
 

平成２３年度第２回石狩市厚田区地域協議会 

【日 時】 平成２３年５月２６日（木） １８：４０ ～ ２０：００ 

【場 所】 望来コミュニティセンター みなくる 

【出席者】 佐藤副会長、大黒委員、河合委員、小林委員、谷委員、畑中委員、福沢委員、松浦委員、 

吉田委員    （9名） 

      （欠席～菅原会長、伊豆原委員、澤田委員、清水委員、中井委員、盛重委員） 

    ※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 

         ・地域自治区振興補助金要綱の一部改正について 

         ・地元特産品を活用した取り組みについて 

４．その他 

     報告確認事項 

・「北の海」厚田アクアレール（第1回水彩画展）の取り組みについて 

・厚田資料室オープンからの入館状況等について 

・厚田区自治体育振興会の取り組みについて 

・厚田観光施設を拠点とする観光振興事業の取り組みについて 

・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 

会長欠席のため、副会長よりあいさつ 

３．議題 

地域振興事業の取り組みについて  

・地域自治区振興補助金要綱の一部改正について 

地域づくり基金の活用に関し、一つの事業を複数年度に分けて実施する場合の補助金、補助率の取扱いを明

確にするため、地域自治区振興補助金要綱改正内容の詳細についての確認をしました。 

○佐藤副会長： 

○高田課長 ： 

 

 

 

地域自治区振興補助金要綱の一部改正について、説明をお願いします。 

それでは、私から地域自治区振興補助金要綱の一部改正について、説明させて頂きます。は

じめに、この度の改正理由でありますが、厚田区の「あつた水彩画展」は、これまでも委員の

皆さんに事業趣旨や展覧会までのスケジュール等を地域協議会の中でもご説明をさせていた

だいておりますが、この事業はご承知のとおり23年度は水彩画公募、24年度に水彩画審査、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○佐藤副会長： 

 

表彰、展覧会を実施する、複数年にまたがる事業であり、現要項では一つの事業を複数年度に

分けて実施する場合の補助金・補助率の取扱いが明確にされていなかった為、これらの部分の

所要な整備を行い、より分かりやすくするために改正を図ったものであります。 

それでは、改正の中身に移りますが、資料１をご覧ください。資料１には、この度の地域自

治区振興補助金要綱第3条における改正前と改正後の詳細が左右に分け記載されており、変更

部分にはアンダーラインが引かれております。第3条の1項については変更ありませんが、2

項は新規事業に係る補助率が4分の3以内と記載せれており、括弧書きにおいて、「事業の実

施期間が2年度以上にわたる新規事業を含む」と整理がされております。これにより新規事業

である厚田水彩画展芸術文化振興事業の補助率は一事業が完了する2年間、H23・24年度の補

助率が4分の3以内での取扱いが明確となったところです。また3項は、ハード事業以外の継

続事業に係る補助について改正されており、補助率は2分の１以内と整理されました。従いま

して厚田水彩画展の例で言いますと、3年目は2分の１以内の補助率ということになります。 

以上、簡単ではありますが、補助金要綱の改正内容の詳細ということで説明をさせて頂きま

した。ご確認を頂ければと思います。よろしくお願い致します。 

それでは今の説明について、ご質問ありますか。 

だいたいおわかり頂いたでしょうか。要するに水彩画展の事業をスムーズに行うために要綱

を改正したということですから、これを実行するために異議はないかと思いますが、やり方に

ついてご質問があればお願いします。 

改正の中身について、了解を頂いたということでよろしいでしょうか。 

【全員了解】 

・地元特産品を活用した取り組みについて 

地元特産品が販売できる直売店とそれを基盤とした地域づくりについて、河合委員からの提案を受け話し合

いを行いました。 

○佐藤副会長： 

○河合委員 ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、２点目の地元特産品を活用した取り組みについて、河合委員よりお願いします。 

今年の２月に開催した協議会の中でも、地域の特産品を活用した取り組みについて話された

ことがありますが、このことで今回私から提案したいと思います。本来であれば、支所の職員

と事前に打ち合わせをして、その後に協議会へ提案するという流れが筋だと思いますが、田植

え作業が忙しく、なかなか打ち合わせをする時間が取れず、私の思いで作成した資料ですが、

用意させて頂きました。 

では、考え方について資料を基に説明させて頂きます。議題として、「地元特産品を活用し

た取り組みについて」となっていますが、私はちょっと違いまして、「地元特産品の販売と地

域づくり」ということで考えていきたいと思っています。 

資料を読み上げますが、厚田区の特産品販売の状況については、基幹産業である水産業・農

業が盛んであり、海産物・農産物など様々な販売品もたくさんあります。主に販売は、市場や

系統出荷で行われているところだと思いますが、漁業では特に、地元で厚田朝市などの海産物

や加工品の販売をシーズン通して行われており、賑わっているところだと思います。一方、農

業に関して農産物を消費者に買い求めることができる直売店舗が厚田には少ないため、今一つ

農産物の地元販売がほとんど行われていない状況だと思います。 

この状況を踏まえて、特産品販売所を設け厚田の農産物・海産物など様々な厚田の商品を一



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○佐藤副会長： 

 

