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平成２２年度第５回石狩市厚田区地域協議会 

 

【日 時】 平成２２年８月２６日（木） １８：３０ ～ ２０：１０ 

【場 所】 厚田支所 会議室６ 

【出席者】 佐藤副会長、大黒委員、河合委員、小林委員、澤田委員、清水委員、谷委員、畑中委員、福沢委員、

松浦委員、盛重委員、吉田委員 

（欠席～菅原会長、伊豆原委員、中井委員、） 

    ※正副会長を除き、あいうえお順 

支所～尾山支所長、相原課長、成田課長 

本庁～森本主査 

      事務局～池垣課長、高田主査、角田主任 

       

【傍聴者】 １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 

         ・特色ある地域づくりを図るためには… 

４．その他 

     報告確認事項 

・豪雨による被災状況  

・厚田支所移転に伴う対応等について（会議室・図書館） 

・厚田海浜プール等利用状況について  

・「やまどり」協働提案事業進捗状況等について 

５．閉会 

１．開会 

 

２．会長あいさつ 

   

３．その他 

報告事項  

   ※今回は議事に入る前に先に報告事項が行われました。 

 

○佐藤副会長：本日の会議の流れについてですが、議事に入る前に報告事項を先にさせていただきたいと思いま

すので、先ずは豪雨による被害状況ということで尾山支所長よりご報告願います。 

     

    ・尾山支所長より、8月24日に起きた豪雨による各地区の被害状況詳細について説明がありました。 

 

○吉田委員：避難勧告や避難指示についてですが、住民にきちんと情報等が行き届いていたのでしょうか？ 

○池垣課長：避難勧告については河川に近い住宅には直接口頭で伝えており、その後、午前5時7分と10分に

危険な地区（厚田、別狩・古澤）について避難指示を防災無線で流したところです。また消防の協

力を得ながら地域住民にも周知できるよう広報車で巡回していただき、徐々に避難場所である総合

センターに集まっていただきました。ただ、早朝ということもあり、なかなか防災無線ではきちん
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と情報等が皆に行き届かなかった部分もあったと聞いておりますので、人命に関わることですから、

