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平成１９年度第４回石狩市浜益区地域協議会議事録 
 
日 時：平成１９年９月２０日（木） １４：００～１６：３０ 
場 所：浜益支所 ２階庁議室 
資 料：会議次第 

  資料 1:地域振興事業シート 
  資料１関連資料（除雪サービスの除雪範囲について・「食の自立支援サービス」の開始につい

て・滝の川東地区連合町内会「ライフサポート」運営委員会の活動内容について） 
  資料 2:浜益区地域協議会開催状況（第１期/２箇年分） 

 
＝会議次第＝ 
 １ 開  会 
 ２ あいさつ 
 ３ 議  事 

  １）地域自治区振興事業について【継続】 
  ２）第１期２ヶ年間の総括について 

４ そ の 他 
５ 閉  会 

 
出席者：次のとおり 

委    員 職            員 
役 職 氏   名 出欠 所                 属 氏   名 
会 長 北嶋 富作 ○ （支所）区長 大原 嘉弘 
副会長 佐々木友冶 ○ （支所）部長、総務課長（扱） 宮田  勉 
委 員 羽山 勇一  （支所）地域振興課長、産業振興・農業総合支援担当課長 佐藤 正巳 
委 員 後藤  崇  （支所）市民福祉課長、はまます保育園長 竹永 季雄 
委 員 田中 一房  （支所）介護保険担当課長 古川 和志 
委 員 須藤 勝雄 ○ （支所）浜益国民健康保険診療所庶務課長 木村 新吾 
委 員 岸本 教範 ○ （教育委員会）浜益生涯学習課長、浜益給食センター長 渡邉 隆之 
委 員 田端眞佐美 ○ （支所）地域振興課地域振興･広報広聴担当主査 尾崎  巧 
委 員 佐藤 文諺 ○ （支所）地域振興課地域振興･広報広聴担当主任 藤巻 誠一 
委 員 岸本 アイ    
委 員 石橋ミツ子 ○   
委 員 田中 照子 ○   
委 員 立浪ゆかり ○   
委 員 木村 武彦 ○   
委 員 寺山 広司    

傍聴人：１人 
 

１ 開  会 

【支所：佐藤課長】 

 お忙しい中、ご出席いただきまして有り難うございます。ただいまから、平成１９年度第４回浜益区

地域協議会を開催いたしたいと思います。本日１５名中１１名が出席予定となっておりますが、１名の

方が他の会議で遅れると言うことで、もう１名見えられておりませんけれども過半数に達しております
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ので、ただいまから開催いたしたいと思います。開催にあたりまして北嶋会長よりご挨拶をお願いいた

します。 
 
２ あいさつ 

【北嶋会長】 

 皆さん、こんにちは。ご多忙の中ご出席していただきまして有り難うございました。最後の会議を開

きます。よろしくお願いします。 
【支所：佐藤課長】 

 ありがとうございます。続きまして、大原区長の方から。 

【支所：大原区長】 

はい。皆さん、お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。会長の方からもあり

ましたけれども、この合併後２年間の任期でありましたけれども、このメンバーでの会議が最後の会議

となります。本当に皆さんには大変ご苦労をおかけしたと思っております。心から感謝申し上げます。

今日の議題については、この資料のとおりでございますけれども、次回の協議会に引き継ぐ事業などに

ついて、前回のところでもお話ししましたけれども、何とか事業化に向けた具体的な事業化に向けたレ

ベルまで、何とか整備していただいて、次のところにお繋
つな

ぎしていくということを今日の会議で、最後

の今日の会議でお願いをしたいというふうに思っております。本日の北海道新聞にもちょっと出ており

ましたけれども、実は、来月、１０月１日から合併後初めての大きな機構改革ですが、市の組織が大き

く変わるというか、中身が縮小して小さくなるんですけれど、９部が７部とかということで、市の組織

が変わります。後ほど、その他のところでですね、その中身の、その支所の組織のことも若干、触れた

いと思いますが、宮田部長の方から資料を用意してご説明したいと思っておりますが、実は私もこの皆

さんと同じで、合併後、２年の任期ということで、この任期で退任することとなりました。色々家庭の

事情等もありまして、もう任期２年ということにお願いをしないで、この任期で退任することといたし

ました。後任には、宮田部長があたることになりますので、私と同様によろしくお願いしたいと思いま

す。それと、それの支所の部長はですね、ご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、委員の方の中で、

これの石狩、浜益、厚田の合併の時のですね、合併協議会で、委員会の事務局をやっておりました、工

藤部長、今は会計室長ですけれども、この浜益の支所の部長として、新任、着任する予定となっており

ます。色々組織とか人も変わったりしますけれども、協議会はなくなりませんので、何とか、また、別

な観点から含めてですね、ご協力いただくようお願い申し上げたいと思います。以上です。 
 

３ 報  告 

【支所：佐藤課長】 

 はい。ありがとうございました。早速ですね、議事の方に入りますけれど、慣例によりまして、北嶋

会長の座長の下
もと

でですね、進めてまいりたいというふうに思います。北嶋会長、よろしくお願いいたし

ます。 

【北嶋会長】 

 それでは、議事次第の３に入りまして、（１）、地域自治区振興事業について継続のお手元に資料１に

３枚綴りがありますので、その関係につきまして、あの、事務局の方から出来るだけかいつまんで、再

度ご説明していただきたいと思います。 

【支所：尾崎主査】 
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はい。それでは、私の方から、前回までの検討後のものをまたさらに掘り下げて、分かる部分もとい

うことでしたので、前まで継続していた４事業シートですね、４事業のシート４まであります。それと、

その他にも何か新たな事業が、もしあればということで、シート５以下６、項目出しだけでもというこ

とで、用意させていただきました。中身はそれぞれ、細かい部分で、検討する内容、だいたい、こうい

う部分かなぁという部分で、それぞれ項目で挙げてありますのでこの辺から徐々に手を付けていってい

ただきたいと。最終的には、こういう、この手の事業を浜益区として、取り組むことが妥当なのではな

いかということになれば、さらに担当所管の方と細部を詰めて、最終的に近いものをまた協議会の方に

お示しして、それぞれ事業化に結びつけていくという作業に移行していきたいというふうに考えており

ます。それと、方や、これはちょっと今の段階では難しいのではないかとする場合には、事業化しない

ということで、その場で協議を終了するというような、だいたい２方向に仕分けられていくのかなぁと

いうふうに思います。その他に、実は、このシートの資料の下に別な２枚もので綴っているものがある

と思うんですけれども、それが事業シート１の自治会支援制度モデルづくり事業の中の、実は、前にお

話しした時に、雪投げは別な形でしているのではないかとか、色々話し合った中で関連があるものとし

て、除雪サービス、今、実際にどういう形でやっているのかと、次のページが配食サービスなんですけ

れども、こういう形で実際に市の方でやっていると。それと、その次、３枚目がですね、滝川市のライ

フサポート運営委員会のチラシ関係、それと、１５年度の活動実績ということで、これは、６月の自治

会連合会との合同情報交換会の時に資料として示した中から、また抜粋して、ここに付けたものです。

これ、シート１の事業に関連する資料ということで、並行して見ながら協議していただきたいというふ

うに思います。それで、進め方としては、会長にお願いしてよろしいでしょうか？ 

【北嶋会長】 

一つ一つやっていきませんか？ 

【支所：尾崎主査】 

はい。 

【北嶋会長】 

今、事務局の方から説明がありました、事業シートの１について、何か、ご意見ございませんか？ 

【支所：宮田部長】 

中身、説明しなくていいですか？ 

【北嶋会長】 

えっ？ 

【支所：尾崎主査】 

しますか？それじゃあ、まず、シート１から入ってよろしいでしょうか？ 

【北嶋会長】 

はい。 

【支所：尾崎主査】 

目的、概要については、以前にもお示ししておりましたので、検討項目について、お話しというか、

説明したいと思います。まず、支援対象をどうするかということで、障害者若しくは６５歳以上の世帯

でいいのかどうなのか、それとも６５歳というのが妥当なのかどうなのかという中で、７０歳以上がい

いとか、その辺の部分、それとも、もっと裾野を広げるだとか、その辺も一応検討していった方がいい

のかなぁと。それと、これをまず手始めとして、最初から区内全体で取り組んだ方がいいのか、それと

も、どこかの自治会でモデル的に取り組んで見て、それから全体に広げていくだとか、そういう部分。
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その支援対象をどういう形でしていくかという部分をまず検討したいと思います。支援内容としまして

は、だいたい考えられる雪投げとか草刈りだとか、色々ちょっと挙げてみました。右の方に同類のサー

ビスということで、これに同類、似ているような、実際に今行われているサービスがこんな形であると

いう部分を右側に挙げています。その他に、買い物代行だとか、食事、それから蜂の巣駆除だとか、葬

儀の手伝いだとか。ちょっと、話し相手というのは、実は、保健師さんの方に「何か今高齢者の方々が

望んでいることったら何かねぇ？」という話をした時に、「いやぁ、話し相手が欲しいんじゃないです

か」という、実は話がありました。それらもどんな形で反映出来るか、検討してみる必要があるのかな

ぁという部分で、ちょっと書いてみました。その他、何かあれば皆さんから出していただいて、検討す

るのも一つの方法かなぁと思います。それと、現行のサービスで除雪サービスと配食サービスがありま

す。ということで、さっき言った資料を付けております。その内容としては、除雪が１世帯１シーズン

３，０００円だそうです。これは、１回３，０００円を払うと、だいたい窓が出る程度、それから玄関

先をするそうですけれど、これが回数関係なく何回でもということですから、年間３，０００円を払え

ば最低部分の家の前の除雪はして貰えます。これは、ただし、市民税の課税対象世帯のみということで

すので、例えば、生活保護世帯だとか、市民税の非課税世帯については、無償という形の中で、執り行

われているということなので、除雪についてはかなり難しい部分があるのかなぁというふうに思います。

それと、宅配、配食サービスについては、次のページなんですけれども、実際に利用者から、支払われ

るのは、１食あたり３５０円だそうです。これは、夕食のみを対象としているんですけれども、それで、

受けているのが社会福祉協議会なんですけれども、市から社会福祉協議会に支払われるのは、６００円

程度だそうです。ですから、そこで、２５０円くらいの部分が社会福祉協議会の方に手数料として入っ

ているという様な形で、これも、ただ、１日１食、夕食のみという形で対応しているということで、そ

ういうサービスが、実際、市の方で行われているということです。それと、あと、ここで検討する以外

にも、じゃあ、実際、どんなことを皆さんが望んでいるのかという部分については、簡単な形でもアン

ケートなり聞き取り調査をして、どういう要望があるのかを調査する必要もあるのではないかなぁとい

うふうに思いますので、この辺もちょっと皆さんで検討していただきたいというふうに思います。それ

と、実施主体、事務局をどうするかということなんですけれども、まあ、実施主体を自治会連合会にす

るのか、それともどこかの自治会で、まず、モデル的にやってみるのか、それとも、それ以外の部分で

どこかにお願いした方が良いのかという部分、それと、事務局であれば、実施主体によって変わってく

るかと思うんですけれども、支所内に置くか、別組織を組んだ方がいいのか、それとも、例えば、話が

まとまれば公務サービスみたいな、そういうところに委託するだとか、そういうような部分を検討する

必要があると。それと、実際の肝心な作業体制なんですけれども、有償ボランティア作業員の確保、こ

れがなければ全然話が進みませんので、これ、あの、作業員のですね。まず、登録して貰わないといけ

ないという登録制ですね。それと、そのサービスっていうか、作業の内容によって、例えば、やるかや

らないか別として、除雪の部分であれば、ああ私出来ます、こういう人が出来ます、みたいなそういう

作業によって実際に作業を行える、その作業員を分けて登録する必要があるんじゃないかということに

なりますので、この作業員のなり手の確保、これが、大変重要になってくるかなぁというふうに思いま

すので、これらの有償ボランティアといいますか、低額有償なんですけれども、こういうサービスが需

要がどんどん増えるようになれば一つのビジネスとしても、浜益のビジネスとしても、発展してくる可

能性もあるのではないかというふうに考えます。あと、料金の設定です。料金の設定については、サー

ビスの内容によって設定するのか、時間単価で設定するのかという部分。これも重要になってくるのか

と思います。それで、先程、別の資料で、滝川市のこんなチラシみたいなものを付けていたと思うんで
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すけれども、これ、滝川で実際、今、行われている部分なんですけれども、滝川市の場合は、もう完全

