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平成１８年度第２回石狩市厚田区地域協議会 

 

【日 時】 平成１８年５月３０日（火）午後６時３０分～８時２０分 

【場 所】 厚田支所 ２階会議室 

【出席者】 菅原会長、小野寺委員、加納委員、河合委員、桐山委員、笹木委員、柴田委員、 

高橋委員、長委員、畑中委員、藤田委員、八木沼委員 

     （佐藤副会長、上山委員、小林委員は欠席）      ※正副会長を除きあいうえお順 

【傍聴者】 １人 

【議 題】 (1) 地域振興事業について 

  ・スポーツの振興 

  ・「食」に関する取組み 

(2) その他 

【資 料】 資料１ 農林水産物の収穫時期一覧＜農産物・魚介類・山の幸＞ 

    資料２ 食に関する最近の事例（新聞切抜き） 

    資料３ 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会福祉車両貸出事業 

 

１．開会 

○熊谷課長：第２回地域協議会を開催いたします。本日の出席者ですけども１５名中１２名となっ

ております。事務局には佐藤副会長と小林委員から欠席の連絡をいただいております。それでは菅

原会長のほうからあいさつをお願いいたします。 

○菅原会長：５月も終わりの時期になりました。第一次産業を中心とする厚田区ですが、農業、漁

業、生産活動に大変忙しい時期でございますし、その他の方々も忙しい時期にこの第２回の地域協

議会にご参会いただきましたことをお礼申し上げます。 

 前回までの懸案でありました過疎地における交通システムの関係については、分科会を設立して

いただきまして検討いただくということであります。その検討経過について概ね報告いただいてお

りますが、後ほど座長の桐山委員から一言いただければと思っております。 

 本日は議題にありますとおり、厚田区全体のスポーツ振興、健康維持を含めたスポーツ振興につ

いて、地域協議会として一定の役割を果たしていこうという確認がされておりますので、肉付けを

していただければありがたいと思います。また、もう一つ地域振興の目玉的なことで、地域におけ

る食文化、これを目玉としまして地域はもちろんのこと、他の地域の方にもそれらを紹介しながら

観光産業につなげられればなお一層よろしいというような話題もありましたので、これらを次年度

に向けての大きな柱として進めてまいりますのでよろしくお願いいたします。 

 時間は１時間半から２時間と考えておりますので、その中でご議論いただきたいと思います。 

 

２．地域振興事業について 

○菅原会長：早速、地域振興事業の議題に入りたいと思いますが、前段申し上げましたとおり、ま

ず交通システム分科会の座長さんのほうから会議の報告をしていただければと思います。 

○桐山委員：交通システムの分科会ということで、先日、５名の委員に望来に集まっていただきま

した。２６日に第１回目の分科会を開催しております。 
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内容につきましては、地域の足を確保するためについて、企画財政部企画調整課プロジェクト担

当の清水課長に説明を受けまして、その後協議を行いました。次回はスクールバス、医療バス等を

活用する方法について協議を行う予定となっております。 

後ほど時間がありましたら、詳しい内容や質問を受けたいと思いますが、私がすべて答えられる

わけではないですけども、市の状況ですとか、中央バスとの絡みですとか初めて説明を受けまして、

少し理解できたと。それと今、区で運行されている車両を活用していくことが一番の良い方法かな

ということで、１回目は終わっております。後ほど時間がありましたら、その他のところででも話

したいと思います。 

○菅原会長：質問などは後ほどということで、本題が終わってからということでよろしいですね。 

 それでは、いくつか資料が出ていますね。 

○熊谷課長：私のほうから説明させていただきます。 

 まず、社会福祉法人石狩市社会福祉協議会福祉車両貸出事業というのがございますが、社協のほ

うで福祉車両の貸出事業を行っております。目的としては、介護を必要とする高齢者や身障者、ま

た車椅子を必要とする者に車を貸し出すという制度です。レジャー、行楽、買い物、通院などの足

を確保することが目的です。 

 利用ができる方としては、一般の公共交通機関の利用が困難な車椅子を使用している方や介護を

必要とする方が対象となっております。 

 車両につきましては、社会福祉協議会で所有している車です。 

 車両の貸し出しなんですが、利用の目的や運転者などを記載して社協のほうに申し込む。それに

基づいて社協のほうでは利用決定通知を出すという流れになっております。 

 これにつきましては、運転手が３名登録されているそうです。その方が社協まで来る交通費が１，

０００円と、５００円の弁当代、それと燃料費についてはガソリンスタンドで給油して使った分だ

けを利用者に払ってもらうということになっております。 

 法的な位置づけについては、道路運送法第８０条に基づくものということになっております。 

 簡単ではありますが、以上が車両の貸出事業についての説明になります。 

○菅原会長：これは前回、桐山委員のほうから「福祉の車両を運行する責任を持っているよ」とい

う話を聞いたんで、どういうことか調べさせていただきました。このことも皆さんに承知していた

だいて、後ほど交通システムの部分と一緒に何かあればということで整理させていただきたいと思

います。 

 それでは、今回の議題でありますスポーツの振興と食に関する取組みに入っていきたいと思いま

すが、まずスポーツの振興について、事務局のほうからお話しがあるようですので。 

○熊谷課長：はい、私のほうからスポーツの振興について説明させていただきます。 

 現在、厚田区自治連合会におきまして、スポーツの振興という部分で組織の設置を検討、準備中

であります。地域協議会としても社会教育、健康づくりを含めたスポーツ振興を自治会と連携を図

りながら、今後協議、検討をしていくことを考えております。 

 今年度は少し無理な部分がありますけども、次年度にはスポーツ、社会教育、健康づくりを含め

た事業を行っていこうと考えております。 

 自治会のほうでは６月１日に総会があります。その時に私のほうからもこれらの話をしていきた

いと思っております。大体８月頃を目途にそれらの組織を作り上げて、来年度の予算化に向けて協

議を行っていきたいと思っております。 
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○菅原会長：実は今日、課長と事前に打合せをさせていただいております。流れ的には、従来の厚

