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平成２３年度第４回石狩市厚田区地域協議会 

【日 時】 平成２３年 ７月２６日（火） １８：３５ ～ １９：４５ 

【場 所】 望来コミュニティセンター みなくる 

【出席者】 菅原会長、佐藤副会長、大黒委員、小林委員、畑中委員、福沢委員、盛重委員、吉田委員 （８名） 

（欠席者）  伊豆原委員、河合委員、澤田委員、清水委員、谷委員、中井委員、松浦委員  （７名） 

    ※正副会長を除き、あいうえお順 

       支所 ～ 尾山支所長、池垣課長、成田課長 

       事務局  ～ 高田課長、栗谷主査、渡部 

【傍聴者】 ０名 

【次 第】 １．開会 

      ２．会長あいさつ 

      ３．議題 

地域振興事業の取り組みについて 

         ・地域活動における課題と今後の展望について 

４．その他 

     報告確認事項 

・７月14日の大雨による被害状況について（資料１） 

・厚田区防災計画に関する動きについて 

・地上デジタル放送移行に伴う対応について 

・「厚田サンセットヒルフェスティバル2011」の開催について 

・次回会議の日程等について 

５．閉会 

１．開会 

２．会長あいさつ 

３．議題 

地域振興事業の取り組みについて  

・地域活動における課題と今後の展望について 

今回は、地域づくり基金を活用し地域活動に取り組んでいる団体、NPO法人あつたライフサポートの会・

あつたの森支援の会「やまどり」・厚田資料室サポートの会より、現状の課題や今後の展望について報告を受

け、横の連携や新たな地域づくりに向けた意見交換が行われました。 

○菅原会長 ： 

 

 

○佐藤副会長： 

地域活動における課題と今後の展望についてですが、まずは地域づくり基金を活用し地

域活動に取り組んでいる各団体より、現状の課題や今後の展望について、報告を受けたい

と思います。ＮＰＯ法人あつたライフサポートの会、佐藤副会長よりお願いします。 

ライフサポートの会については、総会において決算をしまして、ＮＰＯ法人として自立
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○菅原会長 ： 

 

○佐藤副会長： 

 

 

 

 

