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平成１９年度第３回石狩市浜益区地域協議会議事録 
 
日 時：平成１９年８月２９日（水） １４：００～１５：４０ 
場 所：浜益支所 ２階庁議室 
資 料：会議次第 
  検討資料 1: 地域自治区振興事業について（継続検討事項） 
  地域協議会だより<VOL.16,17> 

 
＝会議次第＝ 
 １ 開  会 
 ２ あいさつ 
 ３ 報  告 
  １）地域協議会だよりの編集発行について 
４ 議  事 
   １）地域自治区振興事業について【継続】 
５ そ の 他 
６ 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）建設水道課長 赤間 聖司 
委 員 岸本 教範 ○ （支所）浜益国民健康保険診療所庶務課長 木村 新吾 
委 員 田端眞佐美 ○ （教育委員会）浜益生涯学習課長、浜益給食センター長 渡辺 隆之 
委 員 佐藤 文諺 ○ （支所）地域振興課地域振興･広報広聴担当主査 尾崎  巧 
委 員 岸本 アイ ○ （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 石橋ミツ子 ○ （本庁）企画財政部理事 加藤 龍幸 
委 員 田中 照子  （本庁）企画財政部企画調整課プロジェクト担当・地域調整担当課長 細川 修次 
委 員 立浪ゆかり ○   
委 員 木村 武彦 ○   
委 員 寺山 広司    

傍聴人：０人 
 

１ 開  会 

【支所：佐藤課長】 

 お忙しいところ、お集まりいただきまして大変ありがとうございます。只今から平成１９年度第３回

のですね、地域協議会を開催したいと思います。まず、初めに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。 
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２ あいさつ 

【北嶋会長】 

 皆さん、こんにちは。お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。本日は、あの、行事

が途中から入りまして、貴重な時間をですね、許す限り協議を深めて参りたいというふうに思っており

ます。よろしくお願い申し上げまして、ご挨拶といたします。 
【支所：佐藤課長】 

 はい、ありがとうございました。えー、続きまして大原区長からちょっと。 

【支所：大原区長】 

はい。一言開催に当たりましてご挨拶申し上げます。１９年度第３回目の協議会でございまして、ま

あ、この協議会も平成１７年の合併以来、２年を迎えるわけでございますが、先月の協議会でも申し上

げましたけれども、この地域協議会の活動、あるいは地域全体のですね、現状というものをもう一度見

直す時期ではないかなぁということを先月申し上げたところでございますが、いずれにいたしましても、

今日、時間があまりないということもございまして、先月お約束をいたしました、これまでの、あの、

検討されてきた項目をですね、いくつかにまとめて、今日その中身の議論をしていただくというスケジ

ュールにしてございます。まあ、あの、浜益の活性化のための地域一丸となって進めるこの事業、何と

か、あの、次回の最終回になろうかと思いますが、それに向けて是非、今日、あの、ご意見を色々いた

だいてですね、これまでのをしていただいて、次の協議会へ引き続いて検討していただくことを含めて

ですね、繋いでいただきたいと思います。えー、また、１０月以降の地域協議会の委員のことにつきま

してはですね、前回と同様に経済団体を中心に再度選出のお願いをしているところでございまして、今

月中には何とか、あの、取りまとめていただきたいというふうにお願いをしているところでございます。

以上、簡単ではございますが、挨拶といたします。 
 

３ 報  告 

【支所：佐藤課長】 

 はい。ありがとうございました。えー、今日はですね、あの、毎回出席しております支所の課長とで

すね、えー、今回見慣れないお顔が２名ほど来ておりますけれども、本庁企画調整、本庁の企画財政部

の企画調整課プロジェクト担当、地域調整担当の細川課長が見えられております。 

【本庁：細川課長】 

 細川です。よろしくお願いします。 

【支所：佐藤課長】 

 企画財政部参事の加藤参事さんです。 

【本庁：加藤理事】 

 加藤でございます。よろしくお願いします。 

【支所：宮田部長】 

 理事。理事。 

【支所：佐藤課長】 

 理事です。すみません理事です。今日ですね、これまでやってきた地域協議会のですね、是非傍聴し

たいということで、出席いただいておりますので、よろしくお願いいたします。それではですね、慣例

によりまして、報告事項以下につきまして、北嶋会長から座長を務めていただきまして進めてまいりた
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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、お手元に配布しております議事次第に従いまして、３、報告（１）、地域協議会だよりの

編集発行について報告いただきます。 

【支所：尾崎主査】 

 はい。お疲れ様です。それでは私の方からですね、地域協議会だよりの編集発行につきましてご説明

いたします。お手元にですね、第１６号、１７号、２枚、渡っているかと思います。で、この１６号に

つきましては、今月の初めに各家庭に配られたものです。この形で編集して、すでに配布も済んでいま

す。それと１７号につきましては、この今月末ですね、各自治会に持ち込みまして、９月分の広報と一

緒に配っていただく予定です。で、内容については、あの、お手元にあるとおり、こういう形で編集さ

せていただきましたので、これを各家庭に配りたいと考えております。以上です。 

【北嶋会長】 

 それでは、議事に入ります。えー、皆さんのお手元に地域自治区の振興事業についてということで、

資料がいっていると思いますけれども、あの、この中で６点ほどございますけれども、④と⑥につきま

しては、すでに検討済みでありますので、本日は①、②、③、⑤について、皆様方と討議を進めてまい

りたいというふうに思っております。まず、あの、①につきまして事務局の方から再度…。 

【支所：尾崎主査】 

 はい。それでは時間がありませんので、簡単にだけ説明させていただきます。えー、地域振興事業の、

あの、まず、検討協議の経過ということで、最初、昨年の８月２８日の第４回の協議会からグループ検

討会議を経て、第５回ということで、３回程この問題について討議しました。その中で、２段目の右側

の部分、こんな形で出来ないだろうかと、昨年いただいた意見の中で、一応検討した中でですね、それ

ぞれで対応していく部分、それとまだちょっと課題が残る部分ということで、右側の三半船の保存・管

理、それと観光案内板の部分については、昨年の段階では、この形でこういう理由でということで、見

送りとなっております。それ以外で、それぞれ３回の会議の中で、検討会議の中で、皆さんからいただ

いたキーワードをそれぞれまとめたものが、浜益牛から始まって交通システムまでということで、それ

ぞれキーワードをいただきました。その中で、なかなか、じゃあこの事業という決定的なものがない中

で、それらのキーワードを基にそれでは事務局の方で叩き台といいますか腹案を作れないかということ

で、第６回の協議会の方に提案したのが、この１から６の事業であります。これも、あの、全然こうい

う内容でとか、こういう形でとか、これに固執したものではないんですけれども、例えば、こんな形で

どうだろうかという、あくまでも叩き台として提案したものです。で、４番目の事業と６番目の事業に

つきましては、今、会長が申したとおり、４番目はすでにしている部分と、６番目については、昨年、

１９年の予算に何とか反映できないかということで取り組んだ部分、結果的には、あの、右側に取扱経

過に書いてある理由のとおりで、事業化にはなりませんでしたけれども、こういう形で進めております

ので、今日は残りの１、２、３、５これらを基に、そして、まるっきり別な新たな部分をもしあればと

いうことで、検討していただくんですけれども、今後の作業といいますか、手順といたしましては、今

日、検討した中で、例えば、こういう取り組みはどうだろうかということが出た場合には、それらを基

にですね、次は、えー、それぞれ担当する所管の方と協議いたしまして、じゃあ実際に具体的に事業化

する場合にどんなものになるのかというものを詰めていって、それをまた新たな形でペーパーにいたし

まして、また、より具体的にしたものを皆さんに示しながら、また協議していくという形になります。

それから、協議いただく中で、それが例えばその担当課の方で協議した段階で、実際に予算を伴うよう
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な事業なのか、予算の必要のない事業なのかは別といたしまして、出したものを事業化するとしたら、

どのようなものになるのだろうかというものを、次の段階でまた示していって、それでいいかどうかと

いった部分、そういう段階を踏んでいきながら、必要があれば平成２０年度の予算要求に繋げていく事

業であれば、そういう形で進めていくということで、一応考えておりますので、ただ、この事業のほか

にも、あの、ほんのちょっとしたキーワード、言葉でもいいんですけれども、それらを基にしてちょっ

とした形でまた創意工夫しながら事業化が必要であれば事業化も検討していくということで考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