田村時代にあった体振がやっていた事業、あるいは社会教育でですか、健康スポーツフェスティバ

ルなどにも取り組んでおりましたし、それらを網羅できて、皆さんも参加できて、体を動かすこと

によって健康維持ができて、病気などかかりにくくなればこれに越したことはないと思うんですよ。

ですからこれは、地域協議会としても大いに振興していかなければならないと、一定の事業取組み

を協議会として決定していきたいなと思っております。しかし、実行主体は各地区の自治会にお願

いしなければならないでしょうということがありますので、伺いますと６月１日に自治連合会の総

会があるということですね。そのときに熊谷課長も出られるということですから、役員の方と相談

していただきまして、地域協議会と自治連合会役員の方との懇談する機会を持ちたいと思っており

ます。その事前に連合会の会長さんと、私と副会長の佐藤さんとで、どんな話にしたらいいか打合

せをさせていただきたいと、こういったところまで今日は事前に課長と打合せをさせていただいて

おります。そういった進め方の中で、来年度はきちっと予算をつけていけるようにしたいなと思っ

ています。できれば皆さんのご意見をちょうだいいたしまして、進めていきたいと思っております。 

 いろいろなことがありますので、こういったことも含めて、自治会のほうも新しい顔ぶれになっ

たようですし、まず一回、自治会の方々と話し合いながら、地域の課題とかもあるでしょうし意見

交換をするってこともいいですよね。 

（賛同する声あり） 

○菅原会長：そういったことでよろしいですか。各自治会においてもそれぞれ練られてくると思い

ますのでよろしいですね。 

 ところで、今年は今までやっていた体振の事業などはゼロではないということでよろしいですよ

ね。 

○高田主査：はい、いくつかはやっていきたいと考えております。 

○菅原会長：そうですよね。 

○谷本区長：前回も河合さんから話しがあったように、いずれにしても自治会が中心となって実行

委員会を作って来年度に向けた計画を組み立てて行く。それについて、「こういう計画だから予算が

いくら必要だ」と、「地域協議会でご協議ください」という形になってくると思うんですよ。 

○菅原会長：６月の地域協議会はできれば前にもやったように自治会との懇談会を、新しい会長さ

んに集まっていただきやりたいと、そのときにこの話も出ると思うので。いいですか、こういった

流れで進めさせていただいて。 

○桐山委員：その前に三役会議をやるということですよね。 

○菅原会長：はい、私と副会長と連合会の会長、副会長とでまず打合せさせていただきます。ぶっ

つけ本番でやったら前回のようになってしまうんでね。 

○桐山委員：ぶっつけ本番でやれば、望来の事情をみんな言ってみたりするからね、そうしていた

だければありがたいです。 

○河合委員：望来では体育部はできたんでしょ。 

○桐山委員：できてないんです、総務部になってるんです。 

○河合委員：「四つの部ができた」ってなんか聞いたんだけども。 

○桐山委員：部はね、いろいろ作ったよ、福祉部作ったし、環境衛生部に防犯部、そして総務部は

そのまま置いて、体育部まではないのさ。 

○菅原会長：ちょっと休憩入れますので、お互い整理してください。 
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（休憩中） 

○菅原会長：それでは休憩を解きまして、（２）の食に関する取組みのほうを事務局から説明願い

たいと思います。 

○熊谷課長：食に関する取組みということで、厚田区における地産地消が課題となっております。

食に対する意識、考え方について共通認識を持ち、地域協議会として目標を設定し、さらに地域の

声を聞きながら進めてはどうかと考えております。 

 今日は皆さん方に資料として厚田区ではどんなものが取れるのか、農産物、魚介類、山の幸を調

べてみました。これらを積極的に活用しながらと考えております。 

 もう一つは新聞の切抜きの資料になりますが、札幌市の北海道食の自給ネットワーク主催の事業

ですが、小学生を対象に講座を開くというものです。裏は東海大学の西村教授がギョウジャニンニ

クを使ったにおわないギョーザの作り方ということで載っておりました。それと新篠津で農業体験

をしようということで企画しているようです。参考までに資料として用意いたしました。 

 今日は、厚田の地産地消ということで皆さんの意見を聞きながら、今後協議会を進めていくうえ

での検討材料としていきたいのでよろしくお願いいたします。 

○菅原会長：なかなか広範にわたるものでございますので、一気に結果を導き出すことは難しいこ

とと思います。ただ皆様の関心のあるところですから、人を呼んだり、商品化するなり、観光化す

るなり、そういった方向に進んでいけば一番よろしいことなんでしょうから、どの辺から踏み込ん

でいったらいいのか。 

 前回の話をさせていただきますが、あくまでも地域協議会は実施のための発案なり応援などはで

きるけども、実行主体ではないということをお互い確認しましてね、ただし、そういったことをや

ろうという気持ちの仲間ができたら、その中心になるなり、スタッフになることは一向に構いませ

んので、そういったことを踏まえて進めていきたいと思います。 

○谷本区長：今会長が言われたのは、本来であれば、例えば一つの団体だとかグループが「私たち

こういうことで食についてやりたい、最終的にはこういうものを作って販売を目的にしたい、一つ

協議会のほうで検討していただいてこの事業を認めてほしい、できれば地域振興のためになるので

基金を使わせてもらいたい、こういった計画でやるので１９年度は２０万くらいかかるが認めてほ

しい」などということで、上げてきたものを協議するのが地域協議会の本来の役目なんです。我々

のほうから「こういった事業をやりましょう」と実行委員会を立ち上げて、実行委員になってやる

んじゃないんだっていうことを念頭に置きながら協議していってもらいたい。 

 フリートーキングをした中で、農協や漁協、婦人会なり、そういったところに組織を立ち上げて

もらって、その中で計画や資金面のことを協議してもらって、それらをこの地域協議会へ持ってく

るという、本来はこうしていきたいなと思っている。しかし、「何やるの、誰にお願いするの」など

いろいろあるんで、また初めてのことですから、この協議会で少し話し合って実行委員会立ち上げ

の方向に持っていきたいと思うんですよ。 

 そこで新聞の切抜きだとか資料を少し用意したんですけど、実は私、どうやってこれを協議して

いけばいいのかなと考えたんですが、最終的には何か商品化できればなと思ってます。ブランドに

して「厚田区ではこういうものができました」だとか、何か目標を掲げたいなと思っているんです

が、そういう段階において食というものについて、例えば魚を捌くことができない人がいるという

ことであれば、アキアジなどを使って教えてもらうだとか、それから味付けを教わるという方法も

あるだろうし、またギョウジャニンニクというのは厚田でも採れるんで、料理の作り方を教えても
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らうだとか、そういったことを重ねることによって、地元で取れる食材をどう使うか。 

