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おさむないギャラリー 散歩
ようやく雪が融けて、まちや農地に若々しい緑
がちらほらと見え始めると、一気に芽吹く新緑の
季節はもうすぐです。陽気にさそわれて、ふらり
とお散歩に出かけませんか。
おさむない四季だよりホームページ
http://osamunai.com
写真提供 ： 大鍔

納内地域集落対策協議会が５年目の春を迎えました。

※ 納内の四季の写真を募集しています。納内支所へご連絡ください。

秀樹 さん

昨年度の秋以降の活動でも、納内地域の将来ビジョンをもとに具体
的な取組を行ってまいりました。各ページで内容を報告しますのでご

クラーク記念国際高等学校との連携事業を実施しました

覧ください。
①納内の農業の明日を考える集いの開催（１ページ）

「サロンなごみ」体験会と

クラーク高校×納内

②まちなか居住アンケート報告会の開催（２ページ）
③福祉活動関係者による情報交換の開催（３ページ）

交流プロジェクトを話し合いました

④クラーク記念国際高等学校との連携事業の実施（４ページ）

「サロンなごみ」を多

１月 18 日(水)に「クラーク×納内 イチオ

くの地域の皆さんに知っ

シ交流プロジェクトを提案しよう」をテーマ

てもらうため、２月６日

に話し合いを行いました。クラーク生のみな

（月）に体験会を開催し

さんに地域をもっと知ってもらい、まちの資

ました。
当日はクラーク高校と

集落対策協議会では、引き続き将来ビジョンの実施に取り組んでま
いります。みなさんのご参加・ご協力をよろしくお願いいたします。
「サロンなごみ」クリスマスコンサートの様子