今後は周知徹底について十分な対策を取らねばならないと思います。 

○吉田委員：恐らく住民の中には消防団員を招集した時に初めて雨量の多さと被害の大きさを知った方も多かっ

たと思いますので、職員の方々も大変だとは思いますが、周知の方法等について今回の教訓を活か

し対応についてもう一度考えていただければと思います。 

○佐藤副会長：確かに地区によっては相当な大雨であっても、自分のところは辺りを見渡して大丈夫じゃないか

と安心してしまうこともありますし、まさか近隣の地区で堤防や橋が決壊するとは思っていないこ

ともあると思います。やはりこれからはこういう時には何かあるのではないかという意識を普段か

ら私たち地域住民も持つ必要もあるのかなと、吉田委員からの発言からそんなことを感じました。

他に何かありますでしょうか。 

○松浦委員：私は防災無線を聞いた後に民生委員さんが一軒一軒家を見に来て下さって「避難してください」と

言っていただき総合センターへ避難したのですが、いざセンターに着くと誰の指示を仰げばいいの

か、また、いつまでここにいなければならないのかなどの情報が全く伝わらなかったのが気になり

ました。それと朝食が出たりして大変有難かったのですが「ご飯があります」と誰かが言っただけ

で、どこに行けばご飯があるのかなどの指示がなく、ただそこに収容されただけという印象を強く

受けました。いつ災害が起こるかわかりませんが、避難所の体制や情報の伝達についてきちんと整

備した方がいいのではないかと思います。 

○佐藤副会長：松浦委員からお話しがありましたが、災害にあった場所ではそういったことがでてくるんですよ

ね。現場における情報の伝達というのも大変重要なことですし、またもう一方で私が思ったことは、

避難場所に集められた方の中には必ずボランタリーの精神を持った人がいると思うんですが、その

人を中心に一つのコミュニティーを作りまとめ上げていくような、誰かがやってくれる、情報をく

れるだろうと待つばかりではなく、自分達からも率先して動こうという意識や心構えを持つことも

大切ではないかと思います。勿論その場にはお年寄りや子供がいますから、どちらかといえば力が

あって若い人たちが中心となってやっていくような意識を、これからは私たちも持っていなきゃい

けないなと思います。日頃の地域のボランタリー精神をこういう時に発揮できるようにしていく必

要が一方ではあるのかなという気がしますので、平穏無事である時に広報なりで今回の教訓を活か

し、対応などについて住民に周知と心構えをしていく必要がありますし、松浦委員のお話を聞いて

大切なことなのかなと思いました。 

○尾山支所長：吉田委員や松浦委員からいただいた意見や要望等を反映していきながら、次回はあっては欲しく

はないですが、そういう時の対策に向けて整理をしていきたいと思いますので、今後とも指摘して

いただければと思いますのでよろしくお願い致します。 

○佐藤副会長：今後も様々な意見等がでてくるとは思いますが、今回私は思ったのは、私たち地域住民も災害時

には役所の方々と共に一緒になって活動できるようなそういう地域にしたいと思いました。他に何

かありますでしょうか。 

○谷委員：河川の中に柳の木が沢山生えており、増水時にそれらが川の流れの妨げとなっています。以前からタ

ウンミーティングの時などに行政に対し指摘をしていたのですが、それは道のことだからなどあま

り聞き入れてくれなかった記憶があります。数年前に切り落としたりして整備したことがあったと

思いますが、柳の木なので成長も早いので、毎年きちんと整備していかなければならないと思いま

す。確かに河川の管理は市ではないですけども、北海道なりと連携を取りながら早急な対応をお願

いしたいと思います。 

○尾山支所長：私もその部分については道の方に要請していきたいと思います。 
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○佐藤副会長：それともう一つ気になったのですが、避難指示があった時に高齢者の方々の移動はスムーズにい

ったのでしょうか。 

○池垣課長：高齢者の方々については、救急車を出していただき優先的に総合センターへ搬送いたしました。 

○佐藤副会長：ありがとうございます。この件については宜しいでしょうか。それでは次に前回まで協議が行わ

れていました過疎計画書の内容について最終案がまとまったということで、変更や追加された部分

について説明をお願いします。 

 

     ・企画課森本主査より、過疎計画書の最終案ということで、前回との変更箇所や文言の修正等につい

て説明がありました。 

 

○佐藤副会長：前回委員の皆さんからだされました意見等についてはこの中にきちんと盛り込まれております。

このことについて質問等ありますでしょうか。無ければ次に厚田支所移転に伴う対応等についてご

説明願います。 

○池垣課長：それでは私から報告させていただきます。この報告については８月号の広報に載せてあり、皆さん

も既にご確認いただいているとは思いますが、先ず厚田総合センターにありました図書館について、

今回の支所移転に伴う改修工事により、隣の保健センター２階の会議室に一時移させていただいて

おります。それと総合センターの会議室も改修となりますので、工事期間中は保健センターや厚田

支所の会議室を使っていただくことになりますが、主に厚田支所の会議室を優先的に使用していた

だきます。また、調理室については、保健センターの調理室を利用していただくことになります。

会議室等の使用料については、この工事期間中は皆様にご迷惑をおかけするということで、全て無

料で開放させていただきます。なお申し込みについては、今まで通り総合センターへの電話番号

「77-2350」にかけていただくと、支所にある携帯に転送されこちらの方で受付をし、申請書を出

していただき許可を出すということになっております。以上簡単ではありますが、支所移転に伴う

対応ということで説明を終わります。 

○佐藤副会長：このことについて質問等ありますでしょうか。 

○成田課長：先程支所移転に伴う対応等の説明の中で一ヶ所追加があるのですが、図書館分館は昨日 25日水曜

日から開館しております。 

○尾山支所長：それと改修期間中は葬儀のみ使用可能ということになっております。 

○佐藤副会長：他に何かありますでしょうか。なければ次の厚田海浜プール等の利用状況について説明願います。 

     