 それから職員からも話が出たんですが、例えば三平汁、この前新聞にも出ておりました。要する

に今厚田でも糠ニシンを売っているんですよね。あとジャガイモなども農家で作ってます。それら

を共同でやったら一つのものをセットにして売れる、「三平汁のセットですよ」と。そういったのも

商品化の一つかなと思ったりしてるんですけど。 

 そういったことで何かを重ねていくことで、長さんあたりは昔、そば作りの講師などやって人を

集めたりと経験があったり、正利冠や発足でも一生懸命やって、うどんを作ったりする人もいるし、

そういう人を呼んで作り方を習うなど、いかに自分たちの地域で地域の食材を使ってということを

重ねていって、何か商品化につながればなと思う。今みたいな話を好きにした中で、こういった団

体、こういった人たちに実行委員会をお願いしてやろうと、そして我々も応援体制を取ってやって

いければなと思っているんですけども。 

○八木沼委員：法律の問題とまたぶつかるのかもしれないけど、共同作業でごみ投げやったときに

話が出たんですけど、「どぶろくの造り方をわかってる人がいなくなるんだ」と、「今のうちに聞い

ておいたほうがいいんでないか」という話が出たんだけども、技術ある人に教えてもらってね、こ

れを売るってなったらまだ先の問題で法律的にも面倒なことが絡んでくるのかもしれないけどね、

ただ昔あった技術を絶えないようにするというのも大事だよね。 

○谷本区長：どぶろく特区で認められた所ありましたよね。 

○長委員：今希望が多くなってるようなんで、間口が狭くなってるって話を聞いたことがあるな。 

 私もちょっとビールを作ったんですがね、失敗してアルコールが高くなったりとか、１パーセン

トで抑えたいんですけど、時々５、６パーセントになったりね。 

○八木沼委員：長さんがヒントを出してくれた食の博物館の話、やっぱり昔の人がね、飯寿しなん

かもそうなんだけど、漬物だとかね年寄りでないとわからないものを講習を受けたりしてね。 

○谷本区長：本当に今八木沼さんが言うように「えっ」と思うことでもいいと思うんですよ。今の

時代何とかすれば何とかなる可能性もありますしね、「えっ」と思うことをどんどん言ってもらって

いいと思いますね。 

○柴田委員：知り合いの方で、ドイツで食堂をやっている方がいるんですが、その人のお店で「北

海道の鮭のちゃんちゃん焼きを出したい」って、結構日本の観光客がいるようなんです。私そのと

きに、お味噌の味がうまく出せないのでね、そういうのがあれば、そういった人たちに送ってやれ

るのかなって思いました。詰め合わせみたいのがね。 

○菅原会長：鮭と味噌とセットで商品化してしまうと。 

○熊谷課長：昔厚田で葬式があったときにですね、ちょうどアキアジ時期だったんですけど、カレ

ーライスがほとんどなんですが、そのときに出たのが鮭のカレーライスなんですよ。ですから秋に

なればジャガイモ、人参、玉ネギが取れるんで、そういったものをセットにしてという方法もある

でしょうね。 

○高橋委員：富良野では高校生がカレーの味を工夫して、二週間に一回でしたか観光客に食べても

らって、そこで好評だったものを売りに出そうということでやってるんですよね。ちゃんちゃん焼

きだとか、鮭のカレーだとか同じようにうまくやっていけないんでしょうかね。 

○熊谷課長：作り方だとかもちゃんとわかるようにしてね。 

○菅原会長：作り方もそうですけどね、珍しいだけじゃダメですよね。おいしくないとね。 

○高橋委員：売る前に宣伝目的で観光客に食べていただくというやり方をしてるんですよね。当別
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にも何かありましたよね。 

○菅原会長：だんご汁ね。 

○桐山委員：当別はいろんなことやってるよね。 

○菅原会長：努力してるんだわ。「何か目玉を作りたい」ってね。 

○長委員：厚田だってね、しそジュースだとか味噌だとかいろいろあるよね。でもどこで買ってい

いんだかわからないじゃない。しそジュースだとか味噌だとか、例えばタクランケ漬だとか「どこ

で売ってるの」って話しになるじゃない。だからなかなか広がっていかないのかなという気がする

んだよね。 

○谷本区長：実際に「厚田の米はおいしい、浜益の米はおいしいって聞くけど、どこに売ってるの」

っていうことを良く聞くんですよ。田岡市長が言ってたりもするんですよ、「よそからそういう人が

俺に聞いてきてる」ってね。身近なものですらわからない。タクランケ漬なんて我々も口に入った

ことがあるのは一回か、二回だし。 

○桐山委員：たまに聞いてみたら「もうないよ」って言われるしね。 

○谷本区長：今はもう注文だけみたいだし、地元のものを地元の人が食べれない。 

○桐山委員：味もわからないから宣伝もできない。 

○長委員：だけどね、実際、売る所もなかったんだよ。うちもスモークサーモンを今でも作ってる

けど、結局売れなかったら困るから、どうしても注文製作になっちゃうんだよね。そしたらほとん

ど東京か札幌にしか行かないってことになってしまうんだよね。 

○菅原会長：その辺も課題だと思いますよ。いかに安定した供給ができるかですよね。 

○唐澤部長：その他にもう一つ私が思っているのは、今回資料を３枚ほど出さしてもらってるんで

すが、厚田の地元で取れた農産物、魚介類、山の幸などを、長さんが言われたとおり、どうやって

ＰＲするかっていう部分もそうなんですが、それを将来的には厚田の観光とぶつけてですね、観光

産業的なところまで育てていければいいなと思ってるんですよね。 

 今朝市やってますよね、確かに魚介類だし加工品も入ってるんですけど、ここに農産物だとかを

抱き合わせて、これがイベントを超越した産業になっていかないと。厚田は第一次産業のまちです

から、長さんのように無農薬野菜だとか、地域でがんばっている方々がいますんで、それらを吸い

上げて産業まで育ててそれをＰＲしていく、それらをお手伝いするのがこの地域協議会の大きな役

割の一つだと考えているんですよ。やはり夢は大きく持たないと、お父さんとお母さんが一人、二

人でやっているのもそれが一つの形だとは思うんですが、やはり厚田のために考えると、せっかく

この地域協議会の中で議論する機会がありますので、産業に育て上げれるようなものにしていきた

いなと思っているんですけども。 

○小野寺委員：私、商工会から委員として来てて、非常に普段から残念だと思ってることがあるん

ですけども、朝市でよそから来て野菜を売ってるんですよね、本来であれば地元の商工業者がやれ

れば一番いいんだけども、やる人もいないし、地元にもそういう食材があるんだから地元の人があ

そこでできないのかなと普段から思ってるんだけどさ。とても残念なんだよね。 

○唐澤部長：そうですね、やはり地元のものは地元の人が売らないと、「おいしいね」って言われ

れば、「これどうやって作ってるの、どうしたら手に入るの」っていうところまで行くんですよね、

発想が。そして本当においしければ「また来週も来るわ、来年も来るわ」ってなるんですよ。リピ

ーターを作らないとやはり産業まで育たない。リピーターを作るためには、おいしいものを安く提

供しなきゃならないということもあるでしょうし、生産者が自ら工夫することも必要でしょうし、
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知恵を絞り出すことも必要でしょうし、そのお手伝いをするのは地域協議会の役割だと思いますし。 