に１時間８００円というやり方でやっています。実際に作業にあたられた方には、１時間４００円とい

う形で支払っているそうです。残りの４００円については、事務局の運営費の経費に充てるということ

です。ですから、これは、例えば、この番号に実際にサービスしていただきたい部分があれば、その利

用者がここに電話をして、ここからスタッフが、じゃあ、どういう作業をして貰いたいのか、どの程度

かかるのかという部分で見て、じゃあ１時間程度で終わる作業、２時間程度で終わる作業だというのを

判断して、そこでチケットを販売するそうです。実際に作業して終わったら、そのチケットをその作業

していただいた人に手渡すという方法を採っているそうです。滝川市の東滝川地区では、こういうやり

方をしているということです。じゃあ、実際に、どういう実績があるのかということで、ちょっと、こ

れ平成１５年度の活動実績、ちょっと古いんですけれども、一番最後のページに平成１５年度では、こ

れだけの実際に作業が行われたということになっております。その辺の料金の設定ですね。だから、サ

ービスの内容、例えば、除雪であればいくらという、例えば、草刈りであればいくらという設定の仕方

をするのか、それとも、実際に活動した時間にするのか、この辺はたぶんサービスの内容によって、両

方必要になってくる可能性があるのかなぁとも思いますけれども、その辺もある程度、設定する必要も

あると。なければ頼む方も頼みづらい部分があるのかなぁと思います。あと、それらの検討をしていた

だいて、また、不足している部分もあれば、それも検討していただいて、最終的には地域振興事業とそ

れがなり得るかどうか、そういう検討も併せてしていく必要があるのかなぁと。実際には、サービスの

需要がどれだけあるのかだとか、ボランティアスタッフの確保が可能かどうかで、運営経費がどれだけ

必要になってくるのかという、この辺の部分もある程度、事前に資料なりを備え置いて検討する必要が

あるのかなぁというふうに思います。シート１については以上ですけれども、一つ一つやった方がいい

ですか？ 

【北嶋会長】 

いいですか？それで…。自治会の支援制度モデルづくり事業なんですけれども、うちの自治会の私、

責任者しております関係で、だいたい除雪の関係でもですね、ほとんど市道に面しているところは…。

市道以外のところで、２軒ほどあるんですけれど、そこは、まあ、親戚で対応しているということ、あ

るいは、葬儀にしてもですね、うちの毘砂別の自治会は６班編成になっているんですけれども、１班、

２班、３班と、４、５、６の二つに分けて。葬儀委員長は自治会長がやるということに、だいたい基本

的になっておりまして。あと、その二つに分けた中で役員がどうしても足りないという場合は、現行の

自治会の役員が応援するという形を執っておりますけれども、だいたい、三つの班でもって、だいたい

賄えるというのが、今、毘砂別の現状なんです。それから、火葬の関係についても、幸い、まだ若い人

がいてやってくれていますのでその辺の心配はないんですけれども。従って、自治会の…。実田の自治

会はどうですか？ 

【佐々木委員】 

これ、今、市道とか、国道に面しているところは、除雪されているけれども、ただ、実田の方では、

大雪になりますと、色々、住宅の屋根の雪だとかそういうのは、やっぱり一人暮らしの人は、当然、や

っぱり出来ないものだから、ただ、たまたま人に頼んで降ろしたり、それから、地域の人達に手伝って

貰って、そして、降ろしている状況なんですよね。あとは、葬儀の道具だとか、そういうものに対して

は、今、おそらく、今年中に新しいものを整備する予定で。それ以外では、実田では、その火葬場の関

係のその役員を作って、その役員４人がいまして、そのうちから影響のない人が出て貰って、そして、

対応。今のところでは対応してくれているからその辺についても心配はない訳です。以上です。 
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【支所：佐藤課長】 

 会長、今回、挙げている事業は現委員さん方でこれから協議するということはちょっと困難なんで、

この事業を次の委員さん方に、この委員会で良しとして次の委員さんに引き継ぐかどうかという部分で

の検討をお願いしたいんです。 

【北嶋会長】 

 うーん。それもあるんだけれどもね。なかなか、うーん。 

【支所：佐藤課長】 

 これ、一つ一つやっていると、この委員会で結論出ちゃうんで、出して貰えれば一番良いんですけれ

ども。 

【北嶋会長】 

 いや、いや、出来れば、そうしたいんですよ。 

【支所：尾崎主査】 

 大まかな方向性でいいかと思います。こういう形で、例えば、やるとした時には、次は本当に担当者

と、もっと細かい部分を色々詰めなければならない部分がありますので、次に入らないといけないと思

います。それで、あと協議会の意向、方向と担当の考え方も含めた中で、最終的な形のものを作って、

こういう形で進めましょうというものを、それを最終的に、じゃあ、その事業の開始の目標年度をいつ

に設定して、そこからスタートするための準備をしてという形になるかと思いますので、ここで全部決

まるって訳ではなくて、方向性を出してということ。それと、それを踏まえて担当とも協議をしながら、

最終的なものを作って、また、皆さんにお示しして、最終的なものに固めていきたいなぁというふうに

考えております。ですから、こういう検討項目、いやこれは必要ですねとか、必要ないねとかでもいい

ですし、例えば、こんなサービスもあればいいんじゃないのだとか、じゃあ運営をどういうふうにした

らいいのだとか、そういう細かい、細かいというか項目で、皆さんのちょっとした意見があれば、それ

も参考に出来るのではと思います。 

【北嶋会長】 

 ただ、地域協議会として、実際、どこまで対応できるかという、その辺がある気がするんですけれど

も、むろん、新しい委員、次の地域協議会で検討してくださいということで済むことだけれど、それで

は責任がないという気がするんです。それで、今、申し上げたんです。何か？ 

【佐々木委員】 

 お聞きのとおり、不要ということにはならないでしょ？いくら新しい委員が出来ても、一人暮らしの

年寄りは若くなれるわけでないんだから、だからやっぱり、色々なやっぱり、ことをやって貰うという

ことは、やっぱり今までどおりずっとこうやってきていることだし、また、これからもそういうことは

新しい委員に考えて貰わなければならないんじゃないかと、そういうふうに思うんですけれど。 

【須藤委員】 

 今、ちょうど２年間、１期終わって替わる人も、継続だということだからこの協議会は、人は替わる

人もいるけれど、継続でやる人もいるから、今、今日、おそらく最後だと思うんだよね。１回、１回っ

ていうか２年間のあれは…。メンバーは、同じ人もいるだろうし、替わる人もいるだろうし、色々ある

だろうけれど、要するに今のを次に引き継ぐだとか、ここで結論を出すとかではなくてね、なってあっ

たものをやって、これを参考にして、残る人もこの次に新しく入る人も、そこから、これはどうだとか

って、一切、次のところで、そこで検討すれば、ここでやる問題じゃなくて、これは今までやってきた

２年間の成果がこういうことで、ここまで進んだということだから、今度残る人も新しく入ってきてい
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る人もそれを対象にして新たにと、そうなるんじゃないの？ここで、今ここで、結論出せればいいけれ

ど、それを何とかして何とかしてということではなく、実際に会議、こう、２年間やってきていること

だから、それで、またこの次の人方、座長以下、また委員さんの考え方で、俺たちやってきた人達と違

って、また、これはこうだけれども、もっとこうなるんでないかとなればそうなるし、これから実施に

向けて、今までこういうことでやってきたからであって、これからに向けてここでしているような縦目

に入るんだから、何でもヘチマでも同じものをこうやって、こうやって、こうやって、何も進歩なくて

どうもならないでしょ？だから、きっと、それでいいんでないのかなぁと思うんだけど…。そういう方

法で、ここに出ているんだから、そして新たなものがあるなら、くっつけるなり、このままでいくとい

うんだったら、また作業するなり…。替わっていく人なり、そのままいる人が、それ継続していけば、

新しい人はまた、これ、誰か分からないけど来ればまた考え方もあるだろうし、ここにいる人が、全部

替わるわけでないんだから、残る人はやっぱりこれを継続して分かっているんだから実際に会議に出て

いて、いくはずだと思うんだよね。今日、この会議は、ただここで結論出せるものは出していいのかも

知れないけれども、１回終わるんだけど、２年間が終わるんだけれども、全部そういう２年間の集大成

がここにあるんだからその方向でいかなきゃどうにもなんないんじゃないの？一つのものについても。 

【支所：尾崎主査】 

 そうです。あの、須藤委員のおっしゃるとおりなんです。それで形としては、今、雑ぱくなんです。

それをもっとスリムにして、じゃあ対象は７０歳だったら、７０歳以上にしましょうだとか、とすれば、

例えば次に対象は７０歳以上だとか、だんだん、何ていいますか、スリムになっていって、ただそれは

決定ではなくて、新しい組織の中で、７０だけれども、実際には、もっと６５歳まで必要じゃないのか

とか、変更も当然…。 

【須藤委員】 

 基礎を作ったんだから、この２年間で。そしたら、今度は肉付けして、実際に事業を継続、またやる

かやらないかに対して、やっぱり、もう、これから、１０月からだから、すぐだから。新たな中で、こ

う、この資料を参考にして、また入れたり、こうやって入れたり、やっていけば、当然、そうなるんじ

ゃないですか？ 

【支所：尾崎主査】 

 ただ、そういう、あの、中身を、こう…。 

【北嶋会長】 

 ちょっと待って。今、佐々木さん、須藤さんの方からお話しがありましたけれども、このほかにご意

見ございませんか？どうぞ、思っていること発言してください。 

【支所：佐藤課長】 

 この協議会の中で、例えば、支援対象を、今、３段階くらい入っていますけれども、出来れば、１段

階に絞って、７０歳以上にするだとか、６５歳にするだとか、この場で、絞って次の人に引き継ぐと…。 

【須藤委員】 

 それでもいいし。 

【支所：佐藤課長】 

 うん。次の人も非常にやり易いというか…。 

【須藤委員】 

 次の人が、また検討すればいい話であって。 

【支所：佐藤課長】 
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 そう。そう。そういうふうにやっていただければ。 

【北嶋会長】 

 議案の事業シート①ですけれども、佐々木さんと須藤さんから聞いたように、まあ、２年間の成果と

して、一応、ここで事業化をしないということではなくて、事業化を目指して、次期の協議会で検討し

て貰うということでよろしいですか？ 

【須藤委員】 

 事業化しないということにはならないでしょう。全部かどうか知らないけれど。中には入れ替えがあ

るかも知れないけれど。 

【北嶋会長】 

 よろしいですか？ 

【須藤委員】 

 支援対象のここだけは、今、課長言うとおり６５歳以上なりなんなりやって、次の人がここでやって

やればやり易いかも知れない。そのくらいやっておけば、ここで支援対象のこれは、ここはみんな若い

から７０歳以上でいいんじゃない？ 

【北嶋会長】 

 年齢ね？ 

【須藤委員】 

 年齢。７０歳以上でいいんじゃないですか？ 

【田中委員】 

 私も対象になっちゃうんだよね。考えてみたら。 

【須藤委員】 

 老人クラブだって７０歳以上だもの。年齢上がって。６５歳以上だったら怒られるぞ。今の年齢の関

係から言って、平均的には７０歳以上がいいんじゃないの？俺の個人的には、そう思うよ。いや、何歳

でもいいんだけれどさ。 

【立浪委員】 

 はい。いいですか？えーと、今後、このような事業が、本当に必要だと思うんですが、ここのところ

ね、コミュニティサービスの需要量によっては、コミュニティビジネスに発展する可能性もあるという

ふうになっておりますけれども、何というか、主体が、この地域協議会若しくは役所になるとコミュニ

ティビジネスに展開するというか移行するの、とても難しいんですよね。ですから、スタートの時点で、

コミュニティビジネスをやってみようというか、そういったものを研究している人がいるかどうか、要

するに、前回の話にもありましたけれども、誰がやるか、誰にやって貰うか、そういったところが非常

に人材的に問題になってくるんですけれども、今、この浜益において、そういった意気込みのある人と

いうか、いないことを前提に話してはいません、そういった勉強会を今まで石狩市の方でも色々やって

きているんですよね。そういったものに対して勉強しているのかなぁって、今突然ここでね、こうやっ

てコミュニティビジネスって、取って付けたように出ていますけれども、非常に時間がかかるというか

な、今までやっていますよね。本庁の方、主導ですけれどもね。だから、そういったところにちょっと

でも顔を出した人に、水を向けるのか、その辺ちょっと分からないですけれども、大変その辺が難しい

と思うんですよ。だから、そういった気持ちがある人がいれば、本当にそれに越したことはないんです

けれども、大変理想的なんですよね。それが、だから、これをなんと言うんだろうなぁ、主導の矛先と

いうか、立ち上げ方というのは、やはり本当に、私も今やってみて、大変なんですけれども、その辺を
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きっちり考えてから、やられた方がいいと思います。 

