯広青 年会議

中 に いると、自 分がな ん てち っぽ けな 人間な のだと

てそ こに いるからだと思 います。 ピカピカ の人達 の

出会う 人がピカピカして いて、 それ はや る気があ っ

白 い人間が い っぱ いいるなと思 います。 出会う 人、

だと改 め て思 います。 そ してや っぱ り北海道 には面

では北海道 地区や 日本 ＪＣなど の出向 は本当 に大 切

視 野が狭 いと感 じよう にな ります。 そう い った意味

じます。帯広 の中だけ で何 かをや ろうとす る ことが、

さがあ るが故 に視 野が段 々と広 くな って いる のを感

置 かれ て いる フィー ルド は広 いなと感 じ て、 そ の広

そ して、改 め て北海道 は広 いなと感 じます。自 分が

使用 して いる こと の大 切さ は感 じま した。

まらな いこと は できな い。 周囲 の方 の貴 重な時 間を

折角、時 間を かけ て集 ま ってもら った仲 間たち に つ

それをそれぞれ の青 年会議所 へ持ち帰 って いきます。

の議案 を見 に来ます。そして、意 見を して いただき。

色 々な 人が来 て、自 分が委員長だ ったとき には自 分

輩 は北海道 地区協議会 で委員長や 地区役員など様 々

いても お伺 いした いと思 っておりま した。火 ノ川先

な ので、 そう考え ると頭 にく る ことも い っぱ いあ り

ことがあ りますが、北海道全体 の中 では小さな 人間

帯広 のために街づくりを して いると結 構褒 められ る

毎 回感 じま したね。

な役職 を経験さ れ てきま したが、北海道 地区 で の運

ま したが、今思うと勉強 にな る ことば っかり でした。

また、火 ノ川先輩 には今 回 の対談 で出向 に つ

動と帯広青 年会議所 で の運動 の違 いなどを教え てく

本当 に人に磨 かれたなと切 に感 じます。 運動体 と し

金澤

ださ い。

視 野 で物事 を捉え る ことが でき るよう にな りま した。

ようとす ると ＪＣの中 に のめり込まなくな り、広 い

あ り、北海道全体 のような広 いと ころから物事 を見

一番 の大 きな違 いと しては、視点 の違 いが

帯広青 年会議所 メ ンバー への 一言と地域 と のかかわ

ーと して街づくりに携わ って いる火 ノ川先輩 から、

金澤

っぱ り素晴ら し い人に出会え る こと に尽きますね。

ては見 て いる視点 が違う場合などがあ りますが、や

火 ノ川

また、北海道 地区協議会 に いてよく感 じた のは時 間

り方 に ついてお話を聞 かせ て いただきた いです。

ＪＣを卒業さ れ てからも現在 、 ト ップ ラ ンナ

の大 切さを強 く感 じま した。例えば、北海道 中 から

５０人に増え たらずご いこと です よね。 そう考え る

を変え て、 も し僕 らが 元 々３０人 のＬＯＭだ ったら

ってき て いる のはよく分 かります。 ただ、全然 目先

人数 は少なくな ってき て いる ので、 予算 も少なくな

して いる ＬＯＭがたくさ んあ ります。昔 に比 べると

年会議所 の中 には、 ２０～ ３０人 で素晴ら し い事業

いか少な いかな ん て全 く関係あ りま せん。 日本 の青

してほし いと思 います。 それ はメ ンバー の人数が多

火 ノ川 青 年会議所 では、色 々な こと にチ ャレンジ

を真剣 に考え た いです。 ただ走 る人 のためだけ では

を忘 れず、 こ の マラ ソ ンは 一体何 のためにや る のか

思 って います。 そ の中 でも青 年会議所 で学 んだ視点

受けま した ので、何 か面白 いことをや ってみた いと

ますが、 フードバ レー マラ ソ ンの実行委員長を今年

とがや れ る のかが自 分 の中 で分 からな い場合 があ り

そ して、自分も これ から歳 をと ってく ると色 々な こ

な いことや るなと周囲 に言われ て欲 し いです。

ら、是非 面白 いことをや ってほし いです。突拍 子も

いう ことを しながら、僕 はせ っかく農業 と いう食 の

葉 をよりうまく使えな いかと模索 して います。 そう

いう のは分 かりますが、 せ っかくあ る非常 に いい言

いです。 フードバ レー マラ ソ ンと いう のは旗印だと

ことを自 分たち でデザ イ ンして いかなく ては いけな

の観 光 って 一体何 を 目指 して いる のだ ろう かと いう

を深く掘 り下げ な いと いけな いと思 います。 と かち

があ りますが、 と かち の観 光 は何な のかと いう こと

な いです よね。 目的 の中 に観 光 は資 源な のだと記載

とや れ る こと は い っぱ いあ るなと思 います。 と にか
くさ っき言 ったよう に青 年会議所 ではチ ャレンジ し
てほし い。青 年会議所 って本当 に面白 いことや るな
と言わ せた いです し、 そう言われ てほし いです。僕
らも後輩も含 め て。僕 は出来 た かで いうと出来 て い
な いと思 います。だ から希望と して言 いますが、や
っぱ りあ の人たちが考え る こと面白 い、や る ことが
面白 いなと言われ てほし いです。 そ して、先程言 っ
たよう に失敗 はど んどんしてくださ い。失敗 しな い
ような事業をや って いるから駄 目だと思 います。逆
に言うと、ど んど ん失敗 した方 が いいです。 そう い
う事業をどんどんや ってほし いと感 じます。そして、
青 年会議所以外 の人と付 き合え る人を増や してほし
いです。 そう いう 人が いな いと、自 分 たち の中だけ
でや って いると、青 年会議所 の役職 の上 下関係だけ
でや って いると誰が面白 く て、誰が面白 くな いかわ
からなくな ってく るから です。付き合うとや っぱ り
こう いう 人は面白 いなと、 そ してや っぱ り こう いう
人は面白 くな いなと、 そう いう ことが段 々と分 か っ
てく ると思 います。だ から色 んな 人と付 き合 いなが

分 野に いるわけだ から、僕 がや らなければ いけな い
こと は、 そ の中 に自ず とあ ると思 います。 それ に加
え、農業 の人がや るまちづくりがも っと面白 いなと
いう ことを皆さ んに見せなければ いけな いと いう こ
とが、自身 の５０歳 ま で の課題 かなと感 じます。 そ
れが終わ ったら僕 は市長 にな る のでし ょうね。 たぶ
ん帯広市 長 にな る のだ から、何年後 にな るかどう か
だけだ からね。 こんな冗談 は こ のあたり でや め て、
そんな ことを考えながら、 こう いう 人達 にもおじさ
ん頑張 って いるねと思われ るよう に頑張 りた いです。
や っぱ り こ の人は面白 いことや るねと言われ て いた
いです。 そう いう 人間 であ り続けた いと思う から、
フードバ レー マラ ソ ンの実行委員長が火 ノ川

もう少 しだけ頑張 ってみようと思 って います。
金澤
先輩 にな ると聞 いたとき には、間違 いなく ワク ワク
す るような企 画さ れ る のだ ろうなと思 いま した。 私
たち も こ の団体だ ったら ワク ワクさ せ てくれ るよう
な事業 をや ってくれ ると思 って いただけ るような 人
づくり、 そしてまちづくりを し っかりとや って いき
た いと思 います。本 日はあ りがとうござ いま した。

(

２０１８年 ７月 １２日 木）
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