 先ほど区長も会長もおっしゃっておりましたけども、基金がありますので、基金は１億あります。

この１億を有意義に、１億を５億にも１０億にもしなきゃならないんですよね。それを生み出す必

要があるでしょうし、そのためにこの１億があると思います。これは有効に使いたいと思っており

ますので、皆さんのアイデアで、農産物を作ってる人、海産物を獲っている人、加工している人な

どその人たちとの連携なり、話しを聞くなり、この場で提供していただけたらなと思います。 

○長委員：今小野寺さんが言われたことは望ましいことなんですけど、いくつかやっぱり障害があ

るんですよね。というのは、朝市の時期には地元の野菜がまだ取れていないということと、ちょう

どその時期は春先の農作業が非常に忙しい時期ということで、農家の中からは販売、出店のために

手が割けないというところがあるんですよね。 

考えてみれば段々高齢化して、私なんかも第一線から離れていくことになるんでしょうけど、ち

ょうどそのくらいのね、７０歳くらいの人たちとかね、今何とかバンクとかってあるんじゃないで

すか、人材バンクみたいなのが。そういう所とうまくタイアップしていって、そういう場所を設定

していけば、そういう人たちが農家を回って集めてそこで売るというね。 

 僕もなかなかね、札幌の店知ってるから有機の野菜売ろうと思えば本州からでも引っ張って来て

売れるんだけども、そこまではしたくないという気持ちがあってね。でもやっぱりニシン獲れてる

ときは、先ほどの三平汁の話じゃないけど、ニシンに合う野菜があったほうがいいんだろうし、お

いしいものが提供できるんであれば、一つ踏み切ればできないことはないんだろうけど、自分一軒

ではとてもできないんだよということを農家何件かで手を結ぶとか、あるいは商工会の人とも手を

結んでやっていくということであれば、朝市で人が集まるときに厚田の農産物も売れるようにね、

あるいはまた、今僕らが作っている作付けの中で「もうちょっと早く葉物でも作ろうか」っていう

努力をすればね、小松菜だとか、はつか大根だとか、作ろうと思えばできないことはないさね。 

○八木沼委員：一番問題なのは売れてなんぼなのさ。売れるんであれば考えるけども、そういう販

売できる方がいくらかずつでも出資して店員さんの労賃をどう賄うかまで考えないと。 

○菅原会長：皆さんね、課題はそこなんだと思いますよ。道の駅があちこちでできましたよね、私

も三笠だとか、長沼だとか、雨竜はたまたまうちの女房の実家だということもあって行きましたけ

ど、これはきちっとしたシステムを作ってですね、確かにＪＡがある程度母体になってるんだけど

も、そういう仲間をきちっと作ってるんです。リーダーがいるんですね。そういう人がまとめない

とダメなんですよ。 

契約生産なんですよ。売れ筋はこれとこれとこれだよって決めたら、「あなたはメロン得意だから

作りなさい」と、「あなたは何よ」と、仕込から始まってますので、何月何日までに出るようにする

といった計画がきちっとあってですね、そうやってやらないとできない話なんですよ。ですからリ

ーダーというのは、権限も与えないとダメなんですよね、皆仲良しグループではできませんね、こ

れは。 

 やっぱり一番大事なことは金取らせることなんですよ。金取らせれば文句あっても文句言わなく

なる。だけど農家は作るのはプロだけど売るのは下手なんですよ。今人材バンクとかっていう話が

ありましたけど、これもやっぱり本来であれば農家の人がやらなきゃダメ。作った苦労だとか、時

には食べ方だとかを言えるのはやっぱり農家なんですよ。あちこち聞いたらそういう部分がありま

す。ですから漁師で言えばその点売り子さんはやっぱり漁師の人がやってますよね。 

○八木沼委員：漁師の人は皆自分で店持ってるけど、あれ農家ではちょっと。 
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○菅原会長：ですからね、地域地域できちっとしたグループができないとダメなんですよ。 

 時期に合わせてハウスかけて、時にはオイル焚かなきゃならないと思うんですよね、暖房入れて

ね。そこら辺のリスクの部分をどういう決め方するのかわからないけど、まさしくその農業の部分

の集落営農みたいなことが野菜部門でできれば可能だと思いますよ。 

○長委員：さっき出た長沼でしたっけ、あそこはかなりうまくやってる農家があるみたいだけど、

僕は農協にあまり米は出してないからあれなんだけど、その辺の農協との兼ね合いがあったりとか

さ、それがうまくいったならそれはそれでいいんだけど、例えば野菜のことを考えるんであれば、

朝市とジョイントというのもいいのかもしれないけど、今の望来の農協なんかは店舗がほとんど空

いたような状態だし、そういった所をうまく使えればいきやすいのかなって気がするし、そうすれ

ば農協の職員にも少しは手伝ってもらえるのかもしれないし。 

○菅原会長：あそこで青年部がやってみたりしたけどね、やっぱりあそこは素通りする場所だね。

だから人の集まる所に来ないとダメなんですよ。だからパークゴルフ場はいいですよね。それと港

ですね、魚を目当てに来たときに、「三平汁作るのにイモがほしい」だとかってことですよね。 

○長委員：でも意外とね、野菜なんかでも重いでしょ。大根とかジャガイモとか人参とかね。そう

なると近くまで車をつけて買いたいってのがあるから、意外と大通とか札幌駅なんかで売ってもな

かなか売れないです。やっぱり１キロ単位だとかそのくらいなら売れるんだけど、１０キロ箱なん

か売れないんだよね。その点、あの辺で車つけて買うことができるようになれば、望来のあそこ悪

い所ではないと思うんだよな。 

○谷本区長：港朝市と同じでね、常時やってればね。 

○唐澤部長：例えば野菜とかって端境期に作るってことに相当リスクがあるんですか。本来５月に

出るものを４月から売り始めるとかね、８月で終わるものを１０月まで売ってるとかね、普段当た

り前に売ってる時期に売るというのは当たり前ですから、それが１ヵ月早く店頭に並ぶとか遅くま

で並ぶとか。 

○長委員：ここで１ヵ月前に作るのと、七飯で１ヵ月前に作るのとでは全然違いますよね。七飯か

ら野菜入ってくるでしょ、それでこっちは一生懸命、先ほど会長が言ったようにストーブ焚いて同

じ時期に出せるようにしてもコストもかかるし、札幌の市場に行ってぶつかったときにはやっぱり

負けちゃうんですよね。そうなるとやっぱり作らなくなる。だからさっきみたいに朝市に来てね、

そこに来て、そこで買うというね。 

○唐澤部長：買ってもらうためには、何かがないと買わないんですよね。例えばそれが加工品であ

ってもいいんですけど、「また来たいね」という思いは何かがあるからまた来たくなるんですよね。

本当は夏にならなきゃないものが、「春から売ってるよ」とか、そうなると行ってみたいんです。 

○高橋委員：トータル的にはね、そういったやり方もいいのかもしれないけども、農家の人の発想

の転換まで持っていくまでに、その間にスタートさせるっていうことを考えると端境期ではなくて

あるものをね、今ならアスパラや菜っ葉ものだとか、売れる場所、そして自分の所にもお金が入る

っていうことをまずしてもらわないと、今でいうとジャガイモはもう出せるんですよね、ぎりぎり。 

○長委員：買ってくれるかどうかはわからんよね、食べれるけど。 

○高橋委員：というのは、私、自分のジャガイモを越冬させておいて、たまたま聚富のパークゴル

フ場でごみ拾いしてるときに、「ジャガイモないの」って言われて、「ハイ」って言って持っていっ

たら、「厚田のジャガイモはおいしいから」って言って買っていったんです。うちでは数が知れてる

んで近くの方にお願いして、芽を欠きながらですけど出したことが一昨年あったんです。だから、
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パークゴルフ場のスタートと同時にトータルして物が売れないかなって。 