【北嶋会長】 

 それでは、あの、１番目にですね、①の自治会の支援制度モデルづくり事業、これについて皆さんの

ご意見を承りたいと思います。どうぞ。 

【羽山委員】 

 はい。 

【北嶋会長】 

 はい。どうぞ。 

【羽山委員】 

 これ、全く、あの、福祉協議会で現在雪投げとかあるいはこれに類したもの、事業やってるんじゃな

いの？これ重複することにならないのか？社協で余ったものをやるのかなぁ。それとも…。 

【支所：尾崎主査】 

 あのですね、例えば、あの…。 

【羽山委員】 

 今、時期になれば社協で色々これに類したものをやっているんでしょ？ 

【支所：尾崎主査】 

 えーと、雪投げとかなんですけれども、あの、たださっき言ったように、あの、これが全てというこ

とじゃなくて、一つの叩き台なんですけれども、例えば、それ以外で、もしあれば、例えば、あの、雪

投げにしても、例えば、あの、無償ボランティアとなると、頼むのも頼みづらいということもあったん

ですけれども、その他にも、あの、高齢者が生活していく上で、色々と困窮している部分であれば、あ

の、自治会なり元気な人が何かとかそれをサポートしていくことが出来ないだろうかというものが、も

し芽生えてきたとしたら、えー、その中でね対応していくと。で、まるっきり、あの、無償ボランティ

アとなると、逆にその頼む方もよく、あの、逆に気の毒でといってお礼したりだとかして、かえって、

へたにするとかえって高くついちゃう場合もあると、であればむしろ、あの、定額でもいいから有償で

そういうシステムを作って、で、雑ぱくなイメージなんですけれども、例えば、あの、農協であれば支

援ヘルパー制度ってありますよね、で、よく賃耕賃刈という言い方をしてたんですけれども、例えば、

田植え作業して貰ったら、一日いくら、半日いくらだとかそういうような作業をいただくサービスの段

階に応じて、えー、ある程度一定のそんなに高くない、あの、価格表みたいのを作ってそういう作業を

して貰いたいんだと、で、それを受けたところは、えー、例えば、ボランティアでその作業に出てくれ

る人を登録して貰っておいて、その人に行って貰って作業して貰うと、そういう仕組みづくりを出来な

いかと、で、作業に出る人もまるっきり、えー、無償ではなくて、あの、それなりの対価を支払うべき

なのかなぁという、そういうことです。で、これについてはですね、あの、えーと、６月の合同情報交

換会、あの連合会とのですね、あの時に、えー、滝川市の、あの、サポート、ライフサポート事業ので

すね、えー、資料お配りしたんですけれども、滝川市の方ですでに、あの、こういう形で進んでいる部
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分なんですけれども、同じ地区なり自治会の中で、困っている人を何とか、その他、区内の元気な人と

いいますかね、えー、若い人たちで、えー、助けていける、お互いに、こう助けていけるような仕組み

を出来ないだろうかということで、確か、一部雪投げとか、あの、重複する部分もあるかも知れません

けれども、雪投げだとかに限らないで、あの、色々な、えー、やってほしいサービス、例えば、事業化

にするとしたらどんなサービスをしてほしいだろうだとか、そういうアンケート調査なり、えー、そう

いうことは必要になってくるんですけれども、そういう雑ぱくなイメージです。で、考えていただけれ

ばよろしいかと思います。 

【北嶋会長】 

 ほかに何かご意見ございませんか？ 

【佐々木委員】 

 これね、雪かき、草刈り、とてもいいことなんだけれども、一応本人からね、申し込み、地域協議会

の方に申し込みするんだべか？ 

【支所：尾崎主査】 

 えーと、その辺の細かい部分というのは本当に、あの、これを具体的にね、これをこういうふうにし

ましょうというのは、まだペーパーとしては出来ていません。例えば、こういう形で作っていきましょ

うとした時には、今度、関係する部署の方で、一応検討して、もし事業化するとしたら、どのようにし

ましょうかと、例えば、じゃあ、それを受ける事務局体制をどうするかと、支所の中に置くのか、それ

とも自治会連合会の中に置くのか、あるどこかの自治会の方で対応出来るだとか、次の段階でまた話し

合っていく形になるのかと思うんですけれども、もうこの事業についてはこれだという、これしかない

んだという、そういう決まったものというのは、今の段階ではまだ用意出来ていません。 

【羽山委員】 

 今日、たまたまこの中に社協の会長、来ているけれど、だいたい社協、現在、その志している事業と

全く類似するんじゃないの？これは？ねえ？ 

【田端委員】 

 今年度から社協は除雪作業はやってないから。 

【羽山委員】 

  あっそうか。全く、これはもう、したら無くなったんだ。 

【田端委員】 

 別な業者にもう…、市の方で。 

【羽山委員】 

 ああ、なるほど。したらやっぱり意義あることだな。社協が全くそれから手を引いたということはな。

うーん。 

【北嶋会長】 

  買い物の代行という項目もあるんですけれども、これは、まあ、移動販売車が来ておりますんで、

週に２回ですか、まあ、そういうあれでは、まあ、あの、代行しなくても可能じゃないかという気がす

るんですけれども。 

【羽山委員】 

 すごいじゃなぁ。台所までちゃんとカゴ届けてくれるからな。 

【北嶋会長】 

 あとは雪投げとか草刈り、あるいは家事の問題、これは、まあ、あの、細かいことは福祉の関係にな
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りますんで、課長…。 

【支所：尾崎主査】 

 ちょっとこの中でですね、触れてはいないんですけれども、最近、蜂の巣の駆除だとか、今年は少な

いんですけれども、昨年あたりちょっと多かったんですよ。それで、あの、支所の方にもそういうご相

談がきていたんですけれども、あの、今、市の対応としては、あの、職員が自ら出て、蜂の駆除はやめ

ましょうということになっております。それで、あの、浜益村時代に用意していた防護服、あの、蜂に

対応する服あるんですけれども、それを貸し出しはしているんですけれども、実際は、そういう駆除は

していませんでした。で、今、対応としては、あの、石狩市内に蜂の巣を駆除してくれる業者あるんで

すけれども、連絡して来て貰うのも時間も結構要すると、で、まあ、費用もそれなりに掛かるんで、無

理されて自分で、こう苦労しながらやっている例もあったものですから、まあ、そういうのも対応して

いけるのかなぁというものも実はあるんですけれども、まあ、本当にあの本当にこれでなければだめだ

というものは、まるっきりないものですからね、思いつきところでちょっと挙げてみたんですけれども、

色々なのがあるのかなぁと、ただそういうメニューについては、あの、スタートの段階で、もう、これ、

これ、これ、というふうに決まるんじゃなくて、あの、適宜、あの、必要であればまた増やしていくと

か、必要なければ削っていくとか、そういう形で、えー、対応していくような感じがいいのかなぁと思

いますけれども。 

【北嶋会長】 

 ①について、ほかに何かご意見ございませんか？ 

【佐々木委員】 

 社協の方でも、今年からやらないということはね、やっぱり、これはやるべきだなと、まあ、今まで

どおりじゃないと困る人、あの、社会福祉の方でもやっているとおり、昨年あたり雪が少なかったから、

その前なんてかなり雪多いから、まあ、助かっている人たちがかなりね、いるから。 

【田端委員】 

 除雪作業はやっているんだよ。やっているんだよ。社協がただやっていないだけで。 

【支所：赤間課長】 

 佐々木さん、勘違いしているんだわ。 

【田端委員】 

 違う業者がやっているんだ。社協がやっていないだけで。 

【支所：赤間課長】 

 市としては、除雪サービスは継続してやっているから。 

【田端委員】 

 従来どおりやっているから。 

【支所：古川課長】 

 ちょっといいですか？ここに載っている買い物の代行ですとか、家事、草刈り、どの程度の草刈りか

は分かりませんけれども、それらについては、まあ、社協のデイサービスの一環で、訪問介護という形

で、今やっております。 

【支所：宮田部長】 

 介護事業とですね、重複するものについてはですね、特に取り上げなくていいかと思います。 

【羽山委員】 

 これはね、①の場合だよ、今説明されたように具体的にこう、ね、項目拾っていったらね、現在ね、
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だいぶやっている事業がね、大半だし、それから、この協議会としては、たぶん将来のさ、何件か要望