 

 

 

 

 

○吉田委員 ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○佐藤副会長： 

 

○畑中委員 ： 

 

括して販売できる直売店が出来ればと考えています。これによって、地域の活性化が図られる

と思いますし、厚田のカラーを出すことができる一つの手段になるのではないかと考えていま

す。 

その後の展開としては、この特産品販売所を基盤に地域づくりの一つを築けるのではないか

と考えています。２月の協議会の中で、地域づくりに向けた思いを皆様から意見が出された項

目もありますが、特産品販売所を基盤にしながらその後の展開として、商品開発・インターネ

ットショッピング・スタンプラリー・人材バンク・他施設との連携で相乗効果・加工品づくり

など、幅広く一緒に取り組むことができるのではないかと考えています。 

設置場所を記載しておりますが、これは私なりに考えた場所で、夕日の丘パーキング場とそ

のほかにもう１ヶ所選定できればと思っています。その理由として、日本海を一望できる・国

道に面しており駐車しやすい・観光案内所がある・厚田公園や厚田資料室、海浜プールなどの

施設がすぐそばにあるということです。 

問題点としては、農業、漁業、商業の人たちに出店・出品の理解をしてもらえるのか・厚田

市街から若干の距離があるため高齢者には来店がむずかしい・現在ある厚田朝市と被ってしま

わないかなど、さまざまな問題点が考えられます。 

特産品販売所の取り組みについて、ぜひ地域協議会として、できれば分科会を立ち上げて進

めて行きたいと考えています。私の方からは簡単ですが説明させて頂きました。地域協議会の

意見を頂ければと思いますので、よろしくお願いします。 

ただいま河合委員より説明がありましたが、今日は決めるのではなくて、意見を皆様から頂

き、地域協議会から地域づくりのための地元特産品を活用した何かをできないか、一石を投じ

るためにいろんな意見を頂いて、そして徐々にそれを具体化したものを提案して頂けると思い

ますので、今日は意見を皆様方から積極的というよりは、具体的にこうした方がいいとか、そ

ういうような意見を持っている方、またもし自分がこういうやり方でやってみたいなという意

見も含めて、ご意見を頂けたらと思います。 

吉田委員どうでしょうか。 

河合委員より提案がありましたが、私も以前にこういう話をしたこともありましたが、ぜひ

とも実現できるのであれば協議しながら、プロジェクトを組んで、すぐにできる訳でもないの

で、本当は１年掛けてでもいいですから、24年からでもできればと思っています。今、JA北

いしかり厚田支所の聚富店が閉店になったので、本当はその施設が北の方にあれば、その店舗

を活用するのもいいですよね。でも、やっぱり観光も含めるのであれば北の方にあるのがいい

と思います。朝市もありますので。観光案内所の場所もいいと思いますが、どちらかというと、

厚田公園側の駐車場にできるのであれば、箱物になってしまうと思いますが、トイレはありま

すから、水道と電気、バラックか何かで建てる箱物で、後は宣伝をどうやっていくのか、特産

品・地場産をどのように集めていくか、ぜひとも実現をしてほしいと思います。私も陰ながら

応援したいと思いますし、一緒に加わってもいいと思っています。皆さんからのご意見を頂け

ればと思います。 

吉田委員から意見を頂きました。どうでしょうか、主婦の立場からというか、他の地域と比

べて見て何かございませんか。 

前々からちょっと気になっていたのですが、厚田も望来の農協もそうですが、農協に野菜や

果物を買いに行っても、地元の野菜が売られていないですよね。それってすごく不思議な感じ



 

 

○河合委員 ： 

 

 

 

○畑中委員 ： 

 

 

 

 

 

○河合委員 ： 

 

○吉田委員 ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○佐藤副会長： 

○大黒委員 ： 

 

 

○佐藤副会長： 

 

 

 

○谷委員  ： 

 

 

 

 