長沼は後ろにパークゴルフ場があるんですよね。ニセコの場合は通路が込み入ってて、もう有名

になっちゃったから黙っててもお客さんが入る。今は変っちゃったんですけど、前は片方にソフト

クリーム屋があって、もう片方にフランクフルト屋があるんですよ。その視線を利用して野菜を置

いてたんです。なおかつ、老人クラブのおじいちゃんたちが腕章を付けてウロウロしてるんです。

ただ、野菜を持ってくるのは、農家の人に連絡が入るか、売れたかもしれないってときに自分で走

ってきて置いてるんですよ。その工夫は農家の人にしてもらわなければならないけども、無人で置

くとお金が入らないということが実験でわかったので、今は違うやり方してるんですけど、ニセコ

方式はいいなって、あれがみなくるでできないのかなって。 

 たまに聚富のパークゴルフ場の所で、とにかくやってみたいと思って、自分の野菜を持って行っ

て１００円で売ってるんですよ、実は。できたら近所の農家の方がやってくれないかなと思って３

年続けてるんですけど。 

○谷本区長：誰やってるかわかんないけどお金入れるようになってるから。 

○高橋委員：あれ最初のうちは良かったんですけど、途中から１０袋置いても１００円入ってたら

喜ばなきゃならない状況になったので、今はそれをやめて、掃除をしてる間、車の中に置いておい

て「ちょうだい」って言われたら「あげる」っていう方式で、そうすると「今日おばちゃん来てる」

って顔が見える野菜っていうふうに理解してくれるんで、「農薬は使っておりません、これは無農薬

です、私が食べる分です」ってやってますので売れるんですよ。それを何とか近所の農家の方に協

力というか、「じゃあやってみようか」っていう気持ちになってもらえないかなと思ってるんですが。 

 パークゴルフ情報というのがあって、パークゴルフ場の所で野菜を売っているというのが北海道

で２軒しかないんですよ。一回「望来の所でたまに売ってます」ということをラジオで言ったんで

すよ、その後、聚富のパークゴルフ場の所で「そうやって聞いたのに売ってなかった」って言われ

て、「おばちゃん売ってよ」って。 

○桐山委員：ＳＴＶかい。 

○高橋委員：ＨＢＣでした。 

○河合委員：今望来でやってるよね。 

○谷本区長：望来の場合ね、多分品物がないときがあるんですよ。どうしても家族二人で山菜採っ

て来てやってたりするんでね。また都会の人向けにキャベツなんかも一つまるごとじゃなくて、半

分にして綺麗にサランラップで包んで、いらないとこ取っちゃって手ごろにうまく売ってるんです

よね。最近どんなものが出てるのか私も行ってないんでわからないですけども。 

○河合委員：結構売ってるよね。発足からも来てるしね。 

○高橋委員：聚富でもいろんな工夫をしながらやってるんですけど、お店で買うより少し多めで１

００円という魅力をね、まず作らないと。ですからフキでもワラビでも同じですけど、何か立ち上

がってくれないかなと思って。 

○菅原会長：買う人に得をさせないと、得したと思われないとね。 

○谷本区長：望来のパークゴルフ場では、阿部さん店出してるし、弁当屋さんも来てるし、木村さ

んも魚売ってて、後は小林さんが野菜だとか山菜だとかやってるし。 

○河合委員：高田さんもやってるよね。 

○谷本区長：そうだね、結構それぞれうまくやってはいるんですけど。 

○桐山委員：時には北村さんが大根をトラック一杯持って来て綺麗に売って行くからね。 
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○谷本区長：ドサッと持って来てやるのはやめさせてますからね、綺麗にきちっとね。 

○高橋委員：その今やっている人たちが一本化されると最高にいいんだけどね。当番制でやって他

のものも一緒に売るとか、何とかならないかな。 

○畑中委員：でも商売としてね、儲からないと続かないですよね。儲かるためには安定に供給でき

ないと途切れてしまいますし。 

○河合委員：今であれば、結局農家に何があるかって言えばアスパラだよね。以前には朝市にアス

パラ持って来て売ってたんだけど、なかなか売れないんですよ。「高い」って、「高い」の一言です

よ。２００円、３００円って言ったら全然、「１９８円なら買う」って。今うちらで売ってるやつだ

って高いやつなら３００円ですからね、それ１９８円にすれったってさ、結局売れないから農家も

来なくなったし。今は電話なりで頼まれて郵パックなどで送ってますけどね。 

○高橋委員：去年ある人が、ナスがたくさんとれたからって軽トラックに積んで、トマトと両方積

んでパークゴルフ場に来たんです。そこでお客さんが群がったときに初めて「いくらで売るかな」

っていう言葉を発したんですよね。するとお客さんは買いたいんだけども値下げしてくれるのを待

つんですよね。最初っからね、街で３本で１００円なら４本で１００円にして売り捌いてしまうっ

てことを考えないと、このやり方はまずいって思いました。トマトも箱から出して「３個で１００

円、どうだい」って言い方しちゃったもんだから、私のミニトマトのほうが先に売れてしまって申

し訳ないことしたなってことがあったんだけど。 

 お店で買うよりもちょっと多めで、生産者の顔が見れるっていうことを基本にしないと、その場

でいくらにしようかなんてやめたほうがいい。 

 今は水菜が流行りものらしくて、あとはラディッシュとか、そういうものを今の時期は売ります

ね。フキとか、ウドとかももちろんですけどね。 

○河合委員：フキだとか、ウドだとか、ワラビだとかは売れるんですよ。ところがないんだよね、

なかなかね。山奥に行かなかったらフキだっていいものはないからね。 

 山菜採りに来てさ、農家が畑で作ってるギョウジャニンニクまで取って行くんだから。アスパラ

も食べようと思ったらないとかね。 

○笹木委員：時期をずらすっていうのも、やっぱり一つの手だと思うんですよね。今はスーパーで

安いものが年中変らず置いてあったりするんですよね。ですから付加価値をつけなきゃならないと

思うんで、おいしいだとか、栄養価ですね、「厚田のものはおいしいんだよ」という部分を証明でき

ないか、またそれらをどうＰＲしていくかということと、マニュアル化するとか、気持ちがある人

は研修というか、うまくやっている所へ行って勉強してくるとか、もし長さんと高橋さんが並んで

売ったらやっぱり高橋さんのほうから買うかなとか、そういったこともありますよね。 

○菅原会長：やっぱり消費者は得をするというか、得をしたという気にさせる、どんな方法でもい

いから、ここをつかまないと物は売れないっていうんですね。「おいしかった、新鮮だった、あのお

ばちゃんの顔が良かった、やさしかった」とかね、いろいろとあると思うんだわ。ただ農家という

のはそこら辺がね、皆がそういうのを持ってないしね。いずれにしましても、漁師のほうもそうな

んですけど、獲って来る、作るという技術はいい、だけど売るとなるときちっとしたグループ化が

必要ですね。リーダーを決めてしっかりした戦略を持ってやらないと失敗しちゃうんですよね。 

○笹木委員：農協が主体となってやっている所がありますが、厚田でも同じように農協や漁協があ

る程度後ろで指導というか導くことというのは。 

○菅原会長：農協が前面に出てるというところは成功しないですよ、はっきり言って、そういう部
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分はね。ただ「販売ですから手数料は要ります、ただし私たちやります、場所を提供してください」