     ・事務局より本日配られた資料をもとに、厚田海浜プール、厚田公園キャンプ場、厚田資料室それぞ

れの来館者数等について説明がありました。 

 

○佐藤副会長：それでは次の報告ですが、やまどりの協働提案事業進捗状況等について、吉田委員より報告願い

ます。 

     ・吉田委員より協働提案事業の進捗状況や今回の豪雨により活動地域内にも被害が及んだことなど報

告がありました。 

 

○佐藤副会長：このことについて何か質問等はありますでしょうか。なければ報告事項はこれで終わりたいと思

います。 
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４．議題 

  ・特色ある地域づくりを図るためには… 

 

○佐藤副会長：それでは少し遅くなりましたけども、本日の議題に入りたいと思います。前回からの続きであり

ます「特色ある地域づくりを図るためには」ということで、先ずは皆さんから厚田区の地域づくり

について意見やアイディアを自由にお話ししていただき、できればそれを実際に活動可能な形まで

話を進めていければいいかなと思います。春に行われた地域協議会では、地域の活動等報告という

ことでコミュニティ・スクールや人材バンクのお話も出ましたし、施設設備の再利用の問題など皆

さんから色々なご意見をいただいていたところですが、それらに付け加えて更に地域の特色づける

ためにはどういうことをすればいいのか、先ずはアイディアやご意見など何でもいいですから皆さ

んに出していただければと思います。 

○大黒委員：札幌から近いということで多くの方々が厚田方面に来られる中で、結構望来の坂の途中から見降ろ

した景色を写真に収めたり、また、古澤や厚田へ続く道にも素晴らしい景色の場所がいくつもある

んですよね。それを活かして何か…例えば厚田の風景の水彩画展を開催してみてもいいのではない

かと思うんですよ。今水彩画は多くのお母さん方に人気で札幌でも流行っているんですね。北海道

に水彩画展という名前は道展に一つありますけど他は全然ないんですよ。そこで全道的な規模の水

彩画展を厚田で開催したらどうかと思います。少し賞品などが必要になってくると思いますが、参

加費としていくらかいただきながら運営できればと思うんですよね。賞に入った方はホールなどに

毎年飾っていき、それを見に来る方もまた厚田にやってくる、こういう循環を生むようなイベント

を行うのはどうかと私は考えています。 

○佐藤副会長：今のは大変いいアイディアですよね。道内ではまだ水彩画展を開いている市町村はないというこ

となので、こういうのは最初にやれればいいですし、また、やることが大切ですよね。どこかが初

めた二番煎じでは絶対ダメです。地域の活性化は文化からとも言われますし、これは本当にいいア

イディアだと思いますね。 

○吉田委員：今の様なイベントで人を集め、後はどんな効果がでてくるかですよね。これからまちの活性化とい

うのは、人口が増えればいいのか、地場産業が儲かることがいいのかなど色々考えられると思うん

ですよね。先程の資料報告にもありましたが、公共施設等の利用者が多くなっている中で、厚田で

遊んで食べて楽しんで帰ってもらうような場所があまりにもなさすぎると思います。私も普段体育

館にいる関係で、かなり駐車場に車が停められ人も集まっているのは見るのですが、食べ物などを

みても厚田を楽しみ美味しいものを食べて帰ってもらえるようなものもなく、どこにでもあるよう

なものばかりが並んでおりインパクトは薄いのかなと思います。色んなことをやって頑張っている

のはわかるのですが、どうもその場に長く足をとどめようとする魅力がまだまだ弱い感じがありそ

こが問題だと思います。まぁ活性化を図るためにはということですが、この「活性化」という言葉

はなかなか頭を悩ませますね…。 

○佐藤副会長：経済的な面からいうと税金を納めてくれる方が増えればいいので、そうなると人口が増えること

が望ましいですし、しかし人口だけではなく札幌など大都市から厚田に訪れてくれて、そこへ行け

ばこういう経験ができたり楽しむことができるというそういうことの活性化もあると思います。そ

こで、先程「食」という言葉が出ましたが、何か食べ物を使ったアイディアとかはないでしょうか

ね。 

○吉田委員：例えば恋人の聖地付近に軽食やコーヒーショップなど出したらどうかと思いますね。あんなにいい

景色の中で食事をとるというのもなかなかいいかなと思います。それと活性化ということになると、
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ここに住んでいる厚田区民の人たちがここに住んでいて良かった、孫や子どもたちがまたここに戻