がしていて、農協の前で売ったりすることとは、別の話になるのですか。 

そうですね、できれば観光客が立ち寄れて…。最初に考えていたのが、あの辺に施設があっ

て、その施設とうまくやっていけたらいいかなと考えていて、例えば、望来・聚富でもいいで

すが、法人的にといいますか、一ヶ所集中的にといいますか、そういう取り組みを考えていま

す。 

お友達に１回アスパラの直売を行っている農家を教えてあげたら、決まってその農家に買い

に行っているようなので、前に河合委員のお宅にもスイカを頂きに行ったことがありますが、

こういう環境の中で作っているんだなと思って、それもひっくるめて、食べたい果物だったり

野菜だったりするので、そういう事を案内したときに、今でもたくさんの方がいらっしゃると

思いますが、直接お客さんが農家さんに買いに行けることをどこかで案内するとか、そういう

取り組みとかはどうでしょうか。 

それもひとつの目標というか、ねらいだと思いますし、直売所があって、そこから各農家さ

んと繋がって、そういう形もぜひやっていきたいと思っています。 

畑中委員が言われていることもわかりますが、ただ一軒一軒ダイレクトに買いに行くのは

前々からあったことですが、農業や漁業の人たちが、やっぱり所得を上げるためにみんなで分

かち合うと言ったらおかしいですが、たくさんの農家の人たちが運営していけるような特産品

を売っていくことが理想で、これから農家が生き残りを掛けて努力してほしいと思います。ア

スパラやスイカとかを直接買いに行くのもいいことですが、若い人たちがこれから農家をやろ

うとしている人達を集めて、そういう人たちを応援できないかなとも思っています。本来であ

れば望来にJA北いしかり厚田支所がありますので、立地条件もいいので、うまく何かやれれ

ばと思いますし、ただもう少し奥まで観光ねらいとして、やっていけないかなと思ってもいま

す。今JAいしかりが樽川の直売店で、食べ物屋さんをくっつけて今年からやっていますよね。

その店舗の予算が１億円と聞いておりますので、そういうものをやっていけないかなと思って

います。いろいろと皆さんの情報を提供しながら、これがベストだというものはわかりません

が、本当は施設にお金が掛からないのは、JA北いしかり厚田支所の聚富店が閉店したので、

空いている建物を利活用するのが一番いいかなという考えです。以上です。 

大黒委員はどうでしょうか。 

農業と漁業がまとまってやっているのはあまりないと思いますし、そういうアイディアはい

いと思います。それと、その場所はすごくいいと思います。厚田公園や資料館もあって…。ぜ

ひ、やって下さい。 

最初からうまくなんかいかない、それを続けることが…。地域づくりの条件は、まず、皆さ

んが元気でなければいけない。元気な人たちが作った農産物や水産物を、それを続けないとい

けない。 

谷委員はどうでしょうか。 

前から河合委員とはいろいろな流れでこういう話はしていましたが、なかなかこれを実現す

るような機会がなくて…。この地域協議会以外の場で動いていたこともあって、いろいろな屋

外施設を見に行きましたが、なかなか協力してくれるメンバーが…。雪解けに種をまいて、収

穫できるのが7月ぐらいだと思いますが、今考えているのは、もっと早い時期から収穫して、

朝市と同じような時期からやっていきたいと考えていると思います。後はそれに協力してくれ



 

 

 

 

○佐藤副会長： 

 

○河合委員 ： 

 

 

○松浦委員 ： 

 

 

○河合委員 ： 

 

○佐藤副会長： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○河合委員 ： 

○佐藤副会長： 

 

 

 

 

○河合委員 ： 

 