とか、「企画を作ってください」とか、「宣伝するためのチラシを作ってください」とかね。 

 今、北石狩でも、たまたま当別なんですけど、ちょっと瓢箪から駒で、花の共選所のそばに研修

室が必要だということで、北海道の元気づくり事業に乗っかって施設造ったんですけど、「それだけ

ではダメだ」ということで、地産地消の野菜でも何でも売れる、「花をまず売れる店にしてください」

ということで、私としては止むを得ずそういう店にしたんですよ、下を。上は研修室なんです。そ

こで土日、５月からやってるんですけども、最初は来なかったですね。私は、「生産者が一つの団体

を構成していただくことを基本としてやってください」って言うんだけどなかなか農家はわがまま

でね、言うことを聞かないんですね。 

 最初は絶対赤字ですよ。職員も残業手当なんて出るわけでもないしね。今は、出した人は最後残

ったら引き取ってくださいというシステムにしましたし、売り子さんは二人なら二人お願いした。 

 ＳＰＦ豚やってる方が「肉を置かしてください」って来たんですよ。「いいんじゃないですか、た

だし冷凍施設なり冷蔵施設は自分で持って来てくださいよ」って。花の予冷室はあるんですよね。

だけど「肉は別だからね」って、そして持って来てやってます。 

 定着しましたら、肉と野菜を目当てに来る人が一杯いるんだよね、やっぱりね。あまり幅広くは

広がってません。特定の人です。やっぱり何年かやらないとダメですよね、あとは口コミでね。当

別町の人は何人も行っていない、札幌のほうから聞きつけて来ている。 

○河合委員：若葉球場の近くだよね。 

○菅原会長：ライスターミナルとかある所ですね。是非顔を出してください。上当別です。 

 この課題については、極力農協が関わらないで生産者できちっとやっていただく形にしたいなと

思っているんですよね。 

○長委員：なかなかね、初めから一本立ちっていうのは難しい話しですよ。 

○菅原会長：でもね、そこを目指しておかないと、「今は応援できるけどもいつまでもはダメよ」

と言ってやらないと。 

○柴田委員：プロの方と言うんでしょうか、そういったものを売るためのノウハウを学ぶための講

習みたいなものをやって、その中で農家の方たちが「やってみよう」ってね。 

○菅原会長：いいですよね。農家の方だけじゃなくてもいいですしね。 

○柴田委員：例えば、そういったプロの講師の方に来ていただいて、講師に支払う謝礼は地域協議

会でとか。 

○長委員：そういうのって道の事業であるんじゃない。派遣事業みたいなのが。専門化のね。だか

らグリーンツーリズムでも何でも、そういった勉強をしようと思えば道のほうに行けば、この前道

に行ったときも「職員が来て話しをしますよ」って言ってましたし、今みたいな分野もきっとある

んじゃないでしょうかね。 

○河合委員：野菜だとか魚も同じだけど、売る人はお客さんに「これどうやって食べるの」とか、

「どう作るの」とか、「どうやって保存するの」とかって聞かれたときに、即座に反応できる人じゃ

ないとね。私一回、三越でやったホクレンの大収穫祭に一週間行ったんですよ。厚田の竹の子の真

空パックを持って行って売ってたんだけど、よその売り場に「ちょっと手伝ってくれ」って行った

ら、わからないんだよね。札幌大球っていうのを始めて見たのさ。すごい大きいのさ。そしたら新

聞社が来て「ちょっと貸してくれ」って言うから、「ダメだ、これ売り物なんだから」って。当時一

個５００円でそれを売ったんだけど、「どうやって食べるの」って、俺も初めて見たのに「どうやっ
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て食べるの」って聞かれたって、何して食べればいいのかわからないし、聞いたら漬物らしいんだ

よね。やっぱりそういったときにね、「こうするんだよ」とかってすぐに返答できる人でないとダメ

だっていうことを反省会で言って、ホクレンも次の年から生産者だとかに付いてもらって売るよう

になったんだよね。そういった人が売らないとね。 

 厚田にテレビ局が来て、ニシンを見て「どうやって食べるの」って聞かれたら、ある所に来てた

パートさんが、おからだったっけかな、「豆腐のおから漬けにして食べるとたいへんおいしい」って、

「どうやって作るの」って聞かれたら、「うちにある」ってテレビ局連れて行って、それをテレビで

流したらニシン買いに来て、「おからどこにあるの」ったら、「妹尾さんに売ってるよ」って、買い

に行ったら「一袋買ったらもう一袋まけてもらったから、ニシンももう少しくれ」ってたくさん来

たって言ってたけど、「どうやって食べるの」って聞かれたら、「こうやって食べる」ってね、ただ

焼いて食べるとか、煮付けるだけじゃなくてさ、そういういろんな変った料理方法だとかをね。 

○長委員：河合さんが今言ったように、いつもこういった品物があるわけじゃないんだから、さっ

きの竹の子の塩漬けがあったりだとか、そういった加工品が少しでもあればね、生鮮食品がないと

きもそういったもので補えるし、ある程度の品揃えもできるんだよね。 

○高橋委員：塩物だとか真空パックのものだとかそういったものもすごくいいんだけど、「今年買

いそびれた、来年は買うぞ」っていう意識を持ってもらうために、「売り切れちゃった」っていう、

「今年はもうこれで終わり」っていうのもあってもいいと思うんですよ。 

○長委員：そうだよね、無理矢理よそから持ってきてね、「厚田産の何とかです」って売るのやめ

てね。 

○高橋委員：「あっごめん、売り切れちゃった」という雰囲気も本当は大切なんだなってこと。そ

れから、言葉の意味は違うのかもしれないけども、損して得取れというのを私の頭の中では違う意

味で考えて、まずは顔をわかってもらうこと、そういったことをちょっと工夫するときっと買って

くれると思うんですよ。きっと道の駅でも１００円野菜を売っている所でも、そういう経過をたど

ってるはずなんです。だから富良野でカレーを観光客に試食させるっていうのは、顔を見せる、売

るための宣伝の一部なんですね。それはある意味、損して得取ってるかもしれない。 

 何かそういうアイデアがあったら地産地消はできると思うんです。あとは場所。 

○長委員：やっぱりね、圧倒的にここの村で取れるものは少ないんだよ。だけどそれをいかにうま

く売っていくか。本当に生産量が少ないから、米でもこれだけあるみたいだけど、菅原さんやっぱ

りロットは少ないもんね。いくら「味がおいしい米だ」って言っても、その辺では癖が付くもんね。

やっぱり札幌にこれだけ近いんだし、パークゴルフにも来るし、山菜採りにも来るし、ただごみだ

け投げていってもらうんじゃなくて、お金も投げていってもらうこと考えたほうがいいのかなって。 

○河合委員：厚田の米を売りたくて、ここだけの米ということで、厚田のきららを作ってもらって

農協で販売してたんですよね。当時は１２０俵ぐらい売ってた。今なら１００切ったんでない。今

浜益の米も精米して持って来て一緒に売ってるんですよ。浜益で売れない。浜益で店舗持ってたと

きは売れたんだけど、浜益で売れないから、うちが浜益の米と地元のきららを売ってるんだよね。

農協厚田店しか売ってないのさ、望来も聚富も店がないから。 

○長委員：調理して食べてもらえば、意外と「秋田こまちよりもうまい」とかさ。 

○河合委員：小樽の人とかでも「買ってきて食べたらうまかったから送ってくれ」とかっていろい

ろな所から来るから送ってやるんだ。 

○高橋委員：朝市でお米を出すわけにはいかないけど、小さなおにぎりを作って「このお米は農協
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にありますよ」というやり方ってできないんでしょうか。 