ってこられるような部分が伴っていなければならないと思います。住民不在の活性化はどうしよう

もないですからね…。 

○高田主査：先程の資料の説明でもわかるように資料室など多くの方々が厚田を訪れているという中で、ただ訪

れて帰ってしまうのではなく、例えばＡコースは海産物、Ｂコースは農産物など、地元の特産品を

詰め込んだお土産コースを買い求めやすい価格で設定し、厚田を訪れた際に先ずはご注文をいただ

き、区内施設や浜益などを巡った帰りにそのお土産を買ってもらうというような、訪れた方が遊ん

で更に地元の特産品をお土産として持って帰れるというのも面白いのかなと思います。こういうシ

ステムができると、資料室に団体の予約が入った時に１人 160円にプラスお土産代 840円の合計

1,000円で資料室に入館し、帰りにお土産を持って帰ってもらうという営業活動的な仕組みを作る

こともできるのかなと思います。また、朝市などで魚介類などを購入した後に海浜プールなど他の

場所に遊びに行きたいという方のために、購入したものを預かってもらえる冷蔵庫を用意するのも

いいかなと思いますし、実際にあると助かるという声も聞いたりします。その冷蔵庫を貸し出す際

に、貸し賃を資料室入館料と同じ200円とすると、資料室を利用した方は冷蔵庫の貸し賃を無料に

するなど、そういった発想も出てくるのかなと思います。 

○佐藤副会長：1,000円を出せばお土産パックがついて施設も見学できるという発想は面白いかもしれませんね。

他にも何かありますでしょうか。 

○河合委員：今のお話しに関連したことで、実際に物を売る販売所などの話になるのですが、今出されたような

いいアイディアを活用するにも、それを取り扱う販売所の大きさによって集客数も比例してくると

思うんですよね。今の観光案内所のような規模だと多くの集客は見込めないので、その辺を考える

ともう少し大きな販売所を建てた方がいいと思います。それを拠点にし、今言われたようなアイデ

ィアを取り入れて営業活動などを行っていければいいのではないかと思います。 

○盛重委員：お金の動き的なお話をすると、農協女性部の加工グループ販売で今一番売れているところが樽川に

ある直売所なんですが、そこは市の力も借りながら規模も徐々に大きくし、毎年テコ入れを行いな

がら順調に売り上げを伸ばしています。それで自分達が行っているイベントなんか見ていると、単

にしそジュースだけとかジャムだけとか一品では全然売れず、やはり何品も商品があって少し陳列

も賑やかであり、周りに農産物や海産物などもある中での加工品となると売れ行きの方も良くなっ

ているんですよね。それぞれ一品一品での販売も頑張ってはいるのですが、やはり売る場所となる

とお互いにうまく連携を取り規模を大きくした形でやっていかないと、お互いの物が売れていかな

いのかなと思います。その辺が樽川さんの販売などを見ているとそういう効果が出てきているのか

なと思います。それと先日開催された「いしかりまるごとフェスタ」の時にも販売してきたのです

が、その中で一杯100円のしそサイダーが一日に300杯も売れたんですが、やはりこれは長年製造

し続け認知度も少しずつついてきたお陰なのかなと思いますし、その販売場所は飲食店ブースから

離れてはいたんですが、これだけ売れたのは何か理由というかヒントがあるのかなという気がしま

した。少し話がずれますが、活性化という部分でいけば先ずは厚田に住んでいる自分達も含めて頑

張り、皆が潤ってまた次も頑張ろうねという気持にならないと活性化していかない気がします。自

分達が頑張ったところが評価されて金銭的にも頑張った分だけ見返りが来て、また次のことをやろ

うという気持ちになると思いますし、お金が入らないけど頑張ってやろうというのでは長続きしな

いので、何か次に繋がるものがあることによって、その力が活性化に繋がるのだと思います。 

○澤田委員：特産品を販売する場所とかお店の規模など色々と制限がでてくるのであれば、いっその事インター

ネットでショッピングモールを立ち上げるのもいいのではと思います。運営等は誰がやるのかなど
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色々問題は出てくるとは思いますが、地元の人が運営していきながら、行く行くは企業化して若い