をね、その住民から要望が何件か挙がってくると、そういうのをやっぱり叩き台として、これからこう

いう年代に入ってきたから、あーこれはやっぱり協力する必要があるなとかね、これならいいけれども、

まるまる現在不自由していないし、また、今言ったようにさ、業者なりなんなりがね、手付けてやって

いるものに協議会でわざわざ、そこへまた追い打ちをかけるようにね、新たに入っていってどうのこう

のというまででもないだろうし、もう一つは、弱者とか６５歳以上とかってどの立場から、社協からし

てもさ、今言った特別そういう事業を引き継いでやっているところにしてもさ、やっぱりそういうね、

弱者だとか、あるいはその、老人家庭だとか、独居老人だとか、そういうことに絞ってやっていく、結

局はぶつかっちゃうんだよな。①の面では。 

【支所：佐藤課長】 

 そこでね、あの、この①について、この中で、今協議していただいている内容について、こういった

地域が、地域の人が困っているものに対して、いかにサポート体制を作っていけるかという部分なんで

すけれども、まあ、重複するものについては、当然やらなくてもいいんですけれども、その中で、この

地域協議会として、当然、今日この場で結論出る訳ではないですから、次の新しい委員さん方に、えー、

検討して貰うべき、引き継いでいくかどうかという部分まで、ちょっと検討していただければというこ

とです。 

【北嶋会長】 

 そうなんです。それでね、あの、弱者という言葉は使っていいのかどうかというのを僕もあまり分か

らない部分もあるんですけれども、例えばですね、うちの地区、毘砂別地区ではですね、お祭りの人足

なんかについても、いわゆる、ある一定の年齢とかですね、そういう体の調子を見て、免除したり何か

したりしている訳なんですけれども、夫役
ぶえ き

の免除ね、そういうあれでは、各自治会ともある程度、色々

なところで配慮されているんじゃないかなぁという気はするんですけれども。 

【羽山委員】 

 いや、そのとおりですよ。最初に会長が言ったようにね、買い物ということになれば、本当に車で牛

乳から日用雑貨までね、あらゆるものを積んで、それで、足が不自由だとか、やれ、ちょっと顔が不自

由だなんて言ったら、台所までちゃんと、ね、届けてくれて、親切にしてくれるんだし、だからね、そ

れでほとんどの日用に必要なもの積んでいるらしいしね、本当浜益なんかはまだまだ買い物代行までっ

ていったらあまり心配するまでもない。会長、そういう空気が多いということでさ、②に、一つ次に進

めてみてください。 

【北嶋会長】 

 そしたら、①ですね、結論として、どういたしましょうかね？もう、これで打ち切りということにし

ますか？再度検討…。 

【支所：古川課長】 

 はい。ちょっと。 

【北嶋会長】 

 はい。どうぞ。 

【支所：古川課長】 

 先程の重複しているということですけれども、これはあくまでも、あの、浜益に単身世帯、老人世帯、

何百あるうちの支援を受けている方については、ほんの二十件か二十数件でありまして、その支援を受

ける前提となるのは、まあ、あの、介護保険の、あの、認定を受けた方、要支援介護の認定を受けた方
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に限るということでございまして、それも本人から１割の負担があります。それで、その残りの方の支

援をどうするのかということが、あの、残されています。 

【木村委員】 

 ちょっといいですか？ 

【北嶋会長】 

 はい。 

【木村委員】 

 あの、これ、あの、まあ、支援制度なんですけれども、これ、何をやるのかというのは別に、今決め

ることではないんで、何をやるかというのをやっちゃうと、重複したりだとか、それは必要ないだとか

になっちゃうんだけれど、こういう制度を自治会として、まあ、その自治会というのもね、あの、個々

の自治会でやるのか、それとも連合の自治会で取り組むのかというのか、それまで現在話し合われてい

ない段階ですし、要するにその高齢化が進んできた、この浜益地区の中で、あの、みんなでどうやって

助け合って少しでも、こう、不自由している人を助ける、助けるっていうかね、協力し合って生活を少

しでも楽にしようということをどうしたらいいかということだと思うんですよね。なので、あの、まあ、

そういうことは、これから特にこういう地域では、あの、必要になってくるのかなと思います。えー、

なので、こういう制度は、まあ、あった方がいいように私は思います。ただ、まあ、その形をどうして

いくかというのは、今後の問題なので、まあ、うーん、まあ、各地区に自治会っていうのがあるので、

その中で取り組んでいったらどうかということで、まあ、この意見が出たんじゃないかと思うんで、ま

あ、この助け合い制度というものは、私の考えでは、やっぱり何らかの形で進めていった方がいいんじ

ゃないかというふうに思います。何をするかということを今話し合うべきものじゃないんでないかなぁ

と思います。はい。以上です。 

【北嶋会長】 

 まあ、あの、今、木村委員が言ったとおりですね、いずれにいたしましても、浜益地区の場合ですね、

いわゆる合併によって、より過疎化が進んでいる訳ですよ。そうすると今までと同じように助け合いを

していかなければいけないんじゃないかという、ただ、それが、まあ、条文というか、その形に表した

もので、どうしていくのかということが、やっぱり一つの焦点になっていくんじゃないかと、私もそう

思います。 

【支所：宮田部長】 

 ここに挙がっている４つ、６つのうち４つですけれども、これはすぐ実行すると決まった訳でなく、

今まで検討されてきた中で、こういう項目ありますけれども、浜益区として取り組んでいくものが何が

あるかということで相談しているものであって、もし①をやるとしたら、今度はメニューをどうするだ

とか、方法をどうするだとか、そういう話に進んでいく訳で、浜益区が今後、どのような事業が必要か

ということを話し合ってもらえれば、進んでいくのではないかというふうに思います。 

【北嶋会長】 

 そしたら、①につきましてはですね、あとご意見ございませんか？ 

【立浪委員】 

 はい。ありません。 

【北嶋会長】 

 なければですね、その、一番下のですね、雪投げだとか、草刈りだとか、買い物代行だとか、家事と

いうふうなことの項目は別にいたしましてですね、その、事業名ということにつきまして、今後の課題
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として、継続審議していくということでよろしいでしょうか？ 

【立浪委員ほか】 

 はい。 

【北嶋会長】 

 区長、何かご意見を。 

【支所：大原区長】 

 いや、あの、皆さんの意見のとおりでですね、むしろ僕は次回までにですね、あの、今出た案、意見

をまとめて、あの、出来ればね、予算要求レベルの中身ぐらいまでな内容で皆さんにお計りしてね、そ

れで、出来るところからスタートしていくというようなことにした方が、私はいいのかな、ただ、次の

委員会なり地域協議会の方に、この項目、また再度継続審議してくださいというよりも、ここで一つの

区切りをつける、あの、今、あの、例えばね、自治会それぞれでこういう、あの、組織を作るのだとか、

あるいはオール連合会で作るのかだとか、色々なことがありますけれども、そういういったものを少し

整理した上で、皆さんのイメージがぴったり合うような、あるいは買い物なり、そのやることの中身を

含めて、これからまたたくさん出てくるんじゃないかと思うんですけど、その中でも、この間、自治会

からちょっと出ていたのは、これは弱者というよりも、地域の自治会活動のなかなか高齢者が多い中で

は、うまく進まないということで、冠婚葬祭というよりも、まあ、葬儀そのものも、その、一地域で出

来なくなってきているといったことも言われてて、できれば、その、えー、まあ、支所の職員にも手伝

いしてほしいなんてのがありましたけれど、あの、自治会そのものの、あの、支援を含めた中身でです

ね、オール浜益区として、まあ、弱者だけに限らず、そういう高齢者の多いこういう地域をお互い、こ

う支援し合うっていうか、そういうようなものまで踏み込んだ何かイメージでですね、具体的に事業化

に向けた、あの、検討をされた方がいいのかなぁって、私はそんな感じで皆さんの話を聞いていたんで

すが、それにしても、あまり、ここはこうで、約２年間の地域協議会の集大成というかですね、限りな

く事業に結びつくようなことでですね、あの、次回最終回になろうかと、このメンバーでの地域協議会

は最終回になろうかと思いますが、そういうまとめを事務局の方にもお願いしてですね、あの、して貰

った方がいいのかなぁと、そんな感じです。 

【北嶋会長】 

 それではですね、①の関係につきましては、今、区長からも触れておりましたけれども、９月がこの

顔ぶれで最後の協議会になりますんで、あの、次回継続して、また、あの、協議したいというふうに思

いますんで、その間、それぞれ十分に検討されてきていただいてですね、あの、９月の協議会に、出来

れば予算要求まで持っていければなぁというふうに考えて、先に進めましてよろしいでしょうか？いい

ですか？ 

【羽山委員ほか】 

 はい。 

【北嶋会長】 

はい。それでは、②について、浜益の特産づくり奨励事業、これについて何かご意見ございませんか？ 

【支所：尾崎主査】 

 雑ぱくなイメージなんですけれど、あの、これは、ふるさと祭りの時に、えー、例えば、浜益には色々

ないいものあるんですけれども、えーと、それぞれ工夫されて商工会の婦人部だとか、えー、青年会だ

とか、漁協の婦人部だとか色々ちょっとした工夫した凝らして出しているんですけれども、例えば、そ

ういうものを、こう考えて、えー、ちょっと交代で何かそういう目玉的なものを作って、こう、発表ま
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でってことはいかないんですけれども、そういう形で浜益らしいメニューみたいなのを考えて、えー、