○吉田委員 ： 

る農家さんがどれぐらいいるのか…。結構、農業者も高齢化しているので、なかなか早い時期

から野菜を作るというのは、どれぐらいの人がいるのかなと思っています。あと、ちょっと気

になるのは、直売所を毎日やるのか、週末だけやるのかとか、その辺ですよね。 

素人で全然わからないのですが、今朝市がありますよね。その朝市のスペースで海産物と同

じように農産物もいっしょに販売することはできないのでしょうか。 

以前には場所があって、私も野菜を売っていたことがあったのですが、他の農家の方はあま

りいませんでした。うちも野菜ができるのが夏場になりますので、その夏の時期になると海産

物が切れている状況で、前の場所ではその時期になると朝市が終わっていましたので。 

今の朝市の場所では、それはありませんが、7月いっぱいまではやって、その後は、漁があ

る何件かは、10月まで店を開けています。だから、今は4月から10月いっぱいまで朝市はや

っています。 

昔はそういう状況だったので、なかなか参加できる農家もいなくて、駄目になってしまいま

した。 

このことに対して反対している訳ではないのですが、うちの事を申し上げますが、生協があ

りますよね。その生協が毎週どんな小さな物でも届けてくれるんですよ。野菜から日用雑貨ま

で何から何まで。あれに慣れてしまうとすごく便利で。そうすると、そういうものとの差別化

をするっていったい何なのか考えていたんですよね、今日この提案があるっていうことで。先

ほどからの話を整理すると、観光客をどんどんねらうのか、即ち道の駅風な発想をするのか。

それとも、先ほど話が出ていた農家の作っている野菜そのものを見ながら買う、要するに野菜

を買うためのツーリングをするような取り組みでいく方向なのか、方向というのはいろいろあ

ると思います。人を呼べることをするのか、それとも、安心安全・こだわりでいくのか、札幌

市は170万の都市ですから、いろいろなこだわりを持っている方がたくさんいるので。土のニ

オイが付くところから買えるように、そのために土日だけにするのか。資料に書いてあります

が、インターネットショッピングでいくのか。その辺のある程度の方向付けをしないといけま

せんよね。やってペイして儲かると、農家の人たちもどんどん参加してきますよね。儲かる条

件とは、人がどれぐらい来るかですね。例えば、この夕日の丘の駐車場でとなると、年間通じ

てどれぐらいの人が訪れているのかが必要になってきます。その人の何割がそこで物を買う。

そうするといくらいくらでペイするとわかってきますね。そういう具体的なデータも必要です

ね。 

そういうことも含めて、研究しながらやっていきたいと思います。 

農業者や漁業者は、今一番忙しい時期ですよね。できればこの場を利用して、こういうデー

タがないかとか、どんどん言ってもらって、たぶんこれが独り立ちするには9月ぐらいまでに、

みんなの鋭気を集めて、河合委員が言ってくれている地域特産物の販売を厚田ならではの差別

化をした他とは違ったアイディアを、今日1回だけの意見聴取だけではなくて、それを継続し

ながら、皆さんの頭に残して頂いて。 

本当にいろいろなケースもありますので、必ずできるものでもないと思いますが、ただ、最

大限の事をみんなで考えて見て、厚田を出せるように進めていければと思います。 

厚田の地域の方をねらった販売ではなく、朝市でも厚田の方はほとんど買いには行きません



 

 

 

 

 

 

○小林委員 ： 
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○吉田委員 ： 

 

 

○谷委員  ： 

 

○佐藤副会長： 

ので。やっぱり、厚田ブランドがあるから買いに来たという人が多いみたいですね。だから、

厚田の野菜が食べたらおいしいとか、口コミで広がればと思います。あまり大きな店舗を構え

るのではなくて、毎日販売をしていて、そのためには、農家の人たちにそれに向けて作っても

らい、農家の人たちに生き残ってもらいたい。頼んでやるものではなくて、やらせて下さいと

いう農家にならないと…。 

去年だと思いますが、農家の人が畑をよくするために、菜の花をまいていて、その菜の花を

頂いて、酢みそで食べているのですが、それがすごくおいしくって。今まであまり食べたこと

がなかったので。農家の人は食べさせるために作っているのでは無いのですが、そういうもの

売ったりするのもいいなと思いました。 

主婦としてひとつ食いついたのは、バスツアーで、朝市をよって、河合さんの家をよって、

菅原さんの家をよって、そこそこで物を買えるのがあったら、主婦は喜ぶのかなと思いました。

土日でなくても、暇な主婦は平日の方がよかったりするので、すごく魅力的だと思います。家

にいるおじいちゃんやおばあちゃんが売ってくれるのもおもしろいかなと思いました。 

増毛の遠藤水産は、観光で来ていますよね。バスツアーのコースに入っていますよね。河合

さんの家に行ってメロン・スイカを買って、谷さんの家に行って米を買って、魚は悪くなるの

で、最後に朝市によって。そういうツアーみたいなものもいいですよね。 

例えば、平日はバスツアーで、土日は直売所を開いて…。毎日そういうプランがあると、す

ごくいいと思います。 

それはそういう事をコーディネートする専門の人がいて、そして全部、農家や漁業を回って、

生産物がいつ取れるか、それこそ５月からずーっと月ごとにチャートにして、そして改めてい

ついつにどこの農家にどこの漁業に何を買いに行くのか、そういうスケジュールをもっていな

ければいけない。要するに観光旅行をするようなガイドさんがいて、それをガーニングする会

社みたいのがあって、そういうことを専門にやらないとできないし、片言にはできない。そう

いうことを地域振興としてやるかどうかですね。おもしろいですけどね。 

いろいろな意見もでましたので、これをきっかけにして、一石を投じてほしいと思っており

ます。 

４．その他 

  報告事項 

大黒委員より、「北の海」厚田アクアレール（第1回水彩画展）の取り組みについてと厚田資料室オープンから

の入館状況について、吉田委員より、厚田区自治体育振興会の取り組みについて、事務局より厚田観光施設を拠点

とする観光振興事業の取り組みについて、それぞれより報告・説明がありました。 

  次回会議の日程等について 

 ・次回地域協議会 

平成２３年 ６月２８日（火） １８：３０ ～ 厚田保健センター 

５．閉会 

平成２３年 ６月２８日議事録確定 

                               石狩市厚田区地域協議会 

                                  副会長 佐 藤 勝 彦 