○菅原会長 ： 

○大黒委員 ： 

が何とか出来そうだという見通しが立っております。ただ一つ問題・課題になっているの

は、利用人口が増えないということと、もう一つは、利用者も高齢化しますが、サポータ

ーも高齢化しますので、サポートするということが、遠い将来においてなかなか困難にな

るのではと、ちょっと心配をしております。 

利用者については、望来地区を中心にだいたいコンスタントに需要がありますので、現

在のところは、それをサポートしていくことが出来ればと思っていますが、このサポータ

ー・利用者が固定化してしまうということを何か考えていかなければいけないと思ってお

ります。その何かを考えなければいけないということで、今後の方向としましては、広報

もしておりますので、厚田区の方については、ライフサポートのことはご存じになってい

ただいていると思っていますが、問題はバスの停留所までですから、何かのイベントがな

ければ、例えば老人会でコンスタントに毎月送り迎えが出来るような行事とか…。次に考

えているのが、厚田区で行われているイベントがありますよね。そういうイベントにもお

年寄りに参加していただくというような方法を少し探って行きたいと考えております。そ

れから、今、しようとしているのが、新規のサポーターを増やそうとしておりまして、こ

れはただサポーターになってもらうだけではなく、サポーターになる為の幾つかの条件が

ありますので、それをクリヤ出来るような人を探しています。そういうことで、なるべく

固定化しないようにということと、なるべく私たちのライフサポートは、お年寄りを家か

ら外に出ていただいて、いろいろな行事に参加していただき、それでなるべくだったら、

年を取っても元気で暮らしていただきたいという願いもありますので、そういうことで、

どうやって参加を促していくか、あるいは、そのイベントにどう参加していただくかとい

うことも含めて、考えていきたいと思っております。 

もう一つは除雪のサポートですが、昨年の冬から活動していますが、ある程度の需要が

見込まれていますので、今年の冬も除雪で少しサポートしていこうと思っています。今後

は、行政とサポーター、それからもう一つ、今考えられているのが、厚田区に住んでいる

お年寄りが、それぞれの小学校や中学校に行って、いろんな自分の出来ることや地域の文

化伝統を教えて、そのお礼に中学生が冬になったら、おじいちゃんおばあちゃんのところ

の玄関の前を除雪してあげようというようなことが、これから起きないとも限らないので、

行政と私たちのサポーター、それからこういう関わり、そういうところの除雪の在り方と

いうのを少し考えていきたいと思っています。 

現在の課題と報告は以上です。詳しい点については、手持ちに今ありませんので、また

機会がありましたら皆様に照会しようと思います。 

中学生といろいろと話し合いをしていくのはいいですよね。もし実現すれば。ただ、こ

う言ったら何ですが、自分の家の除雪もしない中学生が多いのではと思いますが。 

これはですね、厚田中学校の校長先生と地域教育分科会での話し合いの中で出てきた話

であって、これは厚田の話ではなくて、校長先生が以前に赴任されていた学校で経験され

て、それがすごく学校としても地域としても、大変すばらしいということで、この辺りも

ライフサポートで少し考え、地域教育分科会としても考えていますので、その辺のサポー

トの在り方について、今後出てくるのかなということです。 

続きまして、資料室サポートの会、大黒委員よろしくお願いします。 

私たちは資料室ではなく、資料館を建てたい思いで、この想いを絶対に曲げないで行こ
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○菅原会長 ： 

○吉田委員 ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うと思っております。今年は来館者数5,000人を目指しておりますが、まだ半ばですが、

順調に伸びております。第１弾、第２弾とチラシを配ってＰＲをして、大変いいところま

でいっています。これからお盆に掛けて、またチラシを配って、何とか来館者数を増やそ

うとしています。私たちが盛り上げることによって、資料室から資料館を作るイメージを

考えております。今は、厚田から輩出した４人の展示をしていますが、それにプラスして

厚田の歴史がわかる展示もできたらいいと思っています。 

旧支所が壊されました。あっという間に無くなって、今日１日で壊されたのですよね。

なんか寂しい感じがします、あれが無くなると。シンボルみたいな感じだったので。支所

も総合センターに移りましたが、段々職員も減っていくというイメージもありまして、段々

それも寂しく思っていますが、何とかここで頑張ってやりたいなと思っています。 

先ほども話がありましたが、会員も高齢化しています。私も70歳を超えましたので。今

一番いいのは、戸田記念墓地公園に勤務している柴田さんと中根さんが会員に入っていた

だいて、すごく連携プレーが出来ており、すごく希望が沸いております。積極的だし、連

係プレーをきちっとやれればいいのではと思っています。 

課題としては、今まで展示していた資料もあるのですが、やっぱり資料不足だと思いま

す。中根さんが子母澤寛の本をたくさん持っていましたので、それを展示していますが、

佐藤松太郎にしても、吉葉山にしても、足りないと思います。資料を用意するにはお金が

掛かることなので、今年も少し予算を付けていただいて資料を購入しましたが、そうでは

なくて、しっかり計画的に予算を立てていければと思っています。 

将来の夢ですが、資料室に常時学芸員がいて、展示を考えたり、来客された方の対応を

したり、そういうこともいいＰＲになるのではと思っています。 

最後になりますけど、いろいろな方と連携プレーでやっていますが、その連携プレーが

必要だと思いますので、いつも同じような顔ばっかりですが、それはそれでいいと思って

います。いろいろと横の繋がりがあって、手伝っていけるところもあると思っていますし、

やっていきたいと思っています。 

では、やまどりの会、吉田委員お願いします。 

私はやまどりの会の重要ポストにいる訳ではないのですが、私から報告させていただき

ます。生環林（生活環境保全林）を主体に作られたやまどりの会ですが、皆様に会員に入

っていただいて80名ぐらいでスタートしましたが、他の会と同様に高齢化しています。 

今年は、昨年のゲリラ豪雨によって、厚田公園内にある流れ橋が被害を被って、500ｍぐ

らい流されて、それをまた正規の場所まで持って行く作業が増え、それと、蛇篭も二つ流

されたので、蛇篭を新たに買って、またそこに石を積めるなど、非常に今年はハードな仕

事から始まりました。作業日数は２日間でした。それから、生還林・遊歩道・散策路・作

業道の下草刈りを一週間ほど６月から７月に掛けて行いまして、今日は、子供達が植樹し

た木の下草刈りも行いました。だいたい下草刈りの作業は終わりかなと思っています。そ

んなことで、着々と仕事のエリアは増えているのですが、地道で、人目に見える活動では

ないので、何をやっているかわからないと思いますので、今後、ＰＲ活動も必要ではと思

っています。 

市有林を主体に盛り上げていくといいますか、活動していくということで、これから一

所懸命やらなければならないのがふるさとの森であって、200haほどあります。昨年、そ

こに0.5haぐらいに一千本の植樹をしました。今年はその下草刈りもしています。そんな
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○菅原会長 ： 