それをふるさと祭りの売りの一つにしたらどうかと、それ、もし好評であれば、例えば、飲食店でこれ

をメニュー化していくと、浜益に来たら、えー、何か、こう、ちょっとした工夫した料理が食べられる

だとか、そういう雑ぱくなイメージなんですけれども。 

【北嶋会長】 

 いや、まあ、そういう、あの地元の特産ということについては、新聞、テレビ等でご承知のようにで

すね、例えば、留萌支庁のタコ箱、タコの関係、あるいは、羽幌、苫前、初山別のイカ・タコ餃子とか、

なんとかも完全になんと言いましょうか、商品化されている。まあ、その他に色々あるんですけれども、

浜益の場合もですね、やはり、あの、そういう特産づくりということについては、やはりもっと考えを

改めていかなければならないんじゃないかなぁという、私自身としては、そういう気がしているんです

けれども、何かご意見？ 

【支所：尾崎主査】 

 あの、そこで、一つの提案なんですけれども、えーと、２番、３番、５番なんですけれども、あの、

何となく特産づくりっぽいんで、ちょっとまとめて、イメージだけちょっとご説明させていたただいて、

それらを含めた中で、議論していただいてもよろしいでしょうか？どうですか？あの、３番目なんです

けれども、えーと、浜益米の、えー、消費拡大キャンペーンということで、実は、あの、えーと、浜益

米がすごくうまいという声をよく聞かれる中で、じゃあ、何とかそのうまい浜益米を浜益に来たら食べ

られるんだということを、大々的にアピールしていくことでイメージとしては、浜益の飲食店、あの、

旅館、民宿等も含めて、浜益に来たら米は浜益米、純度１００％浜益米を使うと、しかも、あの、古い

お米じゃなくて、えー、その段階で常に一番新しい米をどんどんどんどん提供していくという部分を、

で、うまい米なんだというイメージをマッチさせるといいましょうか、で、そういうキャンペーンに参

加している店なんだというポスターを貼ったりだとか、ステッカーを貼ったりだとかということで、そ

の食味のいい米をもっと対外的にアピールしていくと、浜益に来たら、あの店で食べられるというもの

をやってみてはどうかというイメージです。で、いずれは農家と契約して、自然乾燥米の導入を目指し

ていたんですけれども、これは、あの、私のイメージが強すぎて、かなり厳しい部分、今、実際に自然

乾燥米を作るとなるとかなりの苦労が掛かりますんで、これはたぶんコストがかなり高くなっちゃうん

で、難しいかなぁと、で、浜益米そのものも、まあ、実際に飲食店がいくらで米を仕入れて実際に浜益

の米がいくらなのかという、その辺の細かい調査までは、まだ出来ていませんけれども、そういう調査

も、もしどうだろうとなった時には、当然必要になってくるのかなぁというふうに思います。それと、

えーと、５番目のグリーンツーリズム事業と、まあ、グリーンツーリズムという言葉、ちょっと使った

んですけれども、まあ、実際、あの、別な形でグリーンツーリズム事業、まあ、あの、うまいもの探検

隊という形で、すでに、あの、えーと、木村委員が会長で、中心になって、あの、グリーンツーリズム

推進協議会の方で進めてますけれども、えー、実際に浜益産米を使ったすごくおいしい“どぶろく”が

あるという情報をいただいたのと、昨年、えー、長沼町の方に皆さんで視察に行って来て、その“どぶ

ろく”作りの部分を見て来たんですけれども、えー、そういう取り組みも出来ないだろうかと、で、新

たな特産品に結びつけられないだろうかという雑ぱくなイメージで、この、②、③、⑤の３つをちょっ

と提案っていうか、叩き台にしていただきました。以上です。 

【羽山委員】 

 まず、今、一応、叩き台ということとなっているけれど、浜益もご承知のとおりね、あの、地域によ

って、泥炭地もあれば全く粘土の本当に純度のところもあれば、相当のその地域によってばらつきが出
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てくるし、今現在、商売を辞めているから、もう時効で何ともないと思うけれども、あの、浜益の皆さ