○河合委員：俺が望来にいたときに、札幌東急ゴルフ場と石狩平原のゴルフ場とに厚田の米を１キ

ロ詰めにして納めてたんですよ。売るんでなくて、コンペだとかで野菜セットを作って、中には食

べて「おいしい」って来る人もいるし、そういう宣伝はしました。今はやってないけど。 

○小野寺委員：港では農業関係でも商業関係でも誰が行っても物を売れるようになってるんだよね、

村の時代からね。今でも継続してるんでしょ、それは。 

○長委員：今はプレハブじゃないと売れないんでしょ。 

○小野寺委員：あれは魚だからでしょ。 

○谷本区長：魚だからプレハブだけど、野菜とかはテントでも構わない。 

○河合委員：朝市に農家のテントはもうない、撤去された。 

○小野寺委員：あれは特産品協議会のテントだから。ただね、誰が行ってやっても、そういったテ

ントを立てようが、立てなくても物は売れるんでしょ。 

○河合委員：できるだろうね。ただ朝市の場所が変ったらどうなるんだ。 

○谷本区長：それでもできるスペースはあるよ。 

○小野寺委員：もし今そういう農産物を売るんであれば、おそらく今地方から来て売ってるんだろ

うと思うけど、そういった人たちが近くに入れないようにできると思うんだよな。だけど今の時点

で「あんたたち来るな」なんて言えないしょ。 

○谷本区長：高田君これな、商売をこれからやろうという、コミュニティビジネスっていうのそう

じゃないの。石狩でいろいろと、補助金などで支援しながらやってるんだけど、今後講習会なども

開催する予定でいますが、できれば皆さんも聞いていただければ、将来何かのときにね。 

 あれはまだ日程決まってないの。 

○高田主査：今のところでは１０月頃に、基本的な部分を。 

○谷本区長：コミュニティビジネスということで、何かで商売をとか、何かで金儲けをって言った

らおかしいのかもしれないけど、そういうことに目を向けようという取り組みをやってますので、

お知らせや何かで行くと思いますので。 

○菅原会長：今日はですね、このテーマについてはいろいろと課題がございますので、フリートー

キングでいろいろと意見を伺いましたが、もう少しこういうスタイルで進めながらですね、どの辺

から手をつけるかという、それを見出していかなきゃならないですね。 

○長委員：やっぱり啓発というか、そういう意味では、僕らも含めて一回きちっと専門家に来ても

らって勉強会やれば、僕らも一般の区民の方も農家、水産業、商工業の方も含めてね。 

 それに合わせてもしあれだったら、自分の家とか、地区だとかのね、とっておきの料理って言っ

たらちょっとおかしいけど、そこに一品ずつでも持って来て皆で味見をしたりだとか、何かその辺

ができれば、聞くだけじゃなくて体ごと一緒に楽しめるという一つの火付けになるのかなとも思う

んだけど。僕らは火付け役だと思うんだけどね、実行部隊は別にしてね。 

○菅原会長：そうなんです。ですから私が冒頭に言ったのは、そういう火付けをしてそういったグ

ループができますよと、その中にそれぞれが入っていくことは一向に構わなし、リーダーでもいい

んですよと。そうなってほしいんですよ。 

 そんなことでですね、今日はもう８時を過ぎてますし、毎回遅いのでそろそろいいのかなと思う

んですけど、まだご意見があればこの関係について伺いますが。 

 なければこの関係については一回ここで切らしていただきまして、次回の会議については先ほど
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も言いましたとおり自治連合会の役員さん方と懇談会と考えております。 

 最後に交通システムの関係で何かあればお伺いする約束もしておりますので。 

○桐山委員：時間もないんでよろしいですよ次回で。 

○菅原会長：いえいえ、いいんですよ。５分、１０分の時間だと思いますので。 

 桐山さんに座長をやってもらってますけども、社会福祉協議会の福祉車両貸出事業ですか、この

関係はですね、前回のお話からすると桐山さんが直接やっているということですね。ちょっと実態

を調べてもらったんですが、昨年は１３名の利用があったそうで。 

○桐山委員：今はちょっと増えすぎてね、私ら対応できるかどうかはっきり言って心配です。昨日

も行って来てますし、ぶっ続けなもんですから。 

○菅原会長：車両は何台あるんですか。 

○桐山委員：車両は１台です。 

○八木沼委員：２５、２７、２９日と一日置きか。 

○桐山委員：今年になってから、もう５、６回行ったね。 

○長委員：運転をされる方は何人で。 

○八木沼委員：３人しかいない。 

○桐山委員：これね、私もちょっと調べなきゃわからないんだけど、当初私らが始めたときはね、

北海道で歌登町しかやってなかったんですよ。法的には許されていたわけじゃないけど黙認の形で、

「講習を受けた者は」という形で社協から講習代もらって３名受けたんですよ。一応修了証書もら

ってね。今それはね関係ないみたいですよ。ですから、厚田村の社協があったときに同じ悩みで「過

疎地の交通網があれだ」ということで理事会に意見が何回も出て、「なんとかならないか」というこ

とで今と同じような話だったんですよね。それで合併になる前にきちっとしたものにしておかない

とならないということで、車を買うことが決まって、ボタンを押すと助手席側が降りてくるタイプ

で車椅子を乗せるものではない、そういった車なんです。そして「市になってもその事業は継続し

てもらいたい」と強く要望しました。 

 正確に言うと今は空白の期間なんですね。１０月になると変った法律が出ることは聞いておりま

す。それまでの間は「貸し出しはいいよ」ということで、８０条の運行を適用してるんだと思いま

す。「車は社協で貸します、運転手はそちらでお願いします、もろもろのものは責任を負いなさい」

ということで、私らの交通費まではサービスできないわけですよね。望来から厚田まではボランテ

ィアで来ます。それで一日一杯かかることが大半なんですよ。当初の話では、それだったら５００

円と言わずに１，０００円取ってって、１，０００円もいただかなくたってパンを１個か２個食べ

ればね、弁当だって安いのは３００円そこそこであるから、一応運転してる者の食事の補助という

ことで５００円ということで。ですから交通費と含めて１，５００円。付き添いの女性を乗せたら

もう一人の食事代として５００円増えますから２，０００円と、行って来た燃料費、満タンで借り

ますから、行って来たらスタンドに行って入れて支払いをしていただいて、そんな形で今やってお

ります。このちょっとの間で４，５回ぶっ続けなんですよ。 

○菅原会長：今、何名の方が利用してるんですか。 

○桐山委員：６名です。 

○菅原会長：グループで乗るんですか。 

○桐山委員：１名です。２名というときもありますけどね。病院があまり離れてないときなどはね。

できれば奥さんがいる人は奥さんに乗ってもらいたい、付き添いのボランティアを探さなきゃいけ
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ないんでね。 