納内地域集落対策協議会 会長

安藤 一彦

源を活かしてみんなが楽しめるような交流
料理の感想を聞かせてもらいました

プロジェクトを話し合いました。

の共同サロン「なごみ

生徒のみなさんは、納内の豊かな自然や農

with クラーク」と納内ネ

業、元気な高齢者のみなさんがいることをま

３月２日（木）
、17日（金）の２回にわたり、若手農業

ットワーク推進委員会の

ちの資源だと感じています。提案では「キラ

者が集まり、納内の農業の明日を考える集いを開催しま

「ふれあいサロン」（65

リと輝くナンバーワンおじいちゃんおばあ

した。

歳以上対象）も同時開催

ちゃん選手権」、納内のまちを学びながら運

納内は品質の高い米の産地であり、農業を主要産業と

動・交流する「走って学んで BBQ」、「まち

していますが、農家の高齢化や人手不足、農地の維持な

の PR 動画をつくる」
「オリジナル体操をつく

どの不安もあります。そんな中で、個々の農家としてど

・慢性的に人手が不足している

前半は生徒たちが考案

る」などなど、高校生の特技を活かしたユニ

んな将来を目指していくのか、地域として今後取り組む

・米離れやグローバル化の時代に農家として

した「和風ラタトゥイユ」

ークな提案がたくさん出されました。今後は

べきことはどんなことか、それぞれの思いを話し合いま

と「アップルローズ」を

アイデアの実現をめざして取組を進めます。

した。

風船ゲームで楽しく運動

し、大変賑やかな会とな
りました。

試食しながら、高校生と

ラタトゥイユを活かした新メニュー

話し合いでは、「自分たちの将来像を描くうえで、他地

ションなどで一緒に大きな声を出して楽しみ、世代

ら刺激を受けながら農業のあり方を考えたい」という意

を超えた交流が広がりました。そして、４月からは

見 が多 くあ りま

生徒が考案した料理をもとにした新メニューが「サ

した。

《平成29年度の取組予定》

■異業種や都市住民から学ぶ農業交流体験ツアー
・札幌など都市部の人を対象に、稲刈りなど

して、右のような

納内ならではの農業体験をつうじた
交流事業を企画・試行します

です。
４

・後継者がいない

先進的取組に学ぶ研修会等を実施します

平成29年度は

４

生き残れるだろうか？

・講師を招いて農業の潮流を知り、

取 組を 行う 予定
29

■「個々の農家」の課題

■納内の農業をどうする！？勉強会

具 体的 な取 組と

７

していけるだろうか？

■「共通」の課題

域の取組から学びたい」
「他地域や他業種の人との交流か

★4 月からは活動５年目になります。どうぞよろしくお願いします！

■「納内の農家全体」の課題
・地域にある広大な農地を10年、20年維持

参加者が和やかに語らいました。後半はレクリエー

ロンなごみ」で提供されるようになりました。

《納内の農業の課題》

１

まちなか居住アンケート報告会を開催しました

福祉に関わる活動団体と事業者の情報交換会を開催しました
2 月 21 日(火)、高齢者や障がい者が納内地域で活

高齢になっても納内地域に住み続けることができる地域

き活き暮らし続けるために、福祉活動に取り組む「ネ

づくりを目指して、１月26日（木）に、「まちなか居住ア

1.納内

ンケート報告会」を開催しました。平成28年８月に北方建
築総合研究所と合同で実施したアンケートの結果を報告
し、参加者のみなさんからまちなか居住についてさまざま

4%

38%

34%

ットワーク推進委員会」のみなさんと、納内にある

2.深川市内

福祉施設の関係者などが集まり情報交換を行いまし

3.道内の他市町村

た。
福祉施設から施設概要や活動内容を紹介いただい

な意見をいただきました。今後も継続的にまちなか居住を

4.道外

24%

考える集いを開催していく予定です。

たあと、地域のボランティア活動と施設が連携でき
ると良いと思う取組を話し合いました。

回答者数=188人

＜アンケートの結果報告＞（一部抜粋）

今後この話し合いは継続的に行い、地域の福祉活

図 1 住み替え先の希望

動に生かしていきます。

特別養護老人ホーム 清祥園
地域のみなさんから、ふれあい祭りや敬老会、
餅つきへ協力のほか、お洗濯ボランティアなどに
も協力をいただいています。また「サロンなごみ」
へのお出かけは利用者さんの楽しみの一つです。
デイサービスでは、毎年６月の旭山動物園への
ドライブ時に地域から付き添い協力をいただい
ています。今後は日常のお茶飲み交流などにも広
げていけるといいと思っています。

●回収率
＜こんな連携アイデアが出ました！＞（一部抜粋）

納内地区にお住いの 20 歳以上の方 1,530 人に配布し、回
収率は 52.9%でした。アンケートとしては非常に高い回収率
といえます。ご協力ありがとうございました。

1.良い取り組みだと
思う

6%
17%

●住み続け意向について

2.良い取り組みだと
思わないまたは必要
ないと思う

77%

今の場所に住み続けたいという人が 58%、住み替えを検討

している人（26%）も、そのうち 38%が住み替え先として納

3.その他

・
「サロンなごみ」に施設の商品を置いたり、運営など
に関わってもらおう
・ボランティア団体の交流の場をつくろう
・施設のノウハウを生かして、自宅介護者向けに、介
護知識講座をしてほしい！
・施設入居者と地域住民との交流を深めたい

回答者数=605人

→日常のちょっとした関わりや話し相手

内を希望していました（図 1）
。納内に住み続けていただく
には、納内の中で住み替える先が用意されていることが重要

→リハビリを一緒にするパートナー

図 2 集まって住む取組について

地域密着型事業所ハピネス
深川市内に在住の方が利用できる認知症グルー
プホームと、介護が必要な方の自宅での暮らしを
支援する事業をしています。毎年 12 月の餅つき
は地域の方にご協力いただいています。
独居高齢者の安否確認訪問をしていますが、職
員の対応だけでは心配もあり、今後、地域のボラ
ンティア活動との連携も重要だと感じています。

など

・複数の福祉事業所が合同で行事をしては

と思われます。
●集まって住む取組について

1.すぐにでも入居し
たい

4%

77%の方が「良い取組だと思う」と回答し（図 2）
、入居に
ついても「すぐにでも入居したい（22 人、4%）」「将来状況

46%

50%

2.将来、生活の状況
が変わったら入居を
検討したい

が変わったら入居を検討したい（271 人、50%）」と前向きの

回答が多く見られました（図 3）
。
3.入居したくない

●住み替えの障害について

回答者数=541人

「サロンなごみ」で音楽会
●クリスマスコンサート（12 月 12 日）
「サロンなごみ」のクリスマスコンサートで

障害者支援施設あかとき学園
昨年、カフェ「グリーンマーケット」を開店し
ました。ソフトクリームや野菜直売、無料ドック
ラン、カラオケもあるのでご利用ください。
今後は地域のご協力をいただきながら、障がい
のある利用者さんの取組を、みなさんと一緒に楽
しみながらサポートしていけるといいと思って
います。また、あかとき学園や障がいに対する理
解をもっと広げていけるようにしたいです。

は、深川在住で札幌ピアノソサエティの真保響
さん、札幌交響楽団のパーカッション奏者の大

「資金が足りない」が最も多く、次いで「今の住宅が処分

垣内英信さん、ヴァイオリン奏者の三原豊彦さ

図 3 集まって住む取組への入居意向

できない」
「移転先を見つけるための情

んの３人をお招きして、懐かしの映画音楽やク

報が少ない」といった課題があげられ

0

ました(図 4)。

50

1.障害になることはない

(人)

13

2.資金が足りない

71

3.仕事の関係で現在の場所から離れられない

7.先祖代々の土地を守る責任
8.親族が集まるために現在の住宅が必要
9．その他

就労支援センター青空
主に知的障がいや、精神障がいのある方が利用
している通所施設です。養鶏場と農場があり、利
用者さんは栽培した農産物から加工品を生産す
る仕事をしています。また、時計台プラザの清掃
や開拓記念公園の花壇管理も仕事としています。
駅近くの事務所で蕎麦やおせんべいなどの商品
を販売しています。ぜひお立ち寄りください。

で活動しているベラさんのオカリナと納内白ゆ

14

6.今住んでいる住宅の処分ができない

●オカリナ＆大正琴演奏会（３月 17 日）
オカリナと大正琴の演奏会を開催しました。近隣

21

5.移転したいと思う住宅が無い・空いていない

リスマスソングなどを演奏いただきました。

３月には、納内の音楽愛好者のみなさんによる

14

4.移転先を見つけるための情報が少ない

35
10
7

り会の大正琴の演
奏に、来場したみ
なさんが一緒にな

13

図 4 住み替えに際して障害となること

２

各福祉施設の活動を紹介いただきました！

って歌って楽しみ
ました。
３