【支所：宮田部長】 

 最初からコミュニティビジネスではなくて、日常こなしていける程度の作業から始まって、それが自

然のうちに広がって、このコミュニティビジネスに繋がっていければいいなぁと思うんですよ。最初か

らコミュニティビジネスを目指すという考えではないんです。そういうことなんです。 

【立浪委員】 

 まあ、そうですよね。 

【支所：宮田部長】 

 まあ、ヒントとしては、ここに書いてあるんです。 

【木村委員】 

 有償でやるというところから、要するにビジネス化に、これ、全く無償だったらね。コミュニティビ

ジネスとか、そういうのに発展することはないと思うんですけれども、とりあえず、自治会でやるか、

どこでやるかわかんないですけれど、どこかで始めて、やっぱり、損するやつは誰もやらないんで、そ

こら辺でいくらかでも収益が上がるようであるとどうなんですかね。一般から公募して、その実際にそ

の作業する方もというところから始まっているんで。まあ、取っかかりとしては、やっぱり自治会とか、

そういうところから始めないと、最初からこう計算して、本当に儲かる、儲からないというところから

全く何もないところでね、から始められないのかなぁというそれこそ課長が…。まあ、本当に事業を興

すという時はそうなんでしょうけれど、そういうのはどっかこっか、そういう一団体から始めて、そっ

ちに徐々に矛先を向けるしかないのかなぁという、ちょっと安易かも知れないんですけれど。 

【支所：宮田部長】 

 この支援対象の欄の下の方に、どこかで取り組むのかということが書いてあるんですよね。自治会な

のか、全部、一部のモデル的な自治会なのか、それとも地域全体なのか、そんなことを書いてあるんで

すけれども、その辺ですね。こう事業をイメージして、どこが一番取っか易いのかなぁという、我々も

疑問。迷っているんですけれども。その辺のヒントを与えるような、与えてくれそうな意見があればま

た次回に引き継いでいけるのかなぁと思うんです。どんなもんですか。 

【田中委員】 

 ボランティアのスタッフを集めるというようなことも、これも大変なことだと思うんですよね。 

【支所：宮田部長】 

 そうですよね。実際にね。 

【北嶋会長】 

 ほかにご意見ございませんか？ 

【立浪委員】 

 ですから、これは次年度っていうか、まあ、１０月から継続するということで方向性は勿論いいと思

います。それしか言えない。 

【北嶋会長】 

 じゃあ、事務局にお願いしておきます。継続いたしますけれども、もう少し理想を追わないで、もう

少し出来るところから出来るような形で次回の委員会に提案していただきたいということだけ… 

【支所：佐藤課長】 

 そういうことは、例えば、ここで、ここで…。 

【支所：尾崎主査】 
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 それで、この検討。例えば、それでこの検討項目を、いや、こういう形でもいいんじゃないのという

ことになれば、段々、どんどん絞られていって、一つの形になるものを段々示していけるんです。それ

で、どういう方向性がいいかということで、皆さんのご意見を聞かせていただいて絞れれば…。 

【支所：佐藤課長】 

 例えば、委員長から話があったように、葬儀の手伝いは各自治会がやっているからいらないわ、とい

うことであれば、これ不要ということになるんで、次に引き継ぐ時には、ここから落として引き継ぐと

いう形になります。 

【支所：尾崎主査】 

 段々スリムにしていくというか、こういう形で目指しましょう、みたいなものを集めているんです。 

【支所：大原区長】 

 各地区の自治会の事情はそれぞれ違うと思うんです。それは、たまたま会長のところの毘砂別はそう

いうものは間に合っているけれども、ほかの１２の自治会が、それじゃあ間に合っているかというと、

それぞれやっぱり事情があって、いやそういうのも必要なんだろうというふうになれば、モデル的に自

治会一つだけでやるということではなく、やっぱり、こういう事業については、やっぱりもっとオール

自治会で取り組むだとか、何かそういうような形を含めて議論になっていくと思うんです。それともう

一つ、これ、受ける側から見たというか、必要性というのが、この事業の中心になってくると思うんだ

けれど、それに加えて行政側からここで同類のサービスというのが整理されているけれども、やってい

てどうしても手が届かない、それを民間サイドで事業として取り組んで貰いたい。いわゆる協働的な。

行政側からもある程度、この絞り込みもきちっとお願いをしていくというか、意見を出していくという

か、それはこれと併せて整理の段階でこの協議会と併せて行政サイドの意見も聞いて貰う。この協議会

の中でそういうことも継続した議論の中で必要ではないのかなぁと思うんです。本来行政がやれるはず

のことをやっていないかも知れないし、それじゃなくて、今、ここの支援内容は、だいたい、雪投げと

か、何か今やっている買い物まではしていないけれど、公務の部分でやっている配食とかのやつは、ほ

とんど今、今までも手がけていたし、これから民間に移行して、民間が今やっているやつを束ねてこの

事業としてやっていくのかとか、そこら辺、また細かい、まあ、意見のあるところだと思うんだけれど、

それをもう少し詰める必要はあるんじゃないかというふうにこのシートからは読み取れる。最初たぶん、

木村さんおっしゃっていたけれど、いったい誰がやるんだと、ここがやっぱり一番のポイントになって

くるんだと思うんです。それは、リスクを負うことになってまで、やる、やれるのかどうかという、そ

れは議論も必要だし事前の。やってみたけどだめだったわ、ということにならないように、なるべくさ

っき課長から言った、やれるものから手を付けていくというのも一つのやり方かなぁというふうには、

今聞いていたんです。 

【支所：宮田部長】 

 文諺（佐藤委員）さん何か？ 

【佐藤委員】 

 いや、ちょっとイメージとして、こういうのどうでしょうと言われて、川下、茂生（浜益）、毘砂別、

実田とこの辺の地域を考えると、案外と間に合っているところも結構あるけれども、一つはずして千代

志別、床丹、濃昼、送毛を見ると、こういうの何をやればいいのかというものが見えてくるんじゃない

かと。葬儀一つにしてみても全然違う。だから、その辺からつっこんでいければ、また何か核が出来て

くるかというふうに思います。 

【支所：宮田部長】 
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 私なりに考えていたんですけれども、そのとおりで、やはり、今言ったような地域におりていって、

地域協議会が入り込んでいって、どういうものを必要としているのか、話を聞くのも面白いんじゃない

かと思うんだよね。本当に必要としていることが何かということが、俺達が考えているものと別のもの

が出てくるかも知れないし。 

【支所：大原区長】 

 やっぱり、それはね、今、佐藤さんが言ったように、その辺の理解なり、地域によって、かなりギャ

ップがあるということなんだよね。 

【支所：宮田部長】 

 需要がね。 

【支所：大原区長】 

 大きく違いがあるということは、やっぱり、３００人、４００人いる地域であれば何らかの形でこう

いうものはサポートしなくても出来るくらいの人達がいるし、それで、だいたい間に合っているけど、

本当の３０人、５０人のところで、本当に出来るかというと、なかなか出来なくなってきている。まあ、

高齢者も多くなってくるし、人口的にも少なくなってきている。そこら辺をどういうふうにサポートし

ていくかという、そういうところに狙いを付けるとね、だいたい、こう事業の中身も含めて見えてくる

んじゃないかなぁと思うんだけど。 

【須藤委員】 

 自治会でやっていること。自治会支援制度、すなわち協議会でこの間初めて治会とやって、まあ、色々

なことを聞いて、これから、まあ、あの、何か違うんじゃないか？こうやって、支援制度って協議会が

こうやって検討やるんであれば、それこそ自治会のただ、ものによって違うから、大きい自治会と小さ

い自治会とでは、そういう要請があれば聞いてもこの自治会対応できるのかと、それさえもまだ分から

ない。やはり、支所とかあれば行政に繋がっているから、こう走ってやっている。だから、俺はいつも

こうやるんだけれども、繋がらなければものにならないんじゃないかと。絵に描いた餅は、食えないん

じゃないかと。いくらやっても、そういう気がしてどうもならないんだよね。検討もいいけれど、ただ、

自治会は自治会の中で大変なところがあるし、何とかやれるところもあるけれど、だから、やっと始ま

るようになれば、この自治会、この協議会の中で自治会の支援制度モデル事業と、検討したってやるこ

とは、云々、案を出すことはいいけれども、やっぱり行政がどこまでやるか知れないけれど、切り離し

て出来ないでしょう？必ず、だから、行政の皆さん来ているけど、ただ話を聞いて作ってやる、こうい

うのもいいけれども、この次から、１０月１日からする人、そういうことも考えながら、今度は肉付け

しなきゃいけないから、大変だと思うよ。そういう方向でいかなかったらどうしようもないでしょ？い

くら協議したって何したって、最後になれば、人もいなければやる人もいなければ、有償ならどうする、

無償ならどうするったら、こういうのばっかりやっていたら、何年かかっても同じことだ、これ。どう

もならないでしょう。自治会でもやれるものは本当にいっぱいあるだろうけど。やり方も、やっぱり自

治会はそこで、ここで、もし、そういう声を挙げて、違うんだから、聞けるんであって、それを何とか

出来るんであったら、最悪、そこまでここの協議会の中で、やるの、やらないしょ？聞いたって聞くだ

けでしょ？ 

【北嶋会長】 

協議会の制度がそうなんですよね。自治会の場合は、大なり小なり権限を持っているんです。だから、

こうしよう、どうだって、今ある程度、そこでマルなんだけれども。地域協議会の場合は何も手ぶらだ

から、決まっているのは、枠だけだからね。一つのね。 
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【須藤委員】 

そこからまず脱皮することを考えなきゃ、どこまでやってもどうもならない。何年やったって終わら

ないんでしょ、ずっとやったって。 

【支所：宮田部長】 

地域協議会の一つの役割というか、その地域からの声を吸い上げて、そして、行政なり、なんなりに

反映させようという、そういう役割なんだけれども。その地区からの声を吸い上げてきたんだというこ

とをまず疑問に思う訳で、だからこういう机上だけの討論になっていくんだと思うんだよね。 

【須藤委員】 

色々なこと変わってくるしょ。２年やったしょ。また２年やったら変わってきちゃうからね。 

【支所：宮田部長】 

だから、やっぱり入っていくこと、地域に。 

【須藤委員】 

入っていっても、声だけ聞いたってやれないから。聞くだけで。 

【支所：宮田部長】 

やれないと決めているからやれないんだよ。 

【須藤委員】 

だって、やろうって言ったって、これからは、今、まず、やってみなきゃ分からない。今度、肉付け

してやるはずだよ。でも、それ、やらなきゃ困るだろうし。いや、大変だと思うけれどね。 

【支所：宮田部長】 

とにかく、聞かなきゃ始まらないと思うんだよな。 

【須藤委員】 

そうだ。そうだ。聞いただけでもやれないんだから。どんどん聞くって言ったって、また、出来ない

ものこれ。聞いてやれるものだけ、さっき言ったように手を付けていく、それよりしょうがないでしょ

う。一つだって、いらないと言ったものをこれは必要だって言って、そうやって、どこまでいったって、

どこまでいったって、話にならないって、同じだって。やっぱり決まるのはいいんだって、実施しなけ

りゃ何だとなるじゃない、だからやれるものから一個でも二個でもやっていって、まず、そこからいけ

ば一番無難じゃないか？無難と言ったらおかしいけれど。そうやっていかなければ、どうしようもなら

ないでしょう。そういう気がするよ。 

【支所：大原区長】 

 次のステップは、やはり、今話に出ているように、各自治会、まあ、会長さんだけでなくても、役員

の人達と前回やったような情報交換会みたいな、ああいうようなことではなくてもいいんだけれど、こ

の事業とか、いくつかのテーマを絞って、自治会と連携して色々な意見をして、具体的に誰がどういう

事業を、あっ、誰がというかどこが主体でやるかということも、そういう話し合いの中で出てくると思

うんですよね。あとは今の、例えば、支援内容だとか、やる事業の内容なんかも、またここの議論とは

また違う議論が出てくるかも知れないから、やっぱ、そことの意見交換というか、やる中で、じゃあ、

ここの部分は、出来るところからモデル的に自治会でやって貰うか、あるいは、オール自治会連合会全

体の中でやるだとか、そういう整理をこれからまたしていかないとだめだと思います。確かに須藤さん

おっしゃるように、ここだけでの議論じゃ全然、足というか、地に足が着かないから、やっぱり、そこ

との接近というか、やらないと、いや、結局、議論だけで終わってしまうという結果になるから、もっ

と、より具体的にするためには、会社を含める事業主体と思われる、今の内容もそうですけれど、自治
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会との連携というか、話をしていかなきゃいけない、そういうふうな思いがします。 