 

 

 

 

 

○高田課長 ： 

 

 

 

 

○盛重委員 ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こともありまして、活動エリア・面積が増えており、非常にきつくなってきております。

このままでは大変なので、今後の課題としましては、先ほども言いましたが、会員が高齢

化していますので、実際30％ほどが動けなくなってきておりますので、若い人を会員に入

っていただいて、この会を盛り上げていただきたいと思っています。それと、大事な部分

は、エコの部分もありますが、地球温暖化もありますので、環境保全の為に、私たちは一

所懸命やっており、子供達にもそういうことで勉強会をやっていくことが必要ではないか

と思っています。 

24年度については、大々的に会員を募集出来ればと思っています。活動メンバーがだい

たい限られてきており、女性でも出来る作業はありますので、ぜひ、会員になっていただ

ければと思っています。また、楽しいことも必要ではということで、これからの季節では、

きのこ狩りなど交流会的な行事も取り入れて、山で研修会を行い、支所別館で焼き肉パー

ティーなど、いろいろと考えています。 

資金についても少し足りない状況であります。30万から50万ぐらい事業で掛かります。

会費を3,000円から2,000円に下げたこともありまして、会員が50人いても10万円にし

かなりません。課題もたくさんありますが、ぜひとも応援をよろしくお願いしたいと思い

ます。 

それぞれ課題はたくさんあると思いますし、やっぱり最後は資金不足だと思います。最

低限必要なものは何かの形で、寄付を仰いだり、公的な資金を活用したり、いろいろな手

法があると思います。 

なかなかすぐ解決する課題ではないですが、会員の高齢化と資金の課題について、再度

皆さんで一緒に知恵を絞りましょう。 

皆様からご意見、ご質問ありませんか。 

今、３団体より説明していただきましたが、それぞれの団体で、今後こんな展開をした

いとか、もしまだ整理されていないものでも結構ですので、こういう方向に持って行きた

いという声がありましたら、その辺をお話していただければと思います。盛重委員どうで

しょうか。前に味噌の貯蔵庫の話を聞いたこともありましたので、今、加工グループの中

ではどのような話になっているのかと思いまして。 

味噌蔵を増設したいという考えは全く無いわけではありませんが、現状では、一度味噌

が途切れまして、仕込みが追いつかない状況になり、卸先の方で品切れている間は棚が無

くなってしまい、今度またそこに商品を置けなくなる状況になったりして、売上的には、

若干落ち込んでいる状況です。これを２年間続けましたので、商品を切らすこと自体が一

番、卸先もそうですが、消費者にとっても消費者離れを起こすことなので、少し抑え気味

の販売をするよう心掛けながら、今動いております。何とかお母さん方に頑張っていただ

いて、現状の味噌の貯蔵庫のキャパを若干オーバーぐらいで味噌を仕込んでいただいて、

それが今販売できる状態になっています。１年後になると、在庫の絡みもあり、どこまで

自分たちで売り切れるかということが、不透明な部分もありますので、加工グループとし

ても若干逆に仕込量を少し押さえている状況にありますので、こういったことを何年か繰

り返している間は、現状のままで少し推移せざるを得ないと思っています。長い目で見る

と、本当は増設したい気持ちもあります。 

味噌以外のジャム・ジュースについては、特にジャムが好調で、初年度３種類合わせて

3,000個販売しており、たぶん今年は5,000個以上販売出来ると見込んでいますので、そ
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○菅原会長 ： 

 

○盛重委員 ： 

 

 

 

○菅原会長 ： 

○盛重委員 ： 

○菅原会長 ： 

 

 

○吉田委員 ： 

○盛重委員 ： 

○吉田委員 ： 

○盛重委員 ： 

 