人たちにやらせ、全道、全国をターゲットに販売を展開していくのもいいかなと思いますね。 

○佐藤副会長：アテックの商品などをこの方法で販売するのもいいかもしれませんね。また、先程盛重委員より

お話しがありましたが、購買意欲って何かとついでに買ってしまうということがあると思うんです

よね。売れているからつい自分も買ってしまうという、そういうものを醸し出すような販売の色々

なノウハウがあると思うんですけども、そういうことも含め色々とアイディアを出し合いながら立

ち上げていく、先程のアイディアのように他がやっていないようなお土産を作り上げていく、あそ

こにいけばこういうものが買える、特にこれらは札幌市や石狩から来る人たちが「あそこのお土産

って面白い」という、一品ではなく詰め合わせのお土産の面白さなど、これは全てアイディア次第

で作れると思います。もう一つは核家族ですからそんなに大量にはいらないですから、珍しいもの

を少しという形で作り上げていく、要するにワンコインではなく千円ショッピングができるという

ようなそういうことのアイディアも面白いなと思いますね。今色々と皆さんからアイディアをいた

だきましたが、その他に何かありますでしょうか。 

○清水委員：中途半端なものというのは一番ダメだと思いますので、自分達が本当に売りたい、または作りたい

というものをしっかり持って、その上でマスコミなり外へ出していった方がいいと思います。外に

出して公表したのはいいけど直ぐに廃れるようなものだけは絶対に避けたいですね。 

○吉田委員：今回過疎計画が６年延長になりましたが、それ以外でということで考えると、やはり地域づくり基

金を活用させてもらいきちんとした施設などを建てて、農協さんが主体となって事業を起こしてい

ただいて、場所や物、建物の設計などに携わり、厚田区の農産物の一番良い物を提供していくとい

うのがいいと思います。それと、厚田公園に来ているお客さんとパークゴルフ場を利用しているお

客さんとでは全く形態が違うので、その方々が求めている物はどんなものなのかなど販売について

研究していけば、これからまだまだ伸びていくと思いますし可能性も広がるのではないかと思いま

す。何れにせよ、これは慎重に考えていかなければならないことではありますけどね…。 

○盛重委員：それと狙っていくターゲット的な部分で言うと、アテックの出荷ＢＯＸではお客さんの色が見えて

きたのですが、退職された方で富裕層とまではいかなくとも若干お金に自由がきく方々がリピータ

ーとして利用していることが多いです。逆に量が少ないとか同じ品物が被ったじゃないかというこ

とで継続して利用しない方も中にはいますが、先程も言ったようなリピーターの方や、初めから継

続されているお客さんもいるので、そのような商品の価値として納得していただけるような方に狙

いを絞るというのも必要かなと思います。万人受けするものというのはやはり難しいのではないか

と思いますね。 

○佐藤副会長：万人受けするものというのは飽きられてしまいリピーターになってくれないですよね。それで個

人的なことで申し訳ないのですが、河合委員のところで今年初めてメロンを作らせてもらいました

が、このメロン作りは10年続いているということで、このことを友人に話すと来年は是非自分も作

ってみたいと言っていましたし、こういうことって口コミで増えていくんですよね。やはり長年続

いているものというのは人もそこに定着するわけですよ。そういうものをブランドにするというの

が必要だと思うんです。１年２年で飽きられてしまうものではなくて何十年も続いていくようなも

のを考えていき、それとまた吉田委員も話していましたが、過疎計画が６年延びましたから思い切

って６年間で計画を立てて、最低必要な建物等のインフラというのを将来向けて整備していくとい

う検討が必要ですね。この先10年20年と続いていけるようなものを、文化の面や食の面などから

皆さんに出していただければと思うのですが、食の面ではやはり先程も少しお話しにありましたが、

家計に余裕があるという方がリピーターなんですよ。家計に余裕があり、更に食材に対して健康や