【北嶋会長】 

 それじゃあ、事務局、例えば、支援内容で蜂の巣の駆除なんて、これは何かカットしてもいいんじゃ

ないかという気がするんですよ。これは地域協議会の方の枠外の問題で、私はそう思うんですよね。そ

んなようなことも踏まえながら、一応、事業化を目指して、まあ、継続審議して貰うということで、こ

の問題だけに関わっている訳にもいきませんので、先に進めたいと思うんですけれどよろしいでしょう

か？ 

【立浪委員ほか】 

 はい。 

【北嶋会長】 

 はい。それじゃあ、事業シート①については、そういうことで、次回の委員会の方で、もっとスリム

にしながら、意見を、今までの、今日の意見を取り入れてスリムにしながら提案していただきたいとい

うふうに思います。 

【佐藤委員】 

 ちょっといいですか？ 

【北嶋会長】 

 はい。 

【佐藤委員】 

 この事業ということではないんですけれども、何か、支援という部分で考えて、例えば、漁業者さん

でも農家さんでもこう売りたいという、ぱっと思いついて商売をしようとした時に、おっ、がんばれ、

と応援する態勢を取るということで、何て言いますか、輪転機を原材料だけで使えるようにしてくれる

だとか、情報を集めたり、インターネットを使い放題のところを使わせて貰ったり、そういうシステム

をちょっとこの中に一つ載っけて貰って、そうすると、この、やろうと思った時に情報を集めるのに、

そこを使えばいいみたいなものに一つ、ボンとお金１億円の中から貰っておくというか、どうなんでし

ょう？ 

【支所：大原区長】 

 あの、この支援内容の中身を、よりうまくやるように、そのためにその…。 

【佐藤委員】 

 ベースというか。 

【支所：大原区長】 

 その情報的なものに、あの、その投資をすると、そういうことですか？ 

【佐藤委員】 

 そういう情報発信する時に、あの、割と応援できるという…。 

【北嶋会長】 

 それは、今のところは、やっぱり事務局を通して、やっぱりそういうふうなあれ活用するしかないで

しょうな。 

【支所：大原区長】 

 いや、結局それは、事業の中の運営費なり設備投資の部分で、そういう事業をやるかだとかを含めて、

そういう施設の取り組みを今の補助の中でやっていっていくというものだと思う。それは不可能ではな

い。 
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【支所：竹永課長】 

 いや、その部分は市のホームページの支所のページの中で、浜益のがありますので、そこに書き込ん

で発信できますから、それは、改めて予算化するという部分は必要ないと思うんですよね。 

【支所：大原区長】 

 それは、今の既存のものを使うというものではないですよね？ 

【佐藤委員】 

 ええ。例えば、まあ、知りたいことがあって、ネットを自分の家でやっても遅い、ここでやればすご

く早い、一気に処理できるとか、情報をもらう場合ですか、発信する場合は、例えば、ネットにポンと

発信するって方法があるんですけれども、例えば、うーん、何々ホタテ屋さんだとかが、自分の顧客名

簿持っていますよね、そこにチラシを出したいと、チラシ、まあ、３００ぐらいだというと、印刷屋さ

んに出したらちょっとペイしないと、そういう時、あっ、そうしたら役所に行けば紙が自分であれば、

輪転機で自分で出来るという、そういうシステムが出来ないかなぁということです。 

【支所：竹永課長】 

 あの、すいません。ここの、電子の部分はですね、ＩＳＤＮ回線しかないんですよ。ＡＤＳＬ回線、

勿論、光もないものですから、ちょっと、ここらで作ったものをすぐ載せるというのは無理なんですよ

ね。ただ、整理できるとすれば、今言っているように、私らの場合は役所で使っているやつは、本庁と

直接、専用回線を結んでやっておりますんで、どこの部署になるか分かりませんけれど、下手すると私

の部署になるかも知れませんけれども、そこのところに情報が集まってきた時に、そこで編集をかけて、

そこから市の情報ですという形で配信するということは、それは可能だと思います。ですから、ちょっ

と、まだ、ちょっと接点が、佐藤さんとの間で見えませんけれども、もし、こっち独自ということにな

れば、はっきり言って今の回線状況から見ると無理だと思うんですよ。あとやるとすれば、まあ、当分

の間というのはちょっとすごくあまりいやな言葉なんですけれども、その間は、担当部署で、その情報

を貰ったものを加工して、浜益区の情報として発信する。その辺はこのあと、今度続くと思うんですけ

れども、とりあえず、そういう方法でいくのが一番いいかなぁという気がしますけれども。 

【佐藤委員】 

 ここに光は入っていますか？ 

【支所：竹永課長】 

 私は、まだ、そこの情報は…。 

【佐藤委員】 

 いや、だから、役所、ここには光は入っているの？テレビみられるという光のケーブル。 

【支所：竹永課長】 

 本庁から専用回線が通っているだけなんです。それは、情報系と、あの、まあ、ちょっとあれなんで

すけれど、そういうその個人情報を完全にやっている情報系と行政系と二つの回線、ＬＡＮが入ってお

りまして、そのうちの情報系というのが、かなり、戸籍ですとか、個人の情報に関するもので、それに

は一切アクセス出来ません。その代わり、情報系以外の行政系というやつは、今言っているインターネ

ット配信ですとか、ＷｅｂＧＩＳ、そういうやつはどんどん配信出来ます。まあ、今言われるように、

自分の家で見ることがちょっと不可能な状況にある場合は、もしかすると、それは、役所、まあ、支所

としてどこかのフロアーに１台、こうネットを開けるようなものをですね、用意するということは、区

長に言って貰えればＯＫだと思いますけれども…。 

【佐藤委員】 
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 まあ、例えばの話なんですが。 

【支所：竹永課長】 

 いや、いや、不可能ではないと思います。あとは区長と新しい部長の腹一つです。今の区長の引継書

に書いてあるか書いてないかで決まると思います。以上です。 

【支所：大原区長】 

 いや本当にね。それは必要なことなんだよね。あの、今のネットテレビなんかもホームページでほん

の一部でしか見られないので、なかなかそれだからといって、まあ、お金のないということでは、なか

なか市としては難しい。民間サイドに色々とお願いはしているけれど、うまくは、今、いっていないん

ですよね。いや、分かりました。 

【北嶋会長】 

 事務局、その辺のこと、今、佐藤さんから意見があったことについても、一応考えておいていただき

たいと思います。それでは、事業シートの②に入ります。浜益特産づくり奨励事業、まあ、僕も賛成し

ますんですけれども、なかなか難しい問題があるような気がします。さて、ご意見ございませんか？ 

【須藤委員】 

 これは難しいよ。かなり難しい。まとめるのに２年くらいかかるんじゃないか？ 

【北嶋会長】 

 まあ、最近の新聞を見ると、色々なそういうあれというのは、たくさん出ている訳なんですよね。ま

あ、そういうあれで、まあ、日本海側では、苫前町と羽幌町と初山別村が、羽幌の温泉、サンセットプ

ラザという料理長が中心となって作り上げましたエビタコ餃子なんかも、その特産づくりの一つの最近

のあれで出ていたと思うんですけれど、なかなかそこまでいくのに大変だったというふうに出ておりま

したけれども、まあ、いずれにしても、まあ、石狩（支庁）管内では、正直言ってそれほど特産品とい

うのは、新聞にも出ていましたけれども、ないっていうふうな状況で、まあ、何か一つでも作り上げれ

ばと…。 

【支所：大原区長】 

毎年やっているふるさと祭りの時の実行委員会の団体ありますよね、ああいうものをイメージしたら

いいですよ。 

【須藤委員】 

あれやれば、余計難しくなる。いやいやながら仕方なくやっているんだから、大変なんだから。 

【支所：大原区長】 

実行委員会のメンバーは、もう、農協、漁協から含めて全てのところの団体でやっているので、そう

いう団体の誰かというか代表選手でもいいんだけれど、そういう人達に出て来て貰って力を発揮して貰

うという、そういうような、毎年の、あの、一位になるか、そういうふうなのを決めるかどうかも含め

て…。 

【須藤委員】 

俺もずっと見てきて、やり方だとか、そういうものもいいし、この中にも書いてあるからいいけれど

も、今、大原さん言ったみたいに確かにふるさと祭りの実行委員会は全てが全部入っているから、農、

漁、商だとかそういうのも関係なくみんな入っているから、色々な部分で。ただ、何十年やってきて、

団体の中でも、代表来てあまりに多いわ。船頭多くて一つも良いものできないから。まず、叩き台作る

んであれば、どこかで、何人かの中で、こう飲食店だとか、農業だとか、漁業だとかがやって、そこか

ら広げていくんだったらいいけれど、最初からごちゃっとさ、モノにならないよな。特に、特産品なん
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かといったらね、もしかしたらうまくいかないとは思うけれど、うまくいったとして、うまくいくつも