んであれば、１回や３回は「浜っ子」で食堂をやっているときに食べた記憶があるかと思うけれども、

「浜っ子」さんは、何十年来、柏木の大江さんの武雄さんのところの米を使っていたんですよ。だから、

ちょっと口のこえた人であれば、何だ、北村（岩見沢市北村）とか、あの泥炭地地域の米とたいした変

わりないんじゃないのと、私の親戚達が浜益に来た時、「浜っ子」で飯を食べて、何も泥炭地地域の米

と同じだ、何もうまくなかったと言っていた。だからね、やっぱり、朝に炊いたやつ、午後から何かど

んぶり飯に取ったりしたら、特に泥炭地の米は、炊飯器で炊いて時間が経った米は、極端に変わってく

るんですよ。逆に天恵の奥とか、柏木でも川沿いの一等地あたりであれば、これは炊いて２日おいても

当然、ああやっぱり浜益米だなぁということになるけれども、今、雑ぱくにね、結局、浜益っていって

も、本当にピンからキリまであってね、場合によっては、お前のところの米は買わないということにも

いかないだろうし、むしろ、それを浜益米だと宣伝した悪い米を食べさせると、あの泥炭地地域の新篠

津とか北村（岩見沢市北村）あたりの相当…。現在はね、何かその、“おぼろつき”が非常にあっちの

方は人気がいいんだってね、ちょうどまず土地に合うらしいんだな。浜益あたりの場合は、相当水加減

が難しく、考えなければ逆に“ほしのゆめ”だとか、ほかの品種もなんも変な米たくさんあると、とこ

ろが、あの泥炭地であれば、“おぼろつき”は本当に何か、内地米とほとんど変わりなくおいしいって

いう噂なんだけれどもね、だから、浜益の場合も、一握りに浜益米といっても、ともかく、今どこでど

うなっているのか、まあ、ほとんど寺山さんのところで借りて耕作していると思うけれど、あの泥炭地

地域であれば、おそらく、何だ、これ浜益米か、っていうだけ、同じ浜益の中でも差があると思うんで

すけれど、だから、今度ＰＲするにしても、それぞれの、やっぱり話を聞いたり、食べてみたり、そし

て、外部から来たお客さんが、何だ、この浜益米ってこんなのかって、１回に、こう、クレームが付く

ような結果にならないように、今度、気をつけなければ、この話を進めるとすれば、そういうのも充分、

頭に入れていただきたいと思います。 

【支所：宮田部長】 

 その辺のことを聞きたかったんですよね。これやるとしたらどんな課題があるのかね、今のようなこ

と、意見を聞いて、よし、そうしたらこれ見送るかだとか、別なメニューをそしたら絞ってやるといい

んです。その辺の今のような意見を聞きたかったんです。 

【岸本（ア）委員】 

 すみません。でもね、品種によると思うんですよね。で、今のお話しの羽山さんがやっていた頃の品

種は何だったんですか？たぶん、ねぇ、今は本当、改良されてますから。 

【羽山委員】 

 だから、改良されてない。現在、例えば…。 

【岸本（ア）委員】 

 今はおいしいですよ。 

【羽山委員】 

 うん。したから、“ほしのゆめ”でもよ、例えば、良い土地に作っている“ほしのゆめ”と泥炭地地

域のものは雲泥の差、同じ品種だったら、やっぱり土地の良いところにはかなわないんですよ。 

【岸本（ア）委員】 

 作っている家ではね、良い場所が飯米だとか、あとは色々だとは思うんですけれども、だから、そう

いうね、向けて、例えば、こういう運動をするんであれば、それなりのものを求めれば何とかなるんで

ないんですかね。 
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【佐々木委員】 

 個々のね、農家の話になると、やっぱりそういう段階はあるんですけれど、しかしながら、浜益米は

ね、管内でも浜益米というのは最高にうまいということで、今までも言われてきた。だから、そんなに

悪い米じゃないと思う。まあ、私ども作っている人としては、最高の米でないかなぁ。今品種もね、新

しい品種が出てきて、味も良くなったからね、まあ、最高じゃないのかなぁ。ほかの札幌あたりでＰＲ

しても、どこの農家にも負けないくらいの食味が出来るんじゃないかなぁという気がするけれどもね。 

【支所：大原区長】 

 やっぱ、この辺のキャンペーンって農協は、お米を作るだけというキャンペーンには、なかなか乗っ

てもらえないんでしょ？ 

【佐々木委員】 

 そうだ。そう、そう、そうだね。 

【北嶋会長】 

 それで、あの、ちょっと、木村さん、ちょっと私の方から質問。あの、確かにあんたのところで、あ

の、リンゴジュース作っていますよね？どれくらいの量を作って、そして、あの、ほかのジュースかリ

ンゴジュースですね、ほかの地区と比べて、どこが特徴あるジュースだというふうに、木村さん自身作

ってお考えになっていますか？ちょっと出来たら。 

【木村委員】 

 えーとですね、あの、まず、うちのジュースは、委託製造しています。あの、余市の「北王よいち」

さんという工場で作ってもらっているんですが、そこの工場は、現在のところ、そこの工場だけだと思

います。あの、機械が、消毒する機械、殺菌ですね、機械等がそこの工場しかないんですね。今、あの、

余市農協さんが、今まで使っていた機械をやめて、その殺菌の機械、同じものをですね、余市農協さん

でも同じものを導入するような話は聞いてます。それが、もう導入されたか分かりませんが。そういう

ので、こだわって、そこに私が持って行っております。あの、９０秒殺菌、非常に短い熱処理で殺菌が

出来るようになっておりますので、そのリンゴの持つ味っていうのが、ほとんど損なわれない、やっぱ

りあの、９０度で、９０度、９０度で１０秒殺菌ですね、どうもすみません。で、９０度以上に上げて

しまうと、どうしてもどのリンゴでも同じ味になってしまう。で、あの、ほかのジュースとどう、どこ

が違うかと言ったら、おいしいリンゴを持っていけば、おいしいジュースが出来る。ほかのとは混ざり

ません。持って行ったリンゴだけで、そのまんま作っていただけますんで、最初に持って行った時は、

初めてそこの工場に持って行った時は、リンゴ、ある程度バァーと、抜いて糖度を測って、あんたのと

ころのジュースはこの糖度だから、これだけのジュースしかできません。もし、あれだったら、あまり

糖度のなさそうなリンゴは、もう１回そこから抜いてくださいと言われました。で、おいしいリンゴジ

ュースを作るんだったら、おいしいリンゴを持って来てくれなかったら作れませんからって言うことだ

ったんです。で、そういう所なんで、えー、まあ、毎年毎年リンゴの出来で、多少の味が違います。リ

ンゴの出来の良い時には、ちょっと甘すぎたりだとかありまして、毎年毎年味は若干違います。 

【北嶋会長】 

 で、どれくらいの量、作られるんですか？ 

【木村委員】 

 えー、現在のところはですね、１リットル入りの瓶なんですが、６００㎏ぐらい、１回でもって６０

０㎏、だいたい１，０００㎏ぐらいですかね、自分で作っていて何なんですけれど、２種類持って行っ

ていますからね、だいたい１，０００㎏、昨年は１，０００㎏ぐらいですね。で、昨年から贈答用のち
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ょっとオシャレな瓶で「露衣風心（ろいふうじん）」という名前でを付けて、それは１本２，５００円、

