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まちのこえ取材記録（15.天塩高校） 

高校生が感じる地域の課題や疑問は？ 

 

Ａさん     最近では、漁業についてなんですけど、あまりシジミなどが前

よりはとれなくなってしまったり、大きさが小さくなっていた

りしていると思いますが、それでもやっぱり毎年結構な量をと

って販売しているということで、夕映でバイトしていると他の

町の人から、どこへ行ったらシジミ買えますかとか、よく聞かれ

ますが、朝早くから町民の方が並んで、町内でしか流通していな

い状況があるので、これからどうにかして前みたいに大きいシ

ジミをとれるようにしたり、町外の方にもシジミを手に入れて

もらえるようにしていくにはどうしたらよいのかという課題が

あると思います。 

 

Ｂさん     私は高校生になるまで、ずっと１５年間中川町に住んでいま

したが、天塩町にお婆ちゃんがいて、天塩町についてはシジミが

有名だよとか、教えてくれたのですが、シジミ以外の魅力につい

て私はよく分かっていなくて、天塩町の人たちは住んでみたら

わかるよ、というのがあると思いますが、人口減少とかあるので、

天塩町以外の人たちに、もっと天塩町のシジミ以外のいろんな

ところの魅力を知ってもらって、天塩町に住んでもらうという

のがいいと思うので、天塩町のもっといいところを他の町とか、

札幌とか、いろんなところに発信していけたらいいなと思って

います。 

 

Ｃさん     日本全体としてですが、少子高齢化が目立っていて、他の町と

かでは独自で対策をとっている報道とかがありますが、天塩は

何かとっていますか。 

        私は第２子目とか、第３子目に対する補助金とかをもうちょ

っと考えたりしたらいいのではないかと思います。 
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Ｄさん     疑問なのですが、今、コロナの自粛でイベントとか、今年はし

じみまつりとかがコロナの影響でできませんでしたが、来年か

らはしじみまつりという大事なイベントはやりますか。 

        しじみまつりは昔の歌を、失礼ですけど、歌っていますが、若

者は最近の歌が好きなので、最近の歌をチョイスしたらどうで

しょうか。 

 

Ｅさん     初山別村から通っていますが、初山別村って国道あるじゃな

いですか、国道の周りしか街灯がちゃんと点いてなかったりと

か、本当に国道から外れていくと暗い道とかがあったり、街灯が

本当にちょっとあるだけという感じです。天塩高校に通いはじ

めてから、天塩高校の前の道路あるじゃないですか、信号とかあ

るところ。 

        道路の端っこの方から見ていたら、すごい街灯とか、町並み綺

麗だなって思って。でも道の駅の方とかそちらの方行ったらち

ょっと暗いのかなって感じたりして、そういう町並みとかって

意識っていうか、何かしたりしていますか。 

 

Ｆさん     歴史資料館があると思いますが、そこが地域の人も来ている

のか分からない。他に道外とか、天塩町以外のところから来る人

がどれぐらいいますか。 

        私は授業で１回行っただけです。 

 

Ｇさん     幌延からバスで通っています。毎回、朝と夜帰る時、横断歩道

のところがよく大きなトラックとか、たまに早い車とか走るじ

ゃないですか。その時、結構危ないですよね。ガードレールも何

もないし、信号もないので、いつ行っていいのかなっていうのと、

出てもすぐバアーッと曲がってくる車いるので、危ないなって

思いました。 
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どんなイベントがあったらいいか？ 

 

Ａさん     今までは演歌の方とかが多くて、あまり若い世代には浸透が

ないものが多かったと思いますけど、最近ではＹｏｕＴｕｂｅ

とか、見るような子たちが多くて、私も最近はＹｏｕＴｕｂｅを

見ていて、よく演奏している方や、そういう方がいつでもイベン

ト呼んでくださいみたいな方が多いので、やっぱり今の売れて

いる歌手を呼ぶとなると経済面でも厳しい部分はあると思うの

で、それよりもやっぱりＹｏｕＴｕｂｅとかで動画をあげてい

る人の方がコスト的にも人気的にもいいと思います。 

 

Ｂさん     去年幌延町でやっていた名林公園まつりに参加しましたが、

芸人さんを呼んで、ライブみたいな、コントをやってもらうみた

いなのを見に行った時に、同級生とか、高校で見たことあるみた

いな人たち、子ども連れの親、お爺ちゃんやお婆ちゃん、人がと

にかくいっぱいいました。なので、歌とか、音楽以外でもそうい

うお笑い芸人さんとかを呼んだり、今は難しいですけど、町の人

たちと触れ合えるようなイベントとか、皆で何かできるイベン

トみたいなものを増やした方がいいんじゃないかなと思います。 

 

Ｃさん     町内対抗のスポーツ大会をもうちょっと増やしたらどうかと

思います。 

 

Ｄさん     天塩の神社祭の屋台でおでん屋がなくなり、人が少なくなっ

ているのが見ていて分かります。外で居酒屋ができるようなも

のをしたら、人が増えるのではないでしょうか。 

 