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色んなものに対して安心ができる、多少他のものとは値段が違ってもやはり美味しく安全安心だと

いうのがリピーターをつくっていくということなど、何らかの方法で我々が知恵を出し合ってそう

いうことをこれから作っていけたらと思うんですよね。今ここで皆さん方に特色ある地域づくりと

いうことを提案したのですが、地域づくりというのは花火を打ち上げるようなものではなくて、５

年後10年後もずっと続いていけるような、そういう見通しを立つような特色あるまちづくりを考え

ていけたらと思うんですよね。それと家庭の主婦から見てですね、例えばここに畑中委員や小林委

員がいらっしゃいますけども、もし札幌から家庭の主婦が家族を連れてここに来るということにな

ったら何を一番望むでしょうか？またここでやってもらいたいということを何か出していただけた

らと思うのですがいかがでしょう。 

○畑中委員：この前家族と中札内の方に行き、そこにある大きな道の駅に寄ってきたのですが、お店の中には中

札内産だけを使った食べ物のブースがあり、それがとても印象的でしかも美味しかったんですね。

多少値段は高かったですが満足しました。家族で行くとやはり食べ物のところにいくのかなと私は

思うのですが、それであそこのこういうのが美味しかったとなればまた通った時に寄ろうねという

ことになると思います。 

○佐藤副会長：家庭の主婦はスーパーでお買いものをする時と違って、家族で旅となると財布の口は最初から開

いているんですよね。だから先ほど言ったように、望来豚の串焼きが他より高くてスーパーだった

らなかなか買わないとなっても、こういう場所で売られていたら家族分を買っていく、というよう

になるんですよね。ここもポイントになるのかなと思います。 

○澤田委員：ちょっとありきたりな話になってしまうんですが、厚田に来られる方々というのは時期的には夏が

一番多いと思いますし車で来る方がほとんどですよね。それで、厚田の色々な場所を見てもらえれ

ばということで、多くの地域でやっていることなのですが、スタンプラリーをやってみてはどうか

と思います。恋人の聖地など結構区内をまわる個所を細かく作り、一日ではまわりきれないような

数で何回も来てもらうようにして、全部スタンプが押されたら粗品をプレゼントするというのはど

うかと思います。 

○盛重委員：スタンプラリーをやって、観光案内所や農協などスタンプ台を置くところから協力金的なお金を集

めて、それを粗品の景品に当て例えば河合農園の食べ物を送るとかどうでしょう…。 

○澤田委員：それとスタンプ手帳自体を観光案内が書かれている冊子のようにしたら結構宣伝にもなると思いま

すね。 

○盛重委員：そういうようなイベントに地域づくり基金を活用して、先ずは３年間開催し実際に検証してみるの

もいいのではないかと思います。その中で景品の話でいけば厚田産のメロンや飯寿し、しそジュー

スなど、厚田のこれを売りたいというものを景品として送り、取り敢えずはＰＲしたい物をお客さ

んのところに届けられればと思いますし、そのためにもかかる経費について基金を活用できればい

いのではないかと思います。上手くいかなければお金は戻っては来ませんが、上手くいけば投資に

なります。まぁなかなかそうなると使いづらくなる部分はでてくるかもしれませんけど…。 

○吉田委員：いや、そういうことであれば使えるのではないでしょうかね。 

○清水委員：ある程度基金を活用しながら、そういうマーケティングを調査することは必要だと私も思います。 

○吉田委員：それと単純に施設をまわったりするだけのスタンプラリーでは面白くないので、朝市の部分にも入

れたり色々な部分を入れて展開していければと思いますね。 

○盛重委員：例えば本格的な冬場にも来てもらえるようなスタンプも設定したりして、厚田の四季折々を通じて

来ていただいた方には豪華セットを贈りますとかあってもいいかもしれませんね。そいうところに

上手く基金を活用出来たりしたらいいと思いますね。 
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○清水委員：その景品を渡すのを、ふるさとあきあじ祭りなど厚田のイベント会場で行うのもいいですね。 