２本入りで５，０００円ですね、で、綺麗な化粧箱に入れて販売も始めました。で、来年は小瓶もちょ

っとチャレンジしてみようかなぁと、そんなふうに思っています。えーと、おかげさまで、じわりじわ

りと人気が出て来ていて、注文も結構あります。やっぱり最初はちょっと、うちで売る時は６００円と

いう、１リットル６００円の値段で売っているんですけれども、普通のジュースと比べてちょっと高い、

これ委託して販売して貰うと、やっぱり１本８００円ぐらいの定価になるので、直売でやる場合には、

１本６００円で売っています。ほかに卸すときは１本８００円の定価になりますんで、ちょっと高いん

で、最初のはあれだったんですけれど、徐々に徐々に…。やっぱりおいしいものを売っていれば、高く

ても売れていくのかなぁと思います。 

【支所：大原区長】 

 今ね、ネット販売とかが多いんですか？ 

【木村委員】 

 いや、そうでもないですね。まあ、ネットでも売れていますけれども、やはり１回買って貰ったとこ

ろは、割とまとめて何本くださいとか。 

【支所：大原区長】 

 これ、市内というか、区内には置いてません？ 

【木村委員】 

 えーと、そうですね、浜益区内ではうちの店、うちからお売りする方が、え、いくらかでも安くさせ

て貰いたいと思って、うちの方で販売しています。あと、旧石狩市の方では、樽川の直売所とかの方で

もやっております。あとは、イベント会場で、イベントがあるたびに持って行っています。 

【北嶋会長】 

はい。何かございませんか？ 

【岸本（教）委員】 

特産に関する取り組みは、すぐ出来ると思うんですよ。あとは、厚田の婦人部みたいに、商工会婦人

部、あっ、女性部だけでやるのか、それとも、各団体合同で集まってやるのか、業者が集まってやるの

か、あくまで有志でやるのか、それとも石狩丼みたいにコンテストでやるのか、という違いがあるぐら

いで、作るようなポイントって言うか、それはすぐ立ち上げられるとは思います。例えば、結果として、

目玉になるようなメニューが出来るかどうかはこれからであり、組織的なことを考えて貰えれば、また、

その、商工会の副会長として、協力していけるのかなぁと思います。浜益産米についても、商工会だと

か、食堂などと協力しながら取り組んでいくのは、すぐ出来ると思うし、もう、②、③については、手

を付けていいのではと思います。⑤については、“どぶろく”の申請がどういうふうになっているのか

分からないので、②、③については、もう少し具体的に手を付けていくといいのかなぁと思いますが。 

【北嶋会長】 

とにかく、新しい事業を始めるというのは、色々と問題があると思いますし、まあ、昨年、長沼町で

すか、見学に行って、まあ、道の駅も見学して来たんですけれど、あの、８月３日ですね、ＮＨＫの８

時から８時４５分の北海道スペシャルで、まあ、あの、農業王国生き残りの挑戦というようなタイトル

で、テレビを見たんですけれど、その中で、あの、長沼町はですね、道の駅のほかにですね、ある農家

の主婦が、自分の前の道路の、まあ、どのくらいの車が走っているのかをチェックしたらしいんですよ

ね、それで、千台以上走っているということで、そこで、農家の奥さん達が、集まってですね、そうい

う農産物の販売を始めて、今、成果を上げているというというようなことも出ておりましたけれども、



 14 

長沼町は特に、まあ、色々なことで、その、“どぶろく”特区の関係もありますし、最近の新聞を見ま

してもですね、民宿の規制緩和ということで、かなり、あの、進んでいる訳なんです。まあ、そういう

所に対抗することにはならないとは思うけれども、まあ、そうしたら、浜益の場合は何が出来るのかと

いう、まあ、その辺が一番の課題になってくるのかなぁという気はするんですけれども…。地域協議会

としてどうなるのかというとなかなか…。 

【羽山委員】 

全く、これから新規に考えるのもいいけれど、今のね、そのジュースの問題でもさ、それに対して、

今、せっかく個人で努力して始めたばかりだし、それに対して地域協議会でどんな手伝いっていうか応

援できるのかとか、その辺をさ、むしろ、ね、形のないものを作っていくのも大切だけれども、今やろ

うとして、やりかかったものにね、この協議会がどんな手伝いをしたら、その、生産者に喜ばれて、そ

して、伸ばしていくと、そんなことを、今あることも検討課題に挙げてみてもいいのでは？ 

【木村委員】 

ちょっといいですか？ 

【北嶋会長】 

はい。 

【木村委員】 

えーと。まあ、②に特産の中で、あの、ふるさと祭りで発表とかって、まあ、そういう場を使うとい

うのは、あの、有利だと思うし、あれなんですけれど、これ、まあ、先程、岸本さんもやるにはすぐ出

来ると、たぶんすぐ出来るんでしょうけれども、あの、誰がやるかというのが問題であって、まあ、農

協、漁協、商工会がという感じで、ここに名前が挙がっているんですが、ここで、農協は農協で、えー、

こういう特産品を考えるだとか、漁協は漁協でっていうのって言うのは、まあ、それも可能なんでしょ

うけれども、やっぱりこれをやるための色々考えたりとか、まあ、良い素材というのは、浜益にいっぱ

い、おいしい素材があるんですが、今まで、まあ、農協さんにしても、漁協さんにしても、その素材を

そのまま、良い素材だからそのままで販売、まあ、それだけで素材が良いので売れるんでしょうけれど

も、それを何とか良い素材を使った一つの商品を作りたいということで、まあ、この意見が出たと思う

んですよね。で、その誰かという、それを開発するグループを、まあ、どこで、どういう人たちが集ま

って作るのか分かりませんけれど、そういうのがないと、これは出来ないんじゃないかなぁと思います

んで、えー、ふるさと祭りの中で、それをきっかけにそういう組織を立ち上げてしまうのか、今、この

協議会の中で立ち上げていくのか、ちょっと分からないんですけれど、誰かが音頭を取って、そういう

組織というか、そのグループを、まあ、組織までとはいかなくてもいいんで、あの４、５人のグループ

でもいいんでしょうけれども、そういうグループを立ち上げることを考えないと、これは実行に移せな

いのかなぁというふうにちょっと感じました。 

【支所：尾崎主査】 

で、これですね、本当に雑ぱくで、これでないとだめだというのは全然なくて、あの、さっき言った

ようにそれぞれの青年部で、自分で工夫してちょっと何かテントを出したりしていますよね。そのイメ

ージだったんですけれども、で、毎年毎年色々考えてというのも大変でしょうから、今、木村委員、言

われたように良い素材を、あの、いかに付加価値を高めて、えー、おいしく提供していくのかという部

分、例えば、えー、今年であれば農協青年婦人部だとか、来年、じゃあ漁協青年婦人部、その次は商工

会という形で、こう、毎年こう回していくような形で、えー、例えば極端に言うと、農協、浜益はサク

ランボがおいしい、サクランボ丼だとか、これはあり得ないんですけれど、そういうような形でそうい
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う良い素材をうまく活用した中でね、ちょっとそういう工夫を凝らした料理を、それを、えー、ふるさ

と祭りの時に発表っていうか、参加者に食べていただくというか、そんなむちゃくちゃ高いものには、

なかなか飛びつきづらいでしょうから、比較的、えー、お買い求め易いくらいの価格の中で、こう、や

っていって、それがもし好評であれば、浜益ではこういうものがあると、じゃあどこどこの飲食店に行

ったら食べられるとか、そういうものが出来ていくきっかけにならないだろうかという雑ぱくなイメー

ジなので、えっ、だから毎年毎年みんなが全部やらなきゃならないんだとかじゃなくて、今、色々青年

婦人部で、えー、一致団結されて、何か、例えばホタテを焼いて売ったりだとか、タコを焼いて売った

りだとか、あの、浜鍋を作って出したりだとか、色々やっているんですけれども、その一環の中で、ち

ょっと創意工夫を凝らして、良い素材を使ったメニューを考えられないだろうかと、そういうイメージ

だったんですけれども、あの、全然答えだとか、そういうものはないので、えー、じゃあ、それだった

ら、これよりもこんなイメージでだとか、そういうまた議論が出来ればいいのかなぁと思っています。 

【北嶋会長】 

区長にちょっとお聞きしたいんですけれども、この間、あの、はまますふぅどフォーラムで、お昼に

“ひる貝（※学名「い貝」という。）”のカレーライスが出たと思うんですけれども、食べられてどんな

感じ？ 

【支所：大原区長】 

 やっぱり、あの、あまりたくさん大きな身は入ってなかったんですけれども、あの、やっぱ、味って

いう面で言えばね、やっぱりおいしかったと思いますよ。あれなんかは正
まさ

にね、そのカレー、うちの、

まあ、地域でもカレー、おいしいところもありますけれども、やっぱ、その一つになるんじゃないかと

思います。あの、いや、それで、さっき、あの、岸本委員の方からもありましたけれども、あの、それ

と、木村さんでしたか、誰やるんだという話なんですよね、最終的に。だから、あの、それは、今すぐ

ここでは誰やりますというふうに決まらないことなんですが、イメージとして、そんなにないと思うん

ですよ。誰にしたってそれは、あの、色々な中身を確かめる中でね、あの誰がっていうのを決めて、あ

の、自ずと決まってくるという感じがしますね。で、あの、決して結論を私が言う、あの、気はありま

せんけれども、あの、②、③、⑤というのは、共通項の部分がありますので、事業の名称は別として、

それぞれ“どぶろく”もそうなんですけれど、特産というか、なんですよね。で、あの、グリーンツー

リズム、今の冒険の方もそうなんですけれど、あの、長沼の例は、この“どぶろく”そのものは農家の

方でないと、農業者でないと、あの、作らせてくれないんですよね。我々農業者でない我々が、あの、

したいって申請してもだめなんですよね。だから、その辺もね、誰がやるかというのもだんだん絞られ

てくるんですよ。そして、販売と製造と、また、これ免許、別になってまして、それもまた、あの、限

られてまして、で、やっぱり作った以上は、あの、農家の宿泊者に提供するというのが基本らしいんで

すけれど、一般にも、あの、販売できるということで言えば、まあ、今、あの、交通安全のことで、交

通、あの、なかなか“どぶろく”飲んでも捕まりますから、なかなか、あの、飲食店では売れないと思

うんですけれど、あの、お土産に買って貰うということは、たぶん出来るのかなぁと、あの、何かそう

いう色々な繋がりを持つ中では、たぶん、誰がやるのかと併せて、末端までの提供の中では、かなりの

人たちの手を、あの、あの、潜
くぐ

らないと、あの、まあ、完結しないんじゃないかという気がしています。

それで、この②、③、⑤については、何か一つ、一本、大きな柱を構えた中で、特産品なんとかこんと

か事業みたいなものに、キャンペーンも入れれるだろうし、今の“どぶろく”も含めた中でセットです

るのもいいのかなぁと、そんな感じも実は思っているんです。単独でやれるものから引き上げてやると

いうやり方も一つではないかと思います。カレーの味についてだったんですけれど、何か変な方にいっ
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てしまって。いや、本当においしかったです。夜のね、“けんちん汁”もおいしかったです。あれも、

あの、鯨の肉が、ひらひらって見えたぐらいだったんですけれど、でも、あの、やっぱ、味良くてです

ね、あれ、なかなか、あの、今市場的にも手に入らないそうですね。あの脂身の部分、うん万円、一塊

うん万円するらしいですよね。非常にあれもおいしかったです。お代わりしたかったですけれど、もう

なかったです。 

【岸本（ア）委員】 

 浜益では、あれね、正月に各家庭で…。 

【支所：大原区長】 

 そうですってね。はい。あの、お祝い事の時に出される…。 

【岸本（ア）委員】 

 鯨肉が手に入らない場合にイルカ肉、イルカのね…。 

【支所：大原区長】 

 色々家によって、その伝統的にね、何を入れるかだとかっていう、入れないという家庭もあるらしい

んで。 

【岸本（ア）委員】 

 お正月だけは、“けんちん汁”作ってね。 

【支所：大原区長】 

 今回は水産会社の人に、あの、お世話いただいて、確保していただいて、このフォーラムのために確

保していただいた。でも、キロいくらか聞いていませんけれど、結構するんですね。 

【岸本（ア）委員】 

 私達も、このくらいで、１万円ぐらいします。 

【支所：大原区長】 

 “ひる貝”も、そういう意味では、非常に、あの、使い道というか、特産的なものでは、“ひる貝”

丼でも良いし、何か石狩丼の浜益版で、色々な食材が豊富だから、それは何かできるような気がします

けれどね。 

【北嶋会長】 

 本庁から来られている方、石狩市の出身ですか？ 

【本庁：細川課長】 

 はい。 

【北嶋会長】 

 それで、ちょっとお尋ねしたいんですが、あの、昔の石狩町時代、いわゆる昔に浜益で、“こうれん”

とかって言って、餅米をですね、あの、餅米というよりも餅についてから、あの、一旦このくらいの大

きさにして乾燥させて、そして、あの、長期保存して、そして、油で揚げたり何かして、そんなのは、

元石狩町でもあったんでしょうか？ 

【本庁：細川課長】 

 やっていましたね。僕の小さかった頃。 

【北嶋会長】 

 ああ。 

【本庁：細川課長】 

 はい。お供えをかんからかんにしたやつを保存しておいて、油で揚げて、お菓子代わりに食べた記憶、
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ありますよ。 