 

 

○菅原会長 ： 

○盛重委員 ： 

○菅原会長 ： 

○盛重委員 ： 

 

 

ういった部分だと、順調に伸びていく部分もありますので、加工センター自体に在庫を置

くスペースが狭く、弊害が出初めているのは事実です。そういったことを踏まえ、味噌蔵

も含めて、スペースをもっと広くしたいという気持ちは十二分にありますが、加工グルー

プについても、他の会と同様にお母さん方の高齢化の問題もあり、平均年齢がかなり上が

ってきています。なかなか若い方が入って来られないというか、やはり、農家の仕事が忙

しいということもあると思いますが、後継者がいない状況で、あと何年この状態でやって

いけるのかという不安もありますので、なかなか思い切った行動は難しいと思っています。 

加工品については、なかなか売れない時期といいますか、波がありますので、特にしそ

ジュースについては、完全にブームがありますので、この春については、在庫切れになる

ぐらい売れたのに、昨年は、逆に大きく在庫を残した状況でした。その辺の加減が難しい

ところです。 

加工品については、似たものがあちこちで作り売られていますので、新しい商品開発が

必要ではないかと思いますが。 

そういったことでは、昨年、地域づくり基金を活用させていただき購入した半自動打栓

キャッパーについては、有効に活用させていただいて、今までは足踏みの打栓機だったも

のが、手のスイッチだけで出来るので、作業効率も上がっています。今年からは大瓶につ

いても、こちらの半自動打栓キャッパーを活用しています。 

問題は、高齢化ですね。 

70歳を超えているようには見えないぐらい動いていますが。 

今の加工グループのメンバーだけでやっていくことは、無理があるので、パートさんを

頼んだりして、応援隊をつくることも一つの方法だと思います。せっかくここまで頑張っ

てやってきているので。 

味噌は、区民の方はあまり買っていないのですかね。 

札幌圏の方が売れていて、この味噌でなくては絶対駄目だというお客さんもいます。 

味噌は美味しいですよね。 

お店によっては、１回に100袋を卸すところもあります。 

機材については、とりあえず、昨年入れた半自動打栓キャッパーの４分の１の部分の返

済をしている最中ですので。100％補助だったら、もう少し前向きに検討するのですが、そ

ういう時代でもありませんので。 

加工施設自体を心配していますが、窓枠とか大丈夫でしょうか。 

窓枠は、まだ我慢できます。 

では、機材は大丈夫ですか。 

機材については、老朽化していますが、使い方がいいのか、修理ができる状態で、修理

代については、自分たちが使っている機材なので、加工グループですべて直して、使用し

ている状況です。 
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○菅原会長 ： 

○盛重委員 ： 

 

○菅原会長 ： 

○盛重委員 ： 

○菅原会長 ： 

 

何かの事業に載せて、取り替えればいいのでは。 

致命的に壊れている機材はないので。致命的に駄目になったものは、合併時に入れ替え

ていただいています。ボイラーとか。 

貯蔵庫を増設する場所はあるのですか。 

場所については、あります。合併時に移管でいただいていますので。 

他に何かご意見、ご質問ありませんか。 

各団体の共通した課題については、会員の高齢化ですね。この課題の解決策の一つは、

各団体の取り組んでいる活動内容をもっと地域の方に知っていただき、理解していただく

ところからだと思います。まずは、ＰＲ活動も大事な事だと思いますし、先ほども話しま

したが、この地域協議会の中でも、一緒に知恵を絞っていただきたいと思います。 

また、各団体の横の連携も重要ですね。横の連携も取りながらお互いに意見交換をし、

情報を共有しながら、更に地域振興に取り組んでいただければと思います。 

 

 

４．その他 

  報告事項 

事務局より、７月14日の大雨による被害状況について、厚田地区防災計画に関する動きについて、地上デジ

タル放送移行に伴う対応について、厚田サンセットヒルフェスティバル2011の開催について、報告がありまし

た。 

  次回会議の日程等について 

 ・次回地域協議会 

平成２３年 ８月２５日（木） １８：３０ ～ 厚田保健センター 

５．閉会 

平成２３年 ８月２５日議事録確定 

                               石狩市厚田区地域協議会 

                                  会 長 菅 原 道 夫 