りでやるんだけれど、利害も絡んでくることもあるんだから、下手にすれば個々の事業だとか、そうい

うことになればね。まず、そういう中で、これはいいことだとは思うけれども、ない訳ではないと思う

よ。石狩がいったいどれだけで、シャンシャンやっている訳でないから、浜益では何かはあると思うけ

れどさ、立ち上げていくまでのね、相当最初は気をつけてやらなければ、そしてこのごちゃごちゃなっ

て、こうやって、そこから集めていかないと時間がかかって大変だと思うよ。だから本当は、ああだべ、

こうだべ、といけばいいけれど、なかなか難しいんじゃないかなぁと思うよ。でも、やることはいいこ

とではないのかなぁと思うよ。少々時間はかかりそうだと思うけれどね。 

【支所：大原区長】 

浜益丼みたいなね、石狩丼みたいに…。 

【須藤委員】 

てもね、みんな、ああいうことやってもだめだって。そんなの作ったって良いとか悪いだとかって批

判するだけだって。石狩丼だってね、悪いけれど、段々潰れるよ。良くないってみんな言っているもの。

あれ、ふざけているって言っているぞ。道庁に持っていって試食したってだめだって。みんなやり方が

違うから、それぞれね。番屋の湯の石狩丼も違えばさ、あの中のやつも違えば、とみきのも、みんな違

うから。 

【北嶋会長】 

まあ、須藤さん、まあ、よその方のあれは別として、浜益で何かいい意見ないですか？ 

【須藤委員】 

いや、俺達、年いってね、色々携わっているとね、やっぱり、若い人の意見聞いた方がね、すごくい

いと思うよ。我々は固まってしまっているからね、だめなんだわ。それより、頭、動かねえから。だけ

どね、でも、青年部だとかその辺のことばっかりやったら、また頼りがいがなくて何も進まないんだよ

な。ちょうど良く咬
か

み合わさないとな。 

【支所：大原区長】 

でも少し、若い人にも期待してね。 

【立浪委員】 

ちょっといいですか？ 

【須藤委員】 

やっぱり、若い人に期待した方がいいと思うよ。いっぱい。うん。それはいいと思うよ。うん。なる

べく年配者を排除してね。 

【支所：大原区長】 

色々と苦労すると思うから。やっぱり…。 

【支所：佐藤課長】 

会長、立浪さん、意見ある。 

【北嶋会長】 

はい。 

【立浪委員】 

ああ、いいえ、いいえ。 

【北嶋会長】 

 はい。どうぞ。 
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【立浪委員】 

 また、立浪ですけれど、これ、うーん、浜益、やっぱりおいしいものがある。特産、あえて特産品を

作らなくても出来るもの、それぞれが特産品だと思うんですよ。それを合体させた何かというイメージ

ですよね。それで、実際、これ、ふるさと祭りで、今年どうだったか私分からないんですけれど、何年

前だろう？あの、「とろなぎ」さん、こっちに戻って来た時に、寺山さんの牛肉とイモを使って、ジャ

ンボコロッケ作ったんですよ。中身だけで１５０ｇで肉じゃがコロッケ、味付けて、それ私もその時手

伝ったんだけど、１，０００個ぐらい売れるんだよね。だから、作る手があったら、もっと売れたんで

すよ。ただし、それを作るのに、もう、かなり、前日に用意してどうのこうので、手間がかかると、で、

手間がかかった分おいしいんですけれども、そのリスクたるや大変なんですよね。何人もね、友達、そ

れこそ、あの、ボランティア、自分達の仲間でやって、だから、良いものを本当は出来る素材はあるん

だけれども、それを継続させるって言うか、あの、それがね、商品化されるというか、知名度を高める

までにもたない、精神的にもたない、金銭的にももたないかも知れないのね。だから、そういったとこ

ろのハックアップというのはね、勿論あってもいいだろうし、宣伝活動だとかね、で、私は、岸本さん

に、これそこでやめないでね、これ常時店で出しなさいよ、というふうにアドバイスしたんだけれど、

やはり出来ないんですよね。そこが出来ない。すごくおいしいって評判だったんですよ。だから、すご

く残念だったなって思ってます。で、ふるさと祭りオンリーのものになってしまったのか、今年ちょっ

と見てないんで分からないんですけれどもね、あの、確か、２年か３年やったと思いますよ。で、非常

に売れました。やはり、人出もあったしね、だから、素材はあるっていうことは、まあ、やっぱり手間

ですね。 

【須藤委員】 

 素材はあるよな。いっぱいな。 

【立浪委員】 

 うん。ある。あるからこそ、あまり、何て言うんだろう。気が付かないって言うかね。 

【田中委員】 

 気付いていないね。 

【立浪委員】 

 だから、私なんか札幌から来た時、本当に素材は豊富で…。 

【須藤委員】 

 なんも、合体させなくたって、すごくいい素材あるんだもの、たくさん。ハッハッハ。 

【立浪委員】 

 だからその時なんかはね…。 

【須藤委員】 

 いい素材ばかりだべさ。 

【立浪委員】 

 だから、岸本敬二さんのところで、肉じゃがコロッケを売りながら、寺山さんのところの肉ですよ、

イモですよ、と宣伝しました。確かに、でも、その時一日限りだったんですよね。だから、やっぱり継

続させる精神力、金銭力をバックアップしてください。地域協議会として。 

【須藤委員】 

 要請あればやるんでないの？そのくらいのことは。受けるんじゃないの？ねえ、ちゃんと要請あれば。

いいことだ。それをきっかけにして、またもう一つ何かとなれば、そういうものであれば全然いいんじ



 18

ゃない。 

【立浪委員】 

 うん。ジャンボどら焼きあってね、ジャンボたこ焼きあってね、ジャンボコロッケあったっていいじ

ゃん。 

【支所：大原区長】 

確か、今年のふるさと祭りは、補助金入ってなかったよね？牛肉のやつは入ってないのか？ 

【立浪委員】 

入ってないから高くなっちゃうんですよ。 

【支所：佐藤課長】 

ふるさと祭り自体には、いくらか入っています。 

【支所：大原区長】 

そうでしょ、だから、そういう今度のそういうのは、前は、まあ、牛肉は今年からやめたのか？ 

【支所：佐藤課長】 

はい。今年から。 

【支所：大原区長】 

だけど、そういう単品のそういう牛肉のそういうのではなくて、こういうやつでの、ここで言う開発

的なものっていうのは、補助してもいいんじゃないかなぁ。 

【支所：尾崎主査】 

これ、イメージなんですけれども、例えば今年、農協青年部だから、農協青年部に任せましょうと、

その中で、例えば、農業のものに限らなくてもいいんです。ただ一つのものを、例えば今年、テーマと

して、あの、鮭にこだわって、確か、ちゃんちゃん焼きって名前じゃなくて、鮭のみそ焼きという形で

やったんですよね？ 

【立浪委員】 

私、見ていないです。すみません。 

【支所：尾崎主査】 

そういう形でやって、毎年、こう何かちょっと工夫を凝らして、例えば漁協であれば、漁業青年部と

かでも、まあ、ホタテ焼いたり、タコ串焼いたりだとか、こう色々取り組んでいるんですよね。その中

で、何かこうちょっと地元の素材を使ったもので、実際にそれをみんなに提供すると１食あたり５００

円、６００円掛かる。だけど、５００円、６００円でお客さんに提供したら、高いんで、それをお祭り

価格で少し抑えて、それじゃあ不足する分を半分でも補助して、何かこういう、今年浜益のお祭りに来

たら、ああ、今年のメニューで、こんな料理がありますみたいな…。 

【支所：大原区長】 

その次はないの？ 

【支所：尾崎主査】 

その次は、じゃあ、その次は、来年は農協青年部みたいな…。 

【支所：大原区長】 

いや、そういうことで終わりじゃなくて。 

【支所：尾崎主査】 

それで、色々お客さんから意見いただいて…。 

【支所：大原区長】 
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そうでなくて、立浪さん言うように、そこだけだとね、単にその補助金を切ったものということで、

繋がる、製品化するというか、商品化するというところまでいかないと、それだったら品評会みたいで、

何、あの…。 

【支所：尾崎主査】 

まあ、好評、評判のいいものだったらメニュー化を目指せば一番いいのかなぁというイメージはある

んですけれども。 

【須藤委員】 

その青年部だとかでなくて、もしかしたらこの地域協議会にそういう補助金も、もしかしたら分かっ

て出すから、公募して何かくれとか、そういうことからやって、それが成功するかしないかは別として、

そこからやらないと…。 

【支所：尾崎主査】 

だから、そういう一つ一つの青年婦人部、農協だとか分けないで、それとも、コンテストみたいなも

のでやるとか、あとは、農協から代表出して貰って、漁協から代表出して貰って、商工会青年部からも

出して貰って何人かのメンバーで、そういうのを専門にこう請け負うとか、そういう形でも全然構わな

いと思うんですけれども。 

【須藤委員】 

そこから、そう…。 

【支所：尾崎主査】 

だから、色々なやり方があると思うんですけれども、そういう形で、何か浜益らしい、浜益の、あの、

食材を使ったちょっとした、一品メニューみたいな…。 

【須藤委員】 

この協議会の中で、話をして事業計画でやると決まれば、そこから走ればいいのでは。 

【支所：尾崎主査】 

それで、次は、そういう形でやるとした場合には、当然、ふるさと祭り実行委員会とかにも相談しな

ければならないだろうし、例えば、そういう青年婦人部にお願いするとなれば、またそことも相談して、

とっても出来ないわと言ったら、出来ないと思うんです。それをやって貰えるところがあれば、そうい

う形の中で、例えば、そのメニュー開発費として補助を出していければというそういう形で…。 

【須藤委員】 

だから、これ、ふるさと祭りにこだわらないで、この特産品の試作品のものをやるのであれば、まず

一般公募で、需要があるかどうか、仮に石狩が石狩丼をやったみたいに、やってみたらいいんじゃない

の？ただ公募するだけだから。 

【支所：尾崎主査】 

うん。まあ、一つのアイディアだと思います。 

【須藤委員】 

うん。 

【支所：尾崎主査】 

はい。 

【須藤委員】 

それで何もなかったら、誰も来なかったら、また方法を変えてやってみればいいだろうし、公募して

みるのも一つの手でないかい？いるかも知れないし。若い人。 
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【支所：尾崎主査】 

それは、事業内容の実施方法の中にある交代制がいいのか、それとも他団体も含めて毎年コンテスト

を市で行うのがいいのかとか、そういうのも選択の材料ではあるんですけれど。 

【北嶋会長】 

だから、それに係るね、経費が地域協議会の、或る予算からある程度、いくらかでも、例えば５万で

も１０万でも補助を簡単に出せるのかどうか、その辺が問題なんですよ。 

【支所：宮田部長】 

今話題になっているような性格のものであれば出し易いのではないかと思うんですけれど、メニュー

的に。 

【支所：大原区長】 

それはいいと思うよ。 

【支所：宮田部長】 

ええ。 

【須藤委員】 

それはいいと思うよ。 

【支所：宮田部長】 

それが…。 

【北嶋会長】 

やっぱり、勉強してくれとか、研究してくれと言うようなことになれば、手ぶらで全部自前でやれと

言ったってなかなかそうはいかないと思うんですよね。 

【支所：宮田部長】 

その他の…。 

【支所：大原区長】 

それは、対象としてはいいと思うよ。 

【支所：宮田部長】 

うん。実際に既存の補助制度があれば、それを使うことになるかも知れませんけれども、メニュー的

にはいいんでないかなと思っています。 

【須藤委員】 

それもやらないといって検討するなら、話にならないぞ。 

【佐藤委員】 

ずっと前からよく話しに出るんだけれどさ、欲しいって言ったら買えない、だけど余っているみたい

な、そういうその辺うまくやる方法はないのかという、だから、メニュー作るにしても、どういう特産

品があって、どういうものが限定だけれども、ここは形の悪いものがどっと出るだとかがあれば、食材

として使えるだとかということで、そういう情報も少し、こう欲しいんじゃないか、そして、出来れば

そのままちょっとすれば簡単に買えるだとか、そういうふうになれば、浜益のものを浜益の人がやって

いく部分は買えるという、機構づくりって言うか商売屋さんを誰かがやれば、そういうのに補助を出せ

ばいい。 

【支所：宮田部長】 

この特産づくりは例えば軌道に乗って、もう少しコストを下げなきゃだめだという時に、今のような

窓があって、段々段々広がっていくんじゃないかと思うんです。それから、あの…。 
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【佐藤委員】 

バラで、俺家は形が悪くていいから、ニンジン欲しいとか、形悪くてもいいからジャガイモ欲しいだ

とかを…。 

【支所：宮田部長】 

やっぱり、事業する者がね。軌道に乗っていかなきゃだめだと思うんだよね。その農家の人が、いる

ものなのか、いらないものなのか、いつ来るものなのか、分からないものは、一番長続きしないと思う

んだよね。 

 

（この後、雑談あり） 

 

【立浪委員】 

いいですか？ということは、特産づくりということはね、製品？製品じゃなくて、やっぱり木村さん

なんかはよくあれだけど、あの、外品というかね、そういうのが出るんですよね。例えば、イモにした

ってね、まあ、肉は出ないかも知れないけれどもね、だから、そういったお金にならないものをどうい

うふうに価値を付けていくというところが、考えるといいんじゃないですか？ジャガイモなんか非常に

多いし、素材というか、味としては何ともないんだけれど、だから、そういったことで、安く手に入れ

られるかも知れないし、加工品にするんだったら、まずそういったところから手を付けていくのがいい

んじゃないですか？鮭なんかにしても外品があるかどうかわかんないけれども。 

【田中委員】 

鮭の外品はちょっと…。 

【立浪委員】 

傷付いたりだとかね、やはり…。 

【田中委員】 

味落ちる…。 

【立浪委員】 

そのまま売れないしょ？ 

【田中委員】 

野菜はね、キュウリ、曲がっててもまっすぐでも同じ味だから…。 

【立浪委員】 

だから…。だと思います。 

【北嶋会長】 

さて、どうしましょうかね？もう、ご意見ございませんか？浜益区特産づくり奨励事業について。 

【支所：大原区長】 

まあ、これは、色々やり方はありますけれども、目標の部分での特産という、そういうジャンルとい

う中で、組み立て、事業対象とか、色々と組み立ては工夫しなきゃいけないと思うんですけれど、挑戦

するというか、じゃあこれもそうだけれども、誰やってくれるのという話になるんだけれども、或る部

分では、その地域協議会、地域振興事業の中で応援しますよ、というようなことをある程度、こう前提

としてやってみるのもいいんではないかと思うんですけれど。それは、ふるさと祭りとの連動も勿論考

える必要もあると思うんですけれども、まあ、単独でやったっていいし、それは関係のところにやっぱ

りそういう意向、意向調査みたいにどうですかと働きかけてから事業をスタートさせるようにならない
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と、そうでなければ誰がやるかと、誰がやってくれる人いるんですかという話になったら、「さぁ？」

という話になっちゃうから、そこら辺を抑えてやらないとだめだと思うんです。 

【北嶋会長】 

岸本さんは、今、商工会でしょ？ 

【岸本（教）委員】 

ええ、私、前回も言ったんですけれども、誰がやるかという問題はあるんですけれど、例えば、１年

かけじっくり考えたからって良いメニューが出来るとは限らないし、一晩でぱっと思いついたメニュー

が人気になるかも知れないし、もうやってみないと分からないことなんで、要はもうちょっと、言い方

は悪いかも知れないけれど、遊び心半分で取り組んだ方がいいのではないでしょうか？ということなん

ですけれど、今年はコンテストやってうまくいかなかったら、じゃあ来年か再来年は、公募してやろう

だとかした方がいいと思います。 

【北嶋会長】 

いや、そういうあれではね、ここに挙がっているほかの方はだめだということではなくて、まあ、そ

ういうことで、僕も観光協会のあれで、何回か出てみた時のあれで、商工会青年婦人部の方が、何か挑

戦しやすいんじゃないかというような気がしているんですけれども、その辺はあたってみないと分かり

ませんけれども。 

【支所：大原区長】 

まあ、スタートする前に、やっぱりそういうところに少し話してみて…。 

【支所：尾崎主査】 

これ、とりあえず挙げたのは、それぞれがですね、取り組んで何かしらの料理作って、テントで毎年

やっているんですよ。この中で青年会とかも、まあ、やっているんですけれども、とりあえず、そんな

こともあるのかなぁというイメージで挙げただけなんで、だからそこでなければだめだというものはな

いし、コンテスト方式で広く一般公募するのもいいでしょうし、色々な方法があるかと思います。 

【北嶋会長】 

まあ、いずれにしても、先送りするとお叱りを受けるかも知れませんけれども、一応事業化を目指し

て次の地域協議会にお願いしたいと言うことで１０分ほど休憩したいと思うんですけれども、３時３０

分までちょっと休憩したいと思います。 

 

（休憩） 

 

【北嶋会長】 

それでは、事業シートの③、浜益米消費拡大キャンペーン事業について、事務局から説明いただきた

いと思います。 

【支所：尾崎主査】 

はい。これは、浜益米がおいしいということを言われてまして、これを何とかもっと大々的にＰＲ出

来ないかと言うことで、その一環として、浜益に来たら飲食店、ほとんど浜益米しか扱っていないと、

浜益に来て貰ったら、浜益米が食べられるというイメージづくりをしたいということです。それで、区

内の飲食店、旅館とか民宿も全部含めてやっていくと。それと１００％浜益米使用していると。自然に

食べればおいしいのかなぁというイメージがあるものですから、それらを活用したポスターなりチラシ

を作ったりだとか。あと一番いいのはステッカー作って店頭に粘って、浜益米１００％使用とか、そう
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いう文字を入れて、そういうものでＰＲするということを何か出来ないかと言うことです。基本的には