【支所：大原区長】 

 それの本物、本物っていうか。 

【支所：宮田部長】 

 区長、言っているのは、“こうれん”でしょ？ 

【北嶋会長】 

 うん。“こうれん”何かは、今でもお作りになっているの？見たことございます？ 

【本庁：細川課長】 

 ないですね。はい。 

【北嶋会長】 

 浜益では、今でも結構…。 

【岸本（ア）委員】 

 浜益の婦人会で昔ね、昔って何年くらい前だろう？あの、ふるさと祭りで“こうれん”を作って、各

地区で分けてね、“こうれん”作って売ったことあるんですよ。大好評だったんですけれど、今でも、

あれ売っていないの？って聞かれることがあるんですよ。だから、あれなんかは、本当にね、お祭りで、

うーん…。 

【佐々木委員】 

 天気の良い日にね、いくらでも作られるものね。 

【岸本（ア）委員】 

 手間暇は掛かりますけれどね、だから…。 

【佐々木委員】 

 昔はね、お餅をね、あの、あれ油で揚げて食べるでしょ？あの干したやつ、あれね、あの、まあ、こ

れは青森県から来た人方は、毎年作ったもんだよ。と言うのはね、餅をついてね、このくらいの幅で長

くするんだよね、それをね、一晩か二晩、おいてからね、このくらいの厚さに切るんですよ。ええ、そ

れを今度、藁でね、あの、こういうふうにして入れて編むんだわ。そして、あの、１０本ぐらい付いて

いるのかなぁ、それをこう作ってね、それ、あれ、その干し餅を作るにはね、寒の、寒中の本当にしば

れた日でなければ、作るのは、そしてね、それを編んだものをね、水に浸けるわけさ、水に浸けて、そ

して今度、納屋のね、こうなったところに吊すんだわ。だあーっと吊すんだわね。それを今度ね、下ろ

して油で揚げて、本当に、全然、あの、なんて言うかね、本当にさわさわしている。 

【支所：大原区長】 

 餅菓子だ。要するに。あの…。 

【佐々木委員】 

 そしてね、昔はね、黄色い色入れたりさ、赤い色入れたり、すごく綺麗なんだわね、だから、今作っ

たら、今の人達、ちょっと珍しいと思うんじゃないかなぁ。 

【岸本（ア）委員】 

 でもね、“こうれん”の方が、本当は…。あの、干し餅より“こうれん”の方がいいわ。 

【支所：大原区長】 

 “こうれん”って、俺も食べたけど、結構、その、なに？何かで、こう、伸すんですか？ 

【岸本（ア）委員】 

 そうです。瓶、サイダーの瓶だとか、ビールの瓶だとかで伸すんです。 
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【支所：大原区長】 

 餅を、ついた餅を？ 

【岸本（ア）委員】 

 あの、ふくらし粉だとか入れなきゃいけないんですけれどね。 

【支所：大原区長】 

 それ、ついてすぐのやつを伸すの？ 

【岸本（ア）委員】 

 そうです。天日干しで３日、４日干すんです。 

【北嶋会長】 

 やっぱりね、特産というとね、ほかにはないものでないとね。ほかに何かありませんか？ 

【立浪委員】 

 あっ、一つ、一つというか、二つ、三つくらい。あのですね、私１０月１日にですね、市の補助金を

ちょっといただきまして、あの、まあ、プレゼン、まあ審査、プレゼンをやって、えーと、コミュニテ

ィレストラン「きずな」というのを、地域食堂「きずな」というのを開店する運びとなりました。で、

コミュニティレストランというのは、あの、まあ、ただの食堂というかね、ご飯食べさせるだけじゃな

くて、情報発信、勿論、職を通じての情報発信なんですけれども、そこでやはり地産地消というのを謳
うた

っていまして、出来れば、私は浜益の人間なんで、浜益から色々な食材、例えば、さっき出た米、自分

が食べておいしいと思ったお米を持って行って、それをそこで使って宣伝はしたいと思っているし、み

んなにもその様に、あの、今９人の仲間でやるようになったんですけれどもね、そこで是非やらせて貰

いたい。そして、今ちょっと話題になっていた“こうれん”というのを、もう、１０月１日、発表する

ために、あの、作ってストックしてあります。えーと、それと去年、去年なんですけれども、公民館講

座で、あの、手作り食品の会の村上さんからちょっとお話しをいただきまして、去年やったんですけれ

ども、前年度から村上さんからお話しをいただきまして、浜益（浜益村）の頃から“こうれん”を習う

という講座を実はやりました。だから、あの、そこにいらしたの、確か２５人くらいの生徒さんがいら

したと思うんですけれども、その方々、それぞれ知っていますし、そこからまた“こうれん”が浜益、

浜益の“こうれん”が、あの、発信されるかも知れません。ええ、と、いうことでですね、ですから、

あの、一応、まあ、木村さんなんかとも親しくさせていただいているんですけれども、木村さんの梅漬

けだとかジュースだとか、その他諸々、あの、とりあえず、あの、お話しいただければ、何かね、あの、

活用させていただきたいと思います。以上です。あっ、それと、“ひる貝”カレーなんですけれどもね、

小さく切ったら身が縮まって、何かみっともないと言うことでね、ハッハッハッ。あの、宮田家の奥さ

んとの協議の上、ちょっと大きく切らせていただきました。本当にすみません。でね、ちっちゃかった

んですよ。浜益で捕れる“ひる貝”に比べてね、小さかった、うん、申し訳ないです。ハッハッハッ。

一応。 

【支所：大原区長】 

 今年は捕れなかったと聞いていたから。 

【立浪委員】 

 そうなんですよね。 

【北嶋会長】 

 それでは、一緒になっている部分もあるんですけれども、この浜益米の消費拡大という、この浜益米

というのは、まあ、今まで、こう、委員の方々からもお話を聞いてお分かりのとおり、まあ、食味がよ



 19 

いと言うことで、そんなにストックしているのはないというお話しですけれども、それらについて、何

かご意見ございますか？そんなに大きなキャンペーンか何かしなきゃいけないとか何かとかいう…。 

【木村委員】 

 今度、農協さんとの、あれ、絡みがあるんじゃないですか？農協だって、経営…。 

【支所：大原区長】 

 まあ、あの、これは、あの、この浜益米のおいしいというキャンペーンと併せてね、あの、本当は、

あの、ここの地域、地区で、どっかの小売店に行ったら、浜益米が買えるように出来ないだろうかとい

う、この、まあ、元々の発想のところに実はあったんですよね。ただ、キャンペーンそのものというの

は、農協さんと、農家の方と、まあ、あの、対になって、あの、ＰＲしていただければいいとは思うん

ですか。それを、あの、地元の飲食店も含めて、一般的に、こう、おいしいもの、ここも地産的に普及

していこうというのが狙いなんですよね。そして、この中には、どこかがリスクを取って、誰かが、さ

っきの話と同じなんですが、誰がやるかってね、農協にも話を聞いた時に、あの、農協は出来ないとい

うお話しだったんで、その、ただ、その、出荷されてきたものは、あの、一旦受けて、それは応援する

ことが出来るんで、あるいは、農家の方が、自主的に流すものについては、それを誰かがリスクを取っ

て売るんだったら、それはそれでいいんじゃないですか、と言う話なんですよね。だから、ここも同じ

誰がその売る役割をするのか、あるいは、その、併せておいしいというキャンペーン、それから、来る

と地域の飲食店は、おいしい浜益産米をやってますということを、いかにセットでＰＲしていくかとい

うことになるのかと思うんですよね。 

【支所：佐藤課長】 

 ちょっといいですか？あの、先程のですね、羽山委員の方からの、あの、ご意見ありましたけれども、

まあ、基本的に、あの、うまい、おいしい米の基準、これ、あの、タンパクなんですよね。まあ、６．

８以下と６．８以上に分かれるんですよね。で、６．８以下の米を出荷すると、まあ、１俵あたり、５

００円の上乗せと、えー、まあ、これは当然、高品質米ということで、高い価格で取引されている訳で

ですね、で、北石狩農協の中でも、まあ、その比率が高いのが、厚田と浜益で、えー、昨年の実績から

いくと１万６，０００俵ぐらい浜益の米、生産されているんですけれども、そのうちの４０．６％、約

４１％ぐらいの、えー、高品質米なんですよ。ですから、６，４００俵強が良い米として出荷されてい

るということなので、それが、どこの米かということは、やっぱり個人情報なので、あまりデータの公

表は出来ないんですけれど、えー、基本的に、あの、先程、羽山委員が言っていたみたく、タンパクの

高い地域もあります。それは、８．０以上になると、１俵あたりの価格が、農協取引価格でマイナス３

００円減額されます。基準米価格より。まあ、最近は基盤整備も進んでいて、暗渠排水も入れていて、

その差はかなり小さくなってきておりますけれども、多少のその地域によっての差はあるということは、

ご承知おき願えればと思っております。 

【支所：大原区長】 

 ただ、残念ながらね、浜益米が浜益米として市場に出ないで、北石狩に出て、一緒にされちゃって、

浜益米かどうか分からないんでしょ？ 

【支所：佐藤課長】 

 ただ、６．８については、ほかの米とはブレンドしません。別に高く売られていきます。 

【支所：大原区長】 

 あっそうか。だけど、浜益米とは付かないんだ。 

【支所：佐藤課長】 
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 付きません。北石狩、北石狩、それ、当別産もあれば、あの厚田もそういう高品質米の部類があるの