Ｅさん     高校生はＳＮＳを使うじゃないですか。インスタとか、投稿し

たりする人もいると思いますが、河川公園とか、もうちょっと整

備っていうか、綺麗にして、海沿いだから、いろいろ作ったりす

るのは難しいと思いますが、インスタ映えや、そういうスポット

を作っていけば、天塩高校生がたくさん遊びに行ったりして、そ

ういう部活動のつながりで他校の人とかと知り合いになってい

れば、いろいろ広まっていくと思います。 
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Ｅさん     そういうスポット、高校生が遊び、いろいろできるようなこと

をして、高校生からまちづくりに繋がっていったら、すごいいい

のかなと思います。そういうスポットづくりっていうか。イベン

トも大事だと思いますが、そういうスポットをつくるのもいい

のかなって思いました。 

 

Ｆさん     しじみまつりとか、高校生の吹奏楽とかダンスとか、やってい

ると思いますが、もっと高校や中学校、小学校とか学校と協力し

て、地域の学校全体で、地域のイベント事に参加できるようなイ

ベントがあったら、もっと保護者や親戚の人とかが来るのでは

ないかなと思います。 

 

Ｇさん     イベントを開催するということになると費用の話になってき

ます。そこにもし壁とかがありましたら、他の地域と統一すると

か、考えましたが、宗谷管内全体でそういう大きなイベントやる

とかというのはどうなのだろうと思いました。 
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将来のまちづくりに望むことは？ 

 

Ｇさん     今までなかったイベントを開催するのが一番有名にもなると

思いますし、町の人も興味でるだろうし、他の町の人も天塩はこ

ういう珍しいことやるんだなって、よし、じゃあ、見に行くかみ

たいなことなると思うんですよね。なのでそういう新しいこと

にチャレンジするのがいいと思います。 

 

Ｆさん     遠別農業高校と少し被ってしまうところもあると思うんです

けど、天塩高校の生徒が作った食べ物だったりとかをもっと作

ったりして、それをＳＮＳ上にアップして、もっと魅力を発信し

て行ったらいいのではないかなと思いました。 

 

Ｅさん     天塩ってやっぱりシジミっていうイメージがすごく強くて、

私、帰りのバスが６時４０分の高校発で更岸の方通って帰るん

ですけど、いつも帰る時に牛の臭いがすごいんです。牛とか、そ

ういう酪農家の人たちと町、天塩町で連携取るの難しいと思う

んですけど、協力して、シジミ以外にそういう酪農家さんと協力

して作ったものとか、いろいろＰＲできたら、天塩町もシジミっ

ていうイメージだけじゃなくて、他のイメージも付くかなと思

ったので、そういうコラボっていうか、そういうのを作れたらい

いのかなって思いました。 

 

Ｄさん     あまり天塩の店とか知らないんですが、道の駅とか、夕映とか、

そこらへんは結構、昼とかいっぱい来て、ご飯を食べているんで

すけど、一つの食材の料理がない。例えば、パン屋だったらパン

だけとか、店にしたりとか、ラーメンだったらラーメン一筋とか

でやったり、そういうのを増やしたらどうですかね。 

 

Ｃさん     未来を見据えたまちづくりとなったら、段々店とか少なくな

ってきているので、他のところから店とかそういう人たちが天

塩に来たら補助金とか、そういうサポートをして呼び込んだら

いいのかなと思います。 
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Ｂさん     天塩町の方々とかと高校生がコラボで商品を作って、ＳＮＳ

などでアピールしても、なかなか天塩町って結構北の方にある

んで、遠くて買いに行けないとかっていうのがあった場合、新型

コロナウイルスの影響でオンラインショッピングが一時期すご

い流行った時があったので、天塩町もそういったアピールした

い商品とか、もっと売出していきたい商品もインターネットで

オンライン販売をやってみたら、結構天塩町の魅力がいろんな

ところに、北海道以外にも、足を運びに行かなくても天塩町の雰

囲気が感じ取ることができる。それで実際に行ってみたいなっ

て思う人も増えると思うんで、オンライン化を進めてみてはど

うでしょうか。 

 

Ａさん     ２つあるんですけど、１つ目が先ほど道の駅のお話になった

時に前までは道の駅のレストランじゃない方のところはただあ

るだけのスペースみたいになっていて、うまく活用できていな

いと感じていたんですが、最近では天塩の國で売るものが入っ

たりして、町民の人でもアイスの挟まったどらやき食べに行こ

うみたいな感じで気軽に行けるようになって、有効的な使い方

ができてると思ったので、歴史資料館もそのような感じで、例え

ば、シカのお肉だったり、クマのお肉だったり、このへんの田舎

でしかとれないものを売りにして、できたら有効的な扱い方が

できるんじゃないかなと思ったことが１つ目です。 
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Ａさん     ２つ目が今までイベントのことを話してる時は高校生とか、