そういう感じです。それが出来ればいいかなぁ。一番はですね、米の調達方法、実際にどれだけ、これ

に係るものが必要なのかという部分も含めて、それを調査もしなければならない。それと生産者の方か

らどの程度の値段で購入出来るのか。あと問題としては、中には浜益米なんてものでなく、もっと良い

おいしい米をうちはこだわっているんだという飲食店があったとしたら、そういう人に理解して貰える

のかなぁと、そういう問題もあるんですけれども、それで、振興事業としては米の購入費を例えば、い

つも買っているものより浜益米が高いんだという時に使ってくださいという話にはなりませんので、こ

のキャンペーンの部分の、例えば、ポスター作ったりだとか、チラシ作ったりだとか、ステッカー作っ

たりだとか、そういう諸々のＰＲの部分なんですけれど、それらの経費の例えば半分を補助するだとか

という形では、取り組めるのかなぁというふうに思っています。その辺の取り組みで浜益に来たら浜益

米を食べられるということにしてはどうかと、そういう狙いです。 

【北嶋会長】 

はい。それでは浜益米ということでは、実田の佐々木さん、副会長さんからご意見ありませんか？ 

【佐々木委員】 

何もない。 

【支所：竹永課長】 

すいません。私、支所の方から聞くのも変ですけれど、これ、販売するという場合に、問題点とか何

かそういうのは大丈夫なんですかね？農家から第三者とかそういう者を経由しないで販売するという、

そうものやなんか、すぐクリア出来るんですか？なんかごめんなさい。農家直接にどこかの団体に売っ

ても構わない？ 

【支所：尾崎主査】 

まあ、自由販売ですので、あと、例えば、その、売り上げを計上しないとなると問題になると思うん

ですけれども、それはそれで…。 

【支所：竹永課長】 

それをチェックするのは私の仕事なんですけれど、私の言いたいのは、よく本庁福利厚生会を使って、

実際に八幡町なんかでメロンなんかを作って、今回も２回やりましたね。先程外品と言いましたけれど

も、味はちゃんとしているんだけれども、ちょっと割れたりだとか、ちょっと形が悪くなったやつを、

あの、役所の中で売っちゃうんですよね。そうするとばぁっと売れちゃうんです。意外と売れるんです

よね。だから、ここにポスター、チラシというのがあるんですけれども、意外と間違いない販売ルート

は口コミなんですよね。おいしいという口コミが広がると非常にいいんで、勿論これもいいんですけれ

ども、これにプラスアルファで口コミを使いたいな、使えばいいのにな、と言うのが私の意見なんです。

それで、もし、そういうのが佐々木さんのところからでも入れば、例えば１０㎏、５０なら５０と決め

てしまって、そして第１回目役所の中で売ってしまう、で、それのアンケートを採ってみる、そして２

回目メロン、前の２回目メロン１年に２回やっていますけれど、それのようにその講評によってある程

度評価が得られたら、またそこに５０なり１００なり出していくというふうな方法は出来ると思うんで

す。ですから、そのルートって言うか、その辺に別に問題がないんであれば、例えば、福利厚生会が、

今言ったように、佐々木さんのところからお米を買って売ります。それが別に問題ないですよ、と整理

されているんであれば、これははっきり言いまして、今年は、もう米が採れているわけですから、すぐ

に着手出来ますね。 

【支所：尾崎主査】 
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米を売ることが目的じゃなくて、浜益米のその食味の良い浜益米をもっと知っていただこうという…。 

【支所：竹永課長】 

だから、だから、ポスター、チラシって言ったって、それこそさっき須藤さん言ったように、絵に描

いた餅にしかならないですから。ですから、実際に販売というか販売目的ではないんですけれども、試

食というか、して貰って、浜益米はこうですよ、というものを口コミで広げるような、それも一つの手

法でないですかということで、今お話しをしているんです。 

【支所：大原区長】 

これ、飯米じゃないしょ？ 

【支所：佐藤課長】 

地元飲食店で。 

【支所：大原区長】 

前はね…。 

【支所：尾崎主査】 

飲食店で使う米を、浜益産米を使って貰うようにしようということです。 

【支所：竹永課長】 

それじゃあ、範囲限られてしまうんじゃないですか？何故せっかく浜益米って言ってね、広げようと

言うんであれば、何でもっとたくさんの人にね、どんどんどんどん広げる方策を採らないんですかね？ 

【支所：尾崎主査】 

実はですね、あの…。 

【支所：竹永課長】 

それは趣旨に反するんですか？ 

【支所：尾崎主査】 

以前、農政をやっていた時あって、よくホクレンさんと話をした時があるんですが、実は、浜益の米

というのは、すごく食味が良くて、道外に北海道米だとＰＲする時に、実は名刺代わりに使っている米

だと。ただ量が少ないんで、新篠津のように大量に作っていれば、例えば関西だとか、まとめて入れれ

るんでしょうけれど、以前そういう話も聞いていて、その他にも浜益の米おいしいよね、と言う話を色々

と聞いていたものですから、昨年たまたま思い付いたのが、林道マラソンにおにぎり、浜益産米のおに

ぎり、まあ、グリーンツーリズムなんかでも使っているんですけれども、そのおにぎり、冷めた状態で

もすごくおいしい米だという中で、実は、絶対量が少ないんです。当然農家の方は、農協に出荷して流

通していると思うんですけれども、その他にも、たぶん縁故米ではないですけれど、地元の人は直接農

家から買ったりして食べている人もいるかとは思うんですけれども、まあ、確かにその米を直接売るの

もお聞きなんでしょうけれども。まあ、飲食店においしいとされている米に付加価値を付けて、浜益の

米おいしいんだと。それで浜益に来たら飲食店に行ったら、みんなその米使っているんだという、そう

いうものを何か、こう植え付けられないかなぁという、例えば極端なんですけれども…。 

【支所：竹永課長】 

いや、それは一つなんですけれども、それは分かります。分かります。でも、それの繰り返しではち

ょっとうまくいかないんじゃないですかね？ 

【支所：古川課長】 

要するに、誰がうまいと認めてくれればいいのか？道外か？ 

【支所：竹永課長】 
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浜益に来て、そこの食堂に入って、それを食べないと分かんない。ここに書いてあるのは、あくまで

も消費拡大キャンペーンって書いてあるから。 

【支所：尾崎主査】 

仮称ですから。あの、名前だけですから。その話はまた別に判断していただければと思うんですけれ

ども。意味としては、そんなイメージ、まあ、要は…。 

【支所：竹永課長】 

したら、私としては、話としては、そういう話が出来ますというしか言いようがないです。ええ、そ

れ整理して貰わないと、うん、何とも４００人近い職員いる訳だから、たとえ５㎏か１０㎏か分からな

いですけれども、よし食べてみるかという人、絶対たくさんいるはずですから、それを使わない手はな

いと思いますよ。 

【支所：尾崎主査】 

それも一つの方法なんですけれども。今例えば、浜益に来たらそういう米食べられるというようなイ

メージ、発言の場も一つの地域づくりになるのではないかという…。 

【支所：竹永課長】 

したら、そんなに売らなくてもいいことなの？ 

【支所：尾崎主査】 

それは農家さんの声を聞かないと何とも言えないんですけれども。 

【支所：大原区長】 

いや、やっぱりこれ、あの、販売の意見も、これは拡大キャンペーンなんだけれど、販売、これ浜益

においしいお米売っているところないんですか？と言うことから始まったんですけれど、だけど僕は、

生産者は、なかなかそこまで自分のところでしてまで、売らなくたっていいんだと、そういう感じでお

っしゃったんですよ、それは。それとＪＡそのものが、農協そのものも自分のところのルートから、は

ずれちゃうし、やるつもりはないし、手を付けない。だからやるんであれば、誰かがリスクを負ってね、

農家からなり、あるいはホクレンからでも玄米を買ってそれ精米して売ればいいじゃない、こんな話だ

ったんで。それはちょっと難しいなぁと、これもそうなんですけれども、ちょっとどこか合ってないん

だけれども、農家の人がこういうことを望んでいるのかなぁ。あるいは、そのお店っていうかね、飲食

店の人達も、さっきの話ではないけれど、何で浜益産高いのに使用しなきゃいけないのという話、なか

なか咬み合わない、生産者と。 

【北嶋会長】 

竹永課長は浜益産米食べているんですか？それともほかの米を食べているんですか？ 

【支所：竹永課長】 

私はですね逆に買うルートがないんですよ。はっきり言って、だから…。 

【支所：大原区長】 

１年や２年では買うルート出来ないよ。俺でも３年かかったんだから、これ冗談として。 

【支所：竹永課長】 

うちの成田さんが、あの、稲刈りで休むから、と言うので、おう、休め休め、おいしいのかおいしい

のか、とモーションかけていて、少しは入ってくるのかなぁ。これは冗談ですけれどね。 

【支所：大原区長】 

いや、そういうのが実態なんですよ。直接、お寿司屋さんとルートを持って契約栽培とは言わないけ

れど、そういうような形で、例えば、小樽のお寿司屋さんに出しているとか、そういう農家もいるんだ
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けれど、それはそれなんだわ。あまり広げて、そういうものを奨励する訳にもいかないし、じゃあ、農

協を通さないでそのままどんどんいって農協自体が困っちゃう訳でね、農家の人方はそこまでいいやと

いうそういう感じなんですよ。おいしいはおいしいよ。だけど、そこまでですよ、と言う、そこの意気

込みの部分で、さっきの話じゃないけれど、販売をね、あの、まあ、昔のお米はあまりおいしくないと

言われていて、何とか、こうほかに売る作戦を考えていたんだけれど、そういうことではないと言うこ

とです。 

【支所：竹永課長】 

そういうことであれば、これはもう結論見えたようで、事業化を目指す必要はないですよね？ 

【支所：大原区長】 

いや、だから、そのキャンペーンの目的が本当においしいことだというキャンペーンするのが、どう

いう効果があるのかという話なんですよね。 

【支所：竹永課長】 

すごく良いもので、それだけ売れて、あれすると言うことは、浜益米と言うことで、浜益という名前

ががっちり売れますよね？それを考えると、それを逃す手はないことだし、消費が増えてくれば、すみ

ません、もう売り切れましたで切ればいい訳だし…。 

【支所：大原区長】 

例えば作っている方が、どういう意識を持たれているというのが、やっぱり問題なんですよ。これ、

さっきのポイントのところにもなるんだけれど、どうやって調達するだとかね、あまり否定的なことで

は、まず、いいんだけれどもね。 

【石橋委員】 

農家の人方は、ある程度農協に出さなきゃないという数みたいなものがあるんじゃないですか？ちな

みに私は直接農家から知っている人がいて、買っていておいしいと思いますけれど、それをもっともっ

とまちの人方に食べさせたいなぁという気持ちはあります。そういう時にはやっぱり１０㎏くらいの小

袋のものがどこかで買えればね、すごくいいんじゃないかなぁという気持ちはいつもあります。でも、

農家の人方は、そこまでしてまで売りたくないんじゃないかなぁという気持ちもあるんですよね。知っ

ている人には売るけれどもね、いっぱい、いっぱい売る気はないのかなぁというふうに考えてます。 

【佐々木委員】 

なかなか、農家もね、小袋に詰めて売るって言ったらね、大変なんだわ。これ、うん、あの、５㎏だ

とか１０㎏だとか、袋だってね、１０㎏袋ね、“ほしのゆめ”だとか、それとか今の“おぼろつき”の

印刷袋ね、あれ約９０円するんだから１枚、そうしたら１俵詰めると言ったら６枚いるんだよね。これ

もまた大きいお金なんだわ。これ１００枚２００枚使ったらね、莫大な、やっぱりね、お金だし、だか

らそれにそれを詰めて、密閉する機械だって何百枚やるとなると、トンと上げて足で踏むような機械で

なけりゃだめだから、そしてそれを買うと言ったら約７万くらいするんだからね、そういう機械を付け

るといったら、まあ、今３万かそこらで卓上用という小さいのがあるんだけれども、俺ら使っているん

だけれども、営業用にやるとなると言ったらね、やっぱり、トンと上げて足で踏む機械でなければだめ

だから、だから、そういうものも支度するのにもお金が掛かるしね、非常にやっかいなんだわね。 

【支所：大原区長】 

ああ、いや、そこなんだわ。生産者が生産したものを基本的には農協に納めるので、その中でも自分

のところの自主的なやつはするだろうけれど、あまり農協に納める量が少なくなれば、翌年度のね、作

付けにまた影響するから、あまりそれも出来ないんでね。 
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【支所：古川課長】 