○佐藤副会長：小林委員はこういう子どもを連れて歩いたりして何か感じることはありますか？ 

○小林委員：子どもが小さい時は出かけたりするとトイレをまず探すんですよね。それで厚田にも何カ所かトイ

レがありますが、そういう人が立ち寄るところに野菜とか売れば、トイレも毎回きれいに使ってく

れるだろうし、人も寄ってくるのではないかと思うのですが…。 

○佐藤副会長：本当にきれいなトイレって印象に残りますもんね。 

○小林委員：今の厚田にあるトイレを見ると、印象が悪く、入るのが怖いトイレもあるので、子どもとか利用さ

せたくない感じがあります。 

○佐藤副会長：どこの観光地もそうですが、きれいなトイレって重要ですよね。 

○吉田委員：なんとなくトイレがきれいだと何か物を買っていきたいような気持になりますよね。 

○佐藤副会長：皆さんから色々なアイディアが出されましたが、最後に一つ聞きたいのですが、漁業というのは

生鮮食料品ですよね。やはり新鮮なものを買っていってもらいたいですから、買った後に他に色々

回ったり遊んでから帰るという方もいると思いますが、そういった時は松浦委員の朝市ではどう対

応しているのでしょうか。 

○松浦委員：一番多いのは各店に保冷パックが置いてあり、それを利用してもらっています。もし必要であれば

一個100円くらいで売っていたりしていますね。 

○佐藤副会長：あの保冷パックというのはどのくらい持つものなのでしょうか。 

○松浦委員：ちょっと他によってから帰るというお客さんには、袋に保冷パック入れれば札幌に買えるくらい持

ちますし、温泉寄って帰るとか長時間滞在するようなお客さんには、発泡スチロールに保冷パック

を入れてテープでふたを閉めれば大体半日くらいは持つと思います。 

○佐藤副会長：そういう至れり尽くせりのサービスというのは必要ですよね。それから生鮮食料品のＡセット

1,000円とかＢセット2,000円というようなコースを作って、パック詰めして半日大丈夫ですよと

いうことも可能ですよね。 

○松浦委員：そうですね。 

○佐藤副会長：今回はオープンエンドという形で行いましたのでこれといった結論は出ておりませんが、今のこ

とについてはメモをして後でまとめますので、それを今度は一点集中で計画を立てるのか、それと

も皆さんから出された意見というのは実は繋がっているんですよね。その繋がっているのを一つの

コアにして、先程も言ったように６年計画ぐらいでインフラを整備しながら、最初はここから手を

かけていこうと、皆さんの意見というのは繋がっていますから、それを何年度に手をかけていくか

というような、少し長期に渡って地域を活性化させるための計画を、皆さんからの意見を踏まえな

がら組み立てていければ現実のものになると思います。予定よりも時間は過ぎましたが、特色ある

地域づくりということで、これからも委員の皆さんの意見を踏まえながら、アイディアを現実のも

のにしていきたいなと思います。その時に、ここにいる15人の委員でやるのではなく、誰かが中心

となって地域の方々と作っていく、そういうことも含めてこれから考えて、地域全体で活性化でき

るような道を探っていきたいと思います。 

 

  次回会議の日程等について 

 

・次回地域協議会 

平成２２年９月２９日（水） １８：３０ ～ 望来コミュニティーセンター みなくる 
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５．閉会 

 

平成２２年１０月４日議事録確定 

                               石狩市厚田区地域協議会 

 

                                  副会長 佐藤 勝彦 