○谷本区長：どういったことに利用してるんですか。例えば病院とか。 

○桐山委員：主に病院。福祉課のほうで該当した人がいたら社協のほうに連絡をする。 

私は、せっかく行ったんですから、そのついでに「買い物ないですか」って聞いて遠くなければ

寄ってきますよ。油賃も本人持ちなんですから。そういったことはしてますけども。 

○谷本区長：基本的には病院ということで頼まれることが多いんですか。 

○桐山委員：そうですね、自分で乗り降りができないとか、足が悪いとか、バス停が遠すぎるとか。 

○谷本区長：八木沼さんもやってるんですか。 

○桐山委員：八木沼さんが代表で受けております。 

○谷本区長：あとは誰がやってるの。 

○桐山委員：望来の天理教のミマヤさん。３人しか講習受けてないんですもん。 

○菅原会長：運転手は３人。介護する人はまた別に。 

○桐山委員：今まではずっと望来の女性の方にボランティアしてもらって。 

○谷本区長：誰か彼か都合のいいとき運転手３人が回り順かなんかで。 

○桐山委員：３人でね。 

○菅原会長：利用の実態というのは望来なんですか。 

○桐山委員：今年度今のところは厚田の人ばかりです。ですから今私は地区社協のことも絡めてね、

今厚田でも立ち上がるとは思うんですけども、それぞれの地域で考えていかなかったら、ボランテ

ィアもいるんですしね、「このままでどんどん増えていったら３人じゃ対応できないよ」ということ

は言ってはいるんです。 

○高橋委員：運転をする場合、今も講習はやっぱり必要なんですか。 

○桐山委員：今はそれはいらないと思います。３年前に講習を受けた経緯があるからまっすぐ来て

るんだと思うんですよね。私はそう認識してるんですがね。大変喜ばれてはいるのさ。 

○高橋委員：そうでしょうね。私は知っていたんですけど宣伝がされていないんですよね。 

○長委員：宣伝されたら対応できないんじゃないの。 

○桐山委員：そう、対応できないんです。 

○高橋委員：対応できなかったからなんでしょうけど。 

○桐山委員：介護のヘルパーさんがいるでしょ。ヘルパーさんが行っている所で実情がわかって初

めてつながってくるわけです。だから普通は一般の人は知らないし、ＰＲしたって対応ができない。 

○畑中委員：社協でやるとなれば、登録するとなれば講習を受けてくださいと、受けたほうが望ま

しいということなんでしょうね。 

○高橋委員：講習を受けなきゃならなかったとしても、３人が選ばれたみたいだけどもっと人数を

増やせなかったのかなって。 

○桐山委員：選ばれたわけじゃないの。男子が４人しかいなかっただけ。 

○高橋委員：選ばれたわけじゃなくても、「講習を受けませんか」っていう周知はあったんでしょ

うか。 

○八木沼委員：募集まではしなかったな。 

○桐山委員：募集はしてない。予算もなかったし。社協自体にね。１万３，０００円かな。 

○高橋委員：「そういうことをお手伝いしたい」って、たまたま定年退職した６０代の方がいたん

だから。 
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○菅原会長：いるんですか。 

○高橋委員：そう、いたんですよ。でも講習は受けてない。 

○桐山委員：早急に内容調べてみます。講習受ける必要があるかどうかね。国はそれを「黙認しま

すよ」と新聞にも大きく出たんです。法律的に言うとダメだけども黙認しますと、講習受けた人は

ね。 

○八木沼委員：黙認の状況だから、事故か何かやったら全国に「ダメだよ」ってなっちゃうから、

「気をつけてください」ってことは。 

○桐山委員：非常に厳しかったです。 

○八木沼委員：一応法規は全部やったけどね、全然頭に入ってないけども。 

○菅原会長：そういった講習は受けているということですよね。 

 あとよろしいですか。一応今日はこういったところで、なければ終わりたいと思いますが。 

○高橋委員：今は３人だから忙しくて無理なんでしょうけど、ある程度のところまでは確立してい

ければね。 

○桐山委員：これをね、できる人方がいたら、増えればある程度は改善しますよ。 

 交通システムのほうはこの部分とは切り離してね、佐藤副会長も福祉のほうは別にしてという考

え方してましたから、これはこれでという形になるでしょうね。 

○菅原会長：そういうことですので、ご理解いただきたいと思います。 

 

３．その他 

○菅原会長：次回の日程等を皆さんで決めたいと思いますが。 

○熊谷課長：今回、佐藤副会長が仕事の関係で欠席しておりますが、木曜日と金曜日であれば出席

できるということなんですよね。 

○谷本区長：それとですね、６月については議会が２８日まであるんですよ、水曜日までですね。

だから２９、３０が木、金なんで、できたらその辺で。それと自治会の役員さんの都合もあるでし

ょうから。 

○菅原会長：では２９か３０ということで事務局に一任いただきたいと思います。場所はここで狭

くないですよね。大丈夫ですよね。 

○熊谷課長：次回も６時半、支所ということで。 

（「６時がいいのでは」との声あり） 

○熊谷課長：それでは、次回は６月２９か３０日、時間は午後６時から、場所は厚田支所というこ

とで。 

○谷本区長：基本的にはスポーツの振興、この食の部分も自治会との連携を取らなければならない

ことも出てくるでしょうけど、地域協議会と自治会とは密接な関係になっていかなければならない

ことですので、これらのことを話題としていきたいと思いますので、何かありましたら寝ながらで

も一つ考えていただきたいと思います。 

○桐山委員：交通システムのほうはどういたしましょうか。 

○菅原会長：新しい路線を独自で走らせるということにはならないと思いますので、現在運行して

いるバスをどうやって利用できるかということでしょうね。 

○桐山委員：煮詰まってきていると思います。中央バス潰してもダメなこともわかったし、今は２，

２００万の赤字だって言ってました。 
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４．閉会 

○菅原会長：それではこれで閉会させていただきますけども、大変お忙しい中、活発なご意見いた

だきましたことをお礼申し上げます。ありがとうございました。 
 
 
 
 
 

平成１８年 ６月２９日議事録確定 

 

                               石狩市厚田区地域協議会 

 

                                 会長    菅 原 道 夫 