この前、ふるさと祭りで浜益の牛肉売っていましたね、牛肉、で、皆さんおいしいおいしいって食べ

ていましたけど、ある人は、幻の味の牛肉だと言ってましたけれどね、これどこで買えるのとなった時、

どこでも買えるところがないんですよね。今の米と同じく、ただふるさと祭りで売って終わりですか？

それでいいんですか？ 

【支所：佐藤課長】 

米はね、農協で買えるんだわ。 

【石橋委員】 

農協で買えるんですか？ 

【支所：佐藤課長】 

買えますよ。だけどかなり高いですから。ええ。 

【立浪委員】 

いくらなんですか？ 

【支所：佐藤課長】 

４千なんぼとか。 

【石橋委員】 

１０㎏？ 

【支所：佐藤課長】 

はい。 

【佐々木委員】 

ただね、農協あたりでもね、やっぱり、あの、あまりほかの方に販売すると風当たりが…。 

【支所：大原区長】 

うん。そうでしょ。 

【佐々木委員】 

そういう関係で、農家の人もある程度、やっぱり農協に出している。農協でも、やっぱり米余りと言

うことで、個人売買されないようにして、全出荷と言うことに、まあ、一生懸命やっているわけさ、そ

れだからね、農家は安いんだけれども、出さなきゃならないと言うことで出しているんだけれどさ、た

だ、消費者の口に入るには、ものすごい高い米になるでしょうね。我々生産者がね、６０㎏あたり昨年

１万１千円くらいだから６０㎏、そしてね、消費者の口に入ると言ったらね、おそらく２万４～５千円

ぐらいの米になって入ると思うよ。だからその中にね、年度米と言って、本当の新米ではないんだわ。

その古い米も混ぜて、そして精米してブレンドして出している訳さ、だからね、同じ米でも、去年、お

ととしの米も混ぜて、そしてブレンド米にして出すものだから、やっぱり浜益あたりは新しい米が採れ

るとそのまま精米して食べられるので、味はやっぱり全然違うかも知れないね。 

【支所：佐藤課長】 

会長、岸本さんから。 

【北嶋会長】 

はい。どうぞ。 

【岸本（教）委員】 

これ、事業内容を読ませていただくと、特産事業と言うより、観光振興に近い部分があるというふう

に感じます。観光協会の私の立場から言わせて貰っても、浜益に来たら米が食べられると言うことは観
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光にとって、やっぱり良いことではあるので、１００％は無理だとしても、観光協会の立場からすると、

是非浜益の観光振興のためには、お米に限らず料理でも何でも１００％は無理だとしても、ここに行け

ば浜益産のものが食べられるというのがあった方がいいのかなぁと言う、これは思っています。まあ、

農家としては、難しい問題なんでしょうけれど、最初から１００％というのは無理としても。 

【支所：大原区長】 

今、だいたい１００％使っているお店なんかは何軒かあるんでしょ？ 

【支所：佐藤課長】 

いや、聞いていないので、その部分のアンケートも採らないといけないと思うんです。 

【支所：大原区長】 

うーん。 

【支所：佐藤課長】 

おそらく１００％使っているところはないと思います。 

【支所：大原区長】 

ない？ 

【支所：佐藤課長】 

ええ。採算が合わない。あの、岸本さん、“とろなぎ”も農家やめましたし…。 

【立浪委員】 

やめたからね。 

【支所：佐藤課長】 

米作りやめたものね。 

【立浪委員】 

だから、違うものね。 

【支所：大原区長】 

やめたのかい？ 

【北嶋会長】 

“とろなぎ”さん？ 

【支所：佐藤課長】 

“とろなぎ”さん。だから、自前の米はないんです。 

【立浪委員】 

じゃあ、あれです。それこそ、余談ですけれど、前回言いましたけれども、私１０月１日に立ち上げ

るコミレスは、浜益米を持って行って、１俵は新米でスタートさせます。宣言してますから。うちに来

たら食べられます、とか言って。ハッハッハ。本当に。 

【支所：大原区長】 

いや、そうかい。“とろなぎ”さん、やめたのかい？ 

【立浪委員】 

やめちゃっているものね。 

【支所：大原区長】 

休耕だ？ 

【支所：佐藤課長】 

休耕です。 



 29

【支所：大原区長】 

これをやるには、やっぱり全てというか、旅館、民宿なり、それからお店なりにお願いして歩くこと

だね。 

【支所：佐藤課長】 

そうです。 

【支所：大原区長】 

で、それにあたって、お米を格段安くする訳にいかないから、やっぱり、そのＰＲ費用だけは負担し

てあげましょうと、それは何のためと言ったら、さっき岸本委員ほか言ったように、やっぱり観光とし

てのそういうプラスの部分があるから、ポスター作って販売のＰＲしてあげますよだとか、あるいはチ

ラシ作ってＰＲしてあげますよということだよね。米の購入価格とか色々なのに補助するのは、個人の

経営の中に補助ということだから、実際にそれはだめ？ 

【支所：佐藤課長】 

だめですね。おそらく地元から買われている人、農家から直接買われている人は、だいたい３，００

０円ぐらいで買われているのかなぁという気はするんですけれども。 

【立浪委員】 

高いですよ。 

【支所：佐藤課長】 

高い。まだ高い？ 

【立浪委員】 

高いですよ。 

【支所：佐藤課長】 

ああ、そう。 

【支所：大原区長】 

だから、それと、こういうことについては、ＪＡが本当に片棒を担いで応援してくれるかというと…。 

【支所：佐藤課長】 

ＪＡはおそらく、私、ＪＡの方もなかなか農家の方から直接買えと言えないだろうから、ＪＡから買

うことについては、全く問題なく買えるとは思いますけれども、飲食店については、やっぱりコストの

関係でちょっと無理かなぁという。 

【支所：大原区長】 

だからＪＡがポスター、チラシ作って、こうやってやるけれど拡大に、あっ、拡大というかそれのた

めにお金出せと言っても出さないね？ 

【支所：佐藤課長】 

そうですね。浜益、厚田で生産されるだいたい４割の米は、高級食味として出てますからね。 

【支所：竹永課長】 

ここの農家の狙いがなんなのかが分からないですから、こうやって話していても…。 

【支所：大原区長】 

合わないのがそこなんだわ。 

【支所：竹永課長】 

これ、拡大って書いてあるから、それだったらまずやるかと言うことで、それでやろうとしたら、何

にもないんだわ、となると、先っぽ止まってしまうんですよね。 
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【支所：尾崎主査】 

ああ、目的の部分をちょっと見ていただければよろしいかと思います。 

【支所：大原区長】 

浜益米おいしいキャンペーンなんだよね。だから、ＪＡそのものも応援には廻って貰えないんだよね。 

【支所：尾崎主査】 

だから、こういうイメージで、例えば浜益に来たら、昼ご飯は浜益で食べていこうだとか、そういう

お客さんが１名でも増えればなぁというようなイメージです。 

【支所：大原区長】 

それはね、間接的にね。 

【支所：尾崎主査】 

ですから、実施主体は、商工会なのか、観光協会なのか、それともそういう飲食店組合みたいなもの

なのかというイメージなんですよね。ＪＡが事業主体という形は、私はイメージはなかったんですけれ

ど、そういうイメージなんです。 

【北嶋会長】 

それで、あとほかにご意見ありませんか？ 

【立浪委員】 

はい。 

【北嶋会長】 

はい。 

【立浪委員】 

えーと、と言うことは、この旅館、飲食店全般がやることで、プラスアルファ、私、あの、一応ごみ

のことでね、前段ごみ減量かと言うことでやったんですけれども、例えば、あの、この浜益の飲食店で

はね、あの、割り箸を使わないでね、箸をリサイクルしていますだとか、そういったものに取り組んで

いるとリサイクルに取り組んでいるという姿勢も含めて、何かね、出来たらいいなぁと思っているんで

すよ。実は、浜益自体は、石狩の中でもごみがものすごく多いですから、だから、箸を洗うことが面倒

くさいと言ったらそれまでなんですけれど、何か言われそうなんだけれども、でも、それでもなおかつ

…。是非、それ、須藤さんのいらっしゃる時にね、聞いて貰いたかったんだけれど、そういった何か一

つほかでやっていないことを私、やり易い地区だと思うのよね、浜益って。やろうとしたらパッと出来

る、そのお米にしてもね、多少高くなるかも知れないけれど、出来るところだと思うんですよ。だから、

出来ることから始めるということは、私、やはり、こういうことじゃないかなぁと思うんですよね。そ

の環境に配慮してだとか、色々なこと、お金が掛からないでしょう、そして。いや、まあ、１億円使う

判断のところで何なんですけれど、本当にね、例えば、あの、浜益米をここで食べて貰って、そして、

箸はリサイクルっていうか、割り箸じゃなくて、使い捨てじゃなくて、その、あの、ちゃんとした箸を

使っていますっていうようなそういうイメージで…。 

【田中委員】 

洗って、またお客さんに出すということ？ 

【立浪委員】 

そう、そう、そう、そういうこと。 

【支所：佐藤課長】 

割り箸は無理ですけれどね。 
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【立浪委員】 

だから、割り箸じゃなくて、ご自宅で使っているようなね、そういった箸を使っていますとか、そう

いうね、イメージづくりを私はするんだったら一緒にやって貰いたいなという気持ちは前々からあって、

たまたま話す機会があったんで、今日、出させていただきました。 

【岸本（教）委員】 

割り箸って何て言いましょうかね、うちの寮でもそうなんですよ。止めちゃったんだけど、どおせ割

り箸使っちゃうんですよ。だから、要するに人の使った箸は使いたくない、その気持ちは分かるんです

よね。 

【立浪委員】 

それがですね、やはりね、それをね、どういうふうに管理しているかということに関わってくると思

うのよね。 

【岸本（教）委員】 

それならそれで、市内は市内の範囲で、もうバァーっと盛り上げていかないと、個人だけでやれと言

われてもなかなか…。 

【立浪委員】 

だから。 

【支所：佐藤課長】 

イメージダウンに逆に、取り組みはいいんだけれど、イメージダウンになっちゃって、あの店には入

らないということになるから。 

【立浪委員】 

いや、それはないです。というのは、前例が実はあるんですよ。私、実はごみ対策課でも話したんで

すけれども、もう３０年来行っているすすきのの居酒屋さんが、もう、その時は私びっくりしました。

リサイクルの箸なんですよ。リサイクルっていうかね、お箸、塗り箸使っているんですよ。今年も行き

ました、何年かぶりで、やっぱり同じことをやっているんですよ。そこはすごく高級な値段取るんです

よね、だから、そこのお店の提供の仕方によるんですよ。見せ方。 

【支所：佐藤課長】 

合わせてね。 

【立浪委員】 

合わせて。 

【支所：古川課長】 

石狩の庁舎の中の食堂もね。 

【立浪委員】 

やっているでしょ？ 

【支所：古川課長】 

木じゃないですけど、何て言うんだろう、プラスチックみたいなもの。 

【立浪委員】 

それ、ごみ対が。 

【支所：古川課長】 

違和感、感じないですよね。 

【立浪委員】 
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そうでしょ。ごみ対の人が、そういうふうにやって貰った。お願いしてやって貰ったという話をして