若い世代に焦点を当てていたと思うんですけど、やっぱりこれ

からは高齢化が進んで、天塩も現段階では高齢者がとても多い

と思うので、もう少し病院の体制をしっかり整えたり、例えば、

もうちょっと高齢者向けの住宅を増やすなどしたら高齢者が住

み移ってくる人が増えたり、それによって医療が発展して、医療

従事者が増えたりするなどして、町がより発展していくと思っ

たことと、私は今、作業療法士を目指して専門学校を受験して、

もう合格いただいたんですが、卒業後、札幌で経験を積んでから、

この町に戻ってくる予定をしているんですが、やっぱりその時

に札幌の方がよかったなって思う点はあると思うんです。 

        それで将来的にこの町がこうなってたら、全然この町に戻っ

てきたいって本当に心から思うようになることは、先ほど言っ

たように医療体制がばっちり整っていたら、今、割りとなあなあ

になっているような病院の中でも、自分で向上心を持ってやり

たいことをやっていけたり、あとは給料の面でも札幌とかだと

医療従事者はちゃんと技術職として給料をもらっていると思う

んですけど、天塩町は経済的な面で看護師とかでも技術職では

なく、事務職としての給料になっているので、そのへんを整えて

もらえれば絶対この町に戻ってきたいと思うようになると思い

ました。 
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議会、議会だよりどうですか？ 

 

Ａさん     よく家に議会だよりが届いた時は母と一緒に目を通すようにし

ているのですが、その時、町に必要なことだったり、今、何が課

題なのかっていうことを話し合っていて、とても有効的だとは思

うんですが、話が平行線上で進まなかったりしていることもある

と思うので、その点をどうにかして改善できたら、よりよいまち

づくりにつながるのではないかと思います。 

 

Ｂさん     私も天塩町に来て３年目になるんですけど、議会だよりをおば

あちゃんと一緒に読ませていただいた時に、載っている内容でま

だ解決できていないこととかあって、でも次の議会だよりではそ

の内容が載っていなくて、結局、結果はどうなったんだろうね、

みたいな、おばあちゃんと２人で話したりしてたので、議会だよ

りも載せたやつは疑問の解決みたいなのがもし出ていたりすれ

ば、次の号にでも載せて、結論を出していただければ。今、天塩

町こういうふうに動いているんだなって明確になるので。 

 

Ｃさん     失礼なんですけど、自分だけかもしれないけど、議会と聞くと

あまりピンとこないです。だからさっき言ったとおりＹｏｕＴｕ

ｂｅとかもそうだし、でもＹｏｕＴｕｂｅだとお年寄りとかはあ

まり見ないと思うから、もう１つぐらい何か広める方法があった

らいいなと思います。 

 

Ｄさん     議会だよりのことなんですが、文字も大切なんですが、子ども

は楽しそうなところとか、笑顔の顔とかが少ない感じがしますの

で、それが載ってれば高齢者とか、心を動かすことも多いですし、

美味しそうなグルメとか、とても綺麗な映える景色とかを載せた

ら捨てられづらいんだと思います。 
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Ｅさん     今日初めて天塩町の議会だよりを見せてもらったんですけど、

初山別でも広報の中にこういう議会で話合って決めたこととか

載せてるんですけど、天塩さんのはすごい写真とか多くて、すご

い見やすいなと思って。初山別はそれに対して字ばっかりなんで

見てて飽きるんですよ。小中学生とかだと、本当に高校生になら

ないと分からない言葉とかいっぱいあるじゃないですか。小中学

生の時、初山別の広報はただ見て終わるだけだったので、文字も

読まないで、ただ見るだけだったんですけど、本当に高校生、読

む人いると思うので、小中学生とか、もっと読んでもらうように

するとかってなったら、言葉の解説みたいな、そういうのをちょ

っと入れてったら、勉強にもなると思うし、すごく高齢者の方と

かも読むんだったら、ちょっとずつ分かりやすくなるのかなと思

ったので、写真とはこのまま全然すごいいいと思うので、言葉の

分かりやすさってわけじゃないですけど、言葉が分かるようにと

か、難しいと思うんですけど、ちょっとずつそういうの見せれた

らいいのかなと思いました。 

 

Ｆさん     私もあまり議会と聞いてもピンとこなくて、ＹｏｕＴｕｂｅで

議会を配信のも今日初めて知ったんですけども、そういうのも議

会だよりのところにＹｏｕＴｕｂｅ見れますよっていうのを紹

介したりしたら、学生とか、ＹｏｕＴｕｂｅのアイコンとか見た

ら、ちょっと気になるなってところがあるので、そういうのも載

せたらいいのではないかなと思います。 

 

Ｇさん     僕、議会ものすごく興味があるというか、おじいちゃんが議員

やってるんで、おじいちゃんがよく議会帰ってきたら、こういう

話あったんだみたいなことを母さんと話してて、それを横で聞い

てるっていうがあるんですけど。幌延では中学生が議会に参加す

るっていうのがあるんですけど、天塩町はそういうの取り組んで

いるのかなっていうのは少し気になるんですけど。 