ました。だから、まあ、慣れって言ったら慣れなんですけれど、今、時代がそうですからね、やはり、

先取り、先取りでもないけれども、やはり必要だと思いますよ。 

【北嶋会長】 

それはそれとして、戻りたいと思います。 

【立浪委員】 

プラスアルファです。 

【北嶋会長】 

その、この３番目の消費拡大キャンペーン事業っていうことの事業化するかしないかについて、だい

たい、まあ、これまでの討議からいくというと、もう一度出直した方がいいんじゃないかという気がす

る訳なんで、どうしましょうかね？事業化しないという方で考えているんですけれども、それとも事業

化を目指すということで。 

【支所：佐藤課長】 

委員さん方に。 

【北嶋会長】 

うん。委員さん方。 

【立浪委員】 

あの、やっぱりやってくれる人達の気持ちというのは、あの、アンケートか何かでね、取ることが重

要だと思いますよ。色々なことでね。ただ、米どうのこうのじゃなくて、色々なことも含めてね、やら

れる方の気持ちが大切だと思いますから。 

【支所：大原区長】 

優先順位を付けることじゃないかも知れないけれど、あの、全くボツにしないでも、また今みたいな

議論を新しいメンバーでやって貰うのも、また一つではないでしょうか？最後の順位でもいいんで。 

【木村委員】 

いいですか？まず、だから、これ事業化する前に今回は、こう事業主の方に色々な意見を聞くところ

から、聞いた上でもう１回議題に挙げて話を進めていくという形にしたらどうなんですかね？ 

【支所：佐藤課長】 

これ、委員さん方で聞く内容を事務局が行くのではなくて、委員さん方が行って聞くとか、委員さん

方が行ってアンケートを考えて、アンケートの内容をこういうふうにするだとか、いうことをすれば、

かえってこの中で意見が出るんじゃないかという気がするんです。 

【佐藤委員】 

見るところを変えれば、と言う岸本さんが言われたとおりだと思うんですよね。よそでは食べられな

いんだと、浜益の例えば「日本海」さんだとか、「浜の家」さんに行けば、浜益米が食べられるんだと、

ほかでは食べられないというやり方もありますよね。だから、取り組んでくれる人の感性によっては、

案外、応援しますよ、と言えば、浜益産の米、高いけれど、手に入れるルートを応援しますよ、と言え

ば、案外いいかも。というのは、浜益の魚、どこに行けば食べられるのだとか、一番おいしい地元のも

の、どこに行ったら食べられるのといった時に、そういえば、浜益米、あそこに行けば食べられるとい

うことになれば…。 

【北嶋会長】 

そうであれば、まあ、あの…。 
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【支所：宮田部長】 

次期委員さんに委ねてアンケート…。 

【北嶋会長】 

竹永課長から、あったように消費拡大じゃなくて、地産地消って言いますか、今流行りの言葉って言

うか、そういうような形で…。 

【支所：佐藤課長】 

おいしい米キャンペーンだな。 

【北嶋会長】 

まあ、そういうことで、事業化を目指すということで、次回の委員会の方に送りたいと思いますけど、

よろしいでしょうか？ 

【各委員】 

はい。 

【北嶋会長】 

はい。そのようにさせていただきます。事務局の話では４時で終われるようにと言うお話しだったん

ですけれども、４時すぎましたが、最後残っている事業シート④浜益区グリーンツーリズム推進事業、

これについて。 

【支所：尾崎主査】 

これも名称のことを言われると正しいかどうかと言うのは全然、これも、たまたま長沼町のグリーン

ツーリズムの取り組みの中であったので併せてやっちゃったんですけれども、あまり名称にこだわらな

いでください。これは、以前にも言ったように、古くから浜益地区で自前の米を作って“どぶろく”を

作っていると。非常に言われる人にするとおいしい“どぶろく”で、このまま絶やすのはもったいない

と。何とか作り続けて後世に伝えることもそうなんだけれども、それを浜益以外の人にも飲ませれるよ

うなことを取り組み出来ないだろうかという部分での着眼点から始まりました。それで、事業内容はそ

のとおり“どぶろく”づくりと言うことです。それと、これについては許可関係、色々出てくるので、

製造の規制緩和だとかを取る必要があります。それで、最低でも２、３年はかかると思います。その前

にさらに大変なのが、じゃあ、製造グループがいるのか、組織化できるのかという部分、それが可能な

のかという部分が当然ですし、販売方法だとか、色々な課題が非常にたくさんあります。けれども、取

り組むとすると、こういうような許可関係、それと“どぶろく”製造に係っての作る場所、それからそ

の場所の中でも、色々なその施設が必要となってきます。それと技術的なもの、保健所の許可も当然必

要になってくるだろうし、そういうのを含めて、やっと作るまでに至るということで、ちょっと長い経

路かかりますけれど、そういう問題があります。それらをクリアしてまでも、これから取り組んでいく

べきかどうかという判断をしていただきたいなというふうに思います。 

【北嶋会長】 

委員の方から、何かご意見ございませんか？ 

【佐々木委員】 

これ、認定受けるまでにずいぶんかかるんじゃないの？２年か３年かかるんだなぁ。２年も３年もす

れば浜益の人いるのか？ 

【支所：佐藤課長】 

来た人に売るからいいんだ。ところで、これ餅米で作るの？ 

【佐々木委員】 



 34

飯米だ。酒はね、酒米っていうので作るんだけれども、普通“どぶろく”は普通の米で作っている。 

【支所：佐藤課長】 

ああ、そうなんですか。 

【田端委員】 

餅米入れると甘いの。 

【支所：佐藤課長】 

甘いんだよね。 

【田端委員】 

甘酒だ、まず。 

【支所：大原区長】 

これって、やっぱり季節あるんでしょ？ 

【木村委員】 

冬ですね。 

【支所：大原区長】 

これ、変な話、地区のグリーンツーリズムのメンバーだとか、こんなのには全然興味示していません

か？ 

【木村委員】 

興味示すというよりも、今うちで進めている事業とは、かなりかけ離れている。うちの方で進めてい

るのは、まあ、農業体験っていうかのか、体験型の事業っていうんですか、まちの人達に親子で農業体

験をして貰ったりだとか、まあ、農業体験をする中で、まあ、それを膨らましてね、浜益の自然に出来

るだけ触れて貰うだとか、浜益の文化をちょっと知って貰うだとか、というそういう事業なものですか

ら。 

【支所：大原区長】 

農業者じゃないと、これ製造許可、下りないんですよね。 

【木村委員】 

ああ、生産者ね。 

【支所：大原区長】 

だから、俺が勝手に作るわけにいかないんですよね。事業は確か、全員でなくても、ほとんどの人が

そういうグループで、何人かがいれば、そういうのに許可が出ると思うんですよね。 

【木村委員】 

これ、米農家がやっぱり。 

【支所：大原区長】 

それがね、もう唯一、特区の条件なんですよね。 

【木村委員】 

今作っている人でグループ作るというのも、またちょっと…。それに手を挙げろと言っても手を挙げ

ないかも知れない。 

【支所：佐藤課長】 

これ、もし進んでいければね、今、酒造部会があって、「黄金
こ が ね

飛沫
し ぶ き

」とか、そういうのがあって、窓

口になってやるというのも考えられるけれども、まあ、それ以外だったら組織として難しいでしょうね。 

【支所：大原区長】 
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あれは、どんな部会だったっけ？土地改良区の部会？ 

【支所：佐藤課長】 

いや、土地改良区ではなくて、任意の生産団体。 

【支所：大原区長】 

あっ、そうか。 

【支所：佐藤課長】 

今、あの、生産していない人も入っている。メンバーに名前入っている。 

【田端委員】 

今、酒米、浜益で作っているの？作っていないでしょ、今なら。 

【支所：佐藤課長】 

今、あの…。 

【田端委員】 

前に野村さんで。 

【支所：佐藤課長】 

野村さんで。あの、まだ在庫あれば作っていないと思うんですけれど。うん。 

【北嶋会長】 

あの、酒はどうなんですか？ 

【支所：佐藤課長】 

ぼちぼち。 

【佐々木委員】 

おいしい酒だよ。おいしいんだけれども、お金が高いから。だから、おいしいんだけれども、なかな

か…。“どぶろく”ばかりでなく、甘酒なんかも作り方同じだからね。ただ、餅米使うと酒になるだけ

だから、だから、これはね、やっぱりね、ちょっとしたら、やっぱり目玉商品になるんでないかなぁと

思うね。 

【支所：大原区長】 

俺、農家だったら作るんだけどなぁ。 

【佐々木委員】 

農家でなくたっていいべさ。 

【支所：大原区長】 

いや、農家じゃないと、これ免許下りないんですよ。 

【佐々木委員】 

うん？ 

【支所：大原区長】 

免許下りない。農業者じゃないと。 

【支所：佐藤課長】 

特区の免許が下りないんですよね。 

【佐々木委員】 

特区の職員になって作ればいいべや。 

【支所：大原区長】 

特区の免許と販売の免許がまた別になるんですけれど、それは、あの、そんなに難しくない。 
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【佐々木委員】 

ああ、そうか。 

【支所：大原区長】 

作る方は、誰でもいいということではないので、やっぱ、この地域で農業やっている人で、まあ、販

売もやると、あるいは来た人に民宿なんかをやっている人は来た人にそれを提供するとか、そういう、

ここだけでなく、ほかでも売れるところを作ればね、例えば、販売免許を持っていればほかでも売れる、

あるいはここの民宿にも売ることが出来る、作る方のね、グループをどうやるのか、俺は作りたいんだ

よね、個人的に…。だけどね、これは大化けするかも知れない。長沼なんかは、これ結構時間が掛かっ

たんだけれど、免許までに２、３年は要らないんだよね。ある程度準備さえ整えば、そんなに長く免許

には掛かりませんから。 

【北嶋会長】 

事業化を目指す、かなり日数と時間と色々と制約がありますが、新しい地域協議会の方で、さらに検

討していただくと言うことで、締めたいと思いますけど、よろしいでしょうか？ 

【各委員】 

はい。 

【北嶋会長】 

はい。それでは、本日の議題であるもう一つの、まあ、この２年間の総括としましてメモが入ってい

ると思いますけれども、尾崎主査の方から何かございますか？ 

【支所：尾崎主査】 

資料２で、これまでの開催状況ですね、２年分、これまで１９回ですから、１回あたり２時間とする

と、３８時間、それ以外にもありましたので、それだけ皆さんに集まっていただいて議論をしてまいり

ました。一番最後のページ、１９年度についての出席率を挙げてます。ちょっと残念だったのが、年々

参加率がちょっと少なくなっちゃったかなぁと言うのが残念だったんですけれども。あと、皆さんから

ですね、今日に合わせて原稿依頼しています。これまでの２年間を振り返ったものを書いていただいて

いるようですので、これを地域協議会だより、１０月、今月末に発行する分に顔写真を付けて掲載した

いと思いますので、まだ出しておられない方がおりましたら、お願いしたいというふうに思います。事

務局の方からは以上です。 

【北嶋会長】 

はい。 

【支所：宮田部長】 

そうしたら、あと、その他ですね。さっき区長、冒頭に話しありました、組織機構の改革のことで、

簡単にご説明したいと思います。支所の組織図については、資料としてお渡ししておりますけれども、

まあ、市全体といたしましてはですね、新聞等でもご覧になっている方もいると思いますけれども、田

岡市長の公約の中にも掲げられておりましたけれども、組織機構を市役所のスリム化と言うことで、掲

げられておりました。それでですね、今まで、本庁９部があったんですけれど、それを７部に統廃合し

ております。大きな改革はそういうことで、その関連で、各課、各担当等もそれぞれ統廃合されたり、

解体されたり、そういうことで進められてきております。財政改革の一環として、市長が１０月をめど

に機構改革をすると約束しておりましたので、それが今回の新聞発表になっております。支所といたし

ましてはですね、ここに、資料をご覧になっていただきたいんですけれど、今までの総務課が地域振興

課になります。仕事といたしましては、今までの総務課の仕事にですね、今までの地域振興課として担
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当していた地域協議会、それから、スクールバス、今のバスの関係、それからタクシーの関係ですね、

滝川線、そういう、地域、企画調整・広報広聴担当ということで、それが旧総務課、新しい地域振興課

に配置されております。それから産業振興課ですが、今まで地域振興課産業振興担当ということでなっ

ておりましたが、浜益、厚田の特色を活かしてですね、産業振興部分を独立させております。仕事の内

容は従来の産業課、今までの地域振興課産業振興担当部分と同じでございます。農林水産担当、商工観

光担当ということで、所管が分かれております。それから市民生活課ですが、今まで市民福祉課という

名称でございましたが、本庁あるいは厚田との整合性も図りながらですね、今回、市民生活課というこ

とに改名されます。その中には、今まで、地域振興課に配置されておりました、市民生活・環境衛生、

市民生活・環境衛生といいますと、自治会関係だとか、交通安全、街路灯、それから火葬場、それから

ごみ関係ですね、そういうものが１０月１日からは、市民生活課の方に配置になります。それから、従

来総務課にありました出納窓口ですけれども、出納窓口がですね、今度、住民窓口担当の方と一緒にな

りまして、これも市民生活課の方に配置になります。それから、今まで、市民福祉課介護保険担当課と

いうことで、介護保健ですとか、高齢者福祉、障害福祉、そういうもの健康増進ですね、そういうのも

担当しておりましたが、それも先程の説明と同じくですね、１０月１日からは保健福祉担当課になりま

す。市民生活課保健福祉担当課になります。それから、あと、保育園が、これまで市民生活課、竹永課

長のところの担当でございましたが、１０月からは保健福祉担当課、古川課長の方の所管になります。

あと、国民健康保険診療所、それから教育委員会については、改編ありません。もう一つですね、その

中間にあります、本庁建設水道部の関連ですが、今まで建設水道課ということで、浜益支所に配置され

ておりましたが、１０月１日からは、本庁直轄となりまして、職員もですね、本庁職員ということにな

ります。本庁の都市計画課簡易水道事業課の職員ということで、浜益担当ということで、若狭主査、向

平主査、中西主査、３人が浜益担当ということで配置になります。指揮命令系統は、本庁直轄になりま

す。だからといって、支所とまるっきり離れたということはございませんで、例えば、災害時だとか、

そういった時に支所と一緒になってですね、行動を共にして対応することになっております。それにつ

きましては、また浜地協だより等でも市の広報でも掲載されると思いますし、また詳しく広報されると

思いますので、今日の説明はこの程度にさせていただきたいと思います。以上です。 

【北嶋会長】 

はい。あと、委員の方で何かご意見ございませんか？ 

【佐々木委員】 

ありません。 

【北嶋会長】 

ない、という声がありますので、よろしいでしょうか？ 

【立浪委員】 

はい。なし。 

【北嶋会長】 

それでは、最後に一言お礼申し上げたいと思います。合併に伴いまして、平成１７年１０月に発足い

たしました浜益区地域協議会も、この９月で２年になります。延べ１９回を数える協議を行ってまいり

ました。期間中、会長の体調不良による辞任ということがありました。また、多忙による午後６時から

の開会もありましたが、委員皆さんのご協力と大原区長を始め、関係者の方々のご助言をいただき、本

日の会議をもってその任を降りることが出来ます。曲がりなりにも本日を迎えることが出来ましたこと

を心からお礼申し上げます。今、静かに顧みるとき、なせしことなさざれしこと共に反省の鏡に映す時、
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もっと何か出来ることがあったのではなぁということが、私の率直な感想です。まあ、この１０月から

始まる新委員による会議では、更なる工夫を図られ、明日の浜益区の発展のために図られるよう、ご活

躍をご祈念申し上げましてご挨拶に代えさせていただきます。ありがとうございました。 

 

５ 閉 会 

【支所：佐藤課長】 

 本当に２年間、大変ご苦労様でございました。以上で、平成１９年第４回の地域協議会を終わらせて

いただきたいと思います。どうもご苦労様でございました。 

 
平成１９年９月２８日議事録確定 

 
石狩市浜益区地域協議会 
会 長  北 嶋 富 作 

   