で、銘柄が一緒であれば、一緒です。 

【岸本（ア）委員】 

 ちなみに、当別、厚田、浜益が北石狩って？ 

【支所：佐藤課長】 

 そうです。 

【岸本（ア）委員】 

 西当（別）は？ 

【支所：佐藤課長】 

 西当（別）は、まあ、当別ですから、その３つです。 

【岸本（ア）委員】 

 当別、石狩、厚田、浜益で４つ？４箇所？ 

【佐々木委員】 

したから、浜益でなんぼ、うまい米作ったって、あの、タンパクと銘柄が同じであれば、ね、厚田、

浜益、当別、みんな混ぜて持って行ってしまうんだから、向こうへ持って行ったら、浜益の米、どこに

行ったか分からなくなるんだから、袋も同じだしね。ここでは浜益米、うまいっていう話が出るんだが、

ほかの方では全然消えてしまって分からない。ただ、北石狩の米はうまい…。 

【支所：佐藤課長】 

 心配するのはですね、飲食店が、その高い米を買って、食材として出せるかどうかという部分だと思

うんですよ。 

【支所：大原区長】 

 まあ、要するにコストの問題？ 

【支所：佐藤課長】 

 はい。はい。コストの問題なんです。 

【岸本（ア）委員】 

 今、自由販売？ 

【支所：佐藤課長】 

 まあ、自由販売なんですけれども、あの、基本的に検査しませんので、自由販売の人は。 

【岸本（ア）委員】 

 おいしいなぁと思う農家だけに買いに行けば…。 

【佐々木委員】 

 それだけど、あれだじゃな、まあ、そういうこと言えば、そうだけれども、農協に出荷する値段でね、

精米して、まあ、なんぼか手数料掛かるけれども、手間掛かるけれども、その値段で売ったら、本当に

いささかの値段で売れるんだから、なんぼでも売れるってことさ。２，０００円台でなんぼでも売れる

んだから、キロ、うん、したから、それでもね、農協で売れるよりもかなり高く売れるんですよ。うん、

だから、その値段で売ったらね、おそらく、セイコーマート辺りだって、エッヘッヘ、誰も米を買いに

行かないね。みんな。 

【岸本（ア）委員】 

 現実、そんな安い値段で売っているんですか？売っていないでしょう？知ってるよ。ねぇ。 

【佐々木委員】 



 21 

 農協に出す価格から、ね、計算してみると、そのくらいの価格で売れるんだから。 

【岸本（ア）委員】 

 農協へ出す値段ね。 

【佐々木委員】 

 うん。 

【支所：大原区長】 

 やっぱりさ、あの、手間も掛かるし、農協で処理できないんで、あの、もう、その日、その日、精米

するみたいな…。ただ、そうだとしてもね、ここで売れるかというか、その、あるよっ、という所を是

非、作ってほしいというか、作りたいというか、外の人達なんかは、直接農家の方から買えるルートな

いから。 

【支所：佐藤課長】 

 取り扱う店によっては、あの、羽山さん言ったみたく、本当に慎重に扱わないと、こんなおいしくな

い米となったら大変なんですよ。 

【佐々木委員】 

 今、今ね、網の目、大きくなっているでしょ、１９５だから、だからね、米、良いもんだから、普通

に精米機で精米しても、だいたい４㎏から４．５㎏ぐらいしか減らないから。うん。 

【支所：佐藤課長】 

 ４．５ですね。 

【佐々木委員】 

 だいたいね、４．５見たら、それ以上減らないから。ね、糠、取っても。 

【支所：佐藤課長】 

 ６０キロあたり４．５㎏、糠で。 

【佐々木委員】 

 本当、知れてるんだわ。あとね、手間代掛かるだけだから。うん。 

【支所：大原区長】 

 いや、これね、僕はね、すごく、やっぱ、手に入れる方法ね、どういう方法あるのかって考えて…。 

【羽山委員】 

 いや、簡単だ。あの、深川だとかさ、あの、深川の道の駅でさ、かなり何年も前からやって、新聞と

かテレビに出てるっけ、したから、参考までにね、何人か行って、心配される部分をね、チェックして、

そうすれば、先進がやっているんだからさ、たいした頭悩ませなくても、ちょっと行ってな…。 

【支所：大原区長】 

 この地域の方が、何か年間ね、何俵、何㎏ぐらい、その、提供しますよ、と言う、あの、組合でも何

でもいいんですけれども、グループを作って貰って、やっぱ、行ったらいいけどないという話になった

らまずいんで、そういう人達が、農家のうち何人でも、年間何百俵だとかを確保できる何かそういう、

あの、何て言うか。 

【羽山委員】 

 約束しておくとかな。 

【支所：大原区長】 

 そういうふうなグループをまず作って貰えればね、あの、一般の小売りする人も、まあ、金額の問題

はもちろんあるんですけれど、あの、一軒ずつ頼み込んで、なくなったあとに行く、そういうんじゃな
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くて、定期的に、その、ここへ来ると何十㎏でもね、買えるという仕組みを作るのは、そういう農家の

方のね、あの、応援というか、がないとなかなか出来ないんじゃないかなぁと、農協に頼んでもそれは

やらないという話だから、何か、そういう何か仕掛けを一つ考えればね、それ、さっき誰が、という、

そういうのをベースで、あの、ここで本当においしいものを、まあ、提供するというのが、非常に、ほ

かの特産的なものと併せてね、同じようにね、サクランボとか、あの、色々な果物だとかもそうですけ

れど、特産、特産になるんですから、そういうふうに思います。あの、何か痛ましいんですよね、一緒

に、こう、ブレンドにして作ったり、あと、何か訳わかんないんで、まあ、確かにタンパクとあれによ

って、おいしいものであるのは間違いないですけど。 

【北嶋会長】 

はい。それでは、あの、②、③、⑤をまとめまして、あの、何かご意見ございませんか？ 

【佐々木委員】 

これ、“どぶろく”作るのに、一応は作るんですけれどね、あの、あそこの場所も必要だし…。 

【支所：大原区長】 

あの、その辺はね、その、さっき言ったのも、誰か手を挙げて貰えれば、全て全部解決するんですけ

れども、あの、酒税法の問題なんかも色々ありますけれども、さっきお話ししたように、農家の方でな

いと、これ、免許貰えませんので、それと、さっき話した製造と小売りとこれ、また別々に、あの、出

して貰わないといけないんですけれど、いずれにしても、そういうグループをね、あの、作って、あの、

まあ、研究会でも何でもいいんですけれど、スタートさせてね、あの、長沼の例ですけれども、施設整

備にはそんなにお金、掛からないんですよ。保健所の最低限の許可を貰う程度なんです。 

【佐々木委員】 

まあ、よく、あの、農家でね、あの、“どぶろく”を昔はね、作ったんですけれども、まあ、あんま

り、その、温度が上がると酸っぱくなったとか、色々なことで、捨てたり何かして、そういうようなね、

ことのないように平均的なものが出来るようにしていった方が、良いというか必要になってくるんでな

いかなぁ。 

【北嶋会長】 

まあ、長沼町の方は、とにかく、民宿とか何とかというそういうふうなあれから端を発して、“どぶ

ろく”を作っていったという経緯があるようですから。 

【佐々木委員】 

うちらの方でも、普通の家庭で“どぶろく”作るのうまい人がいる。 

【支所：大原区長】 

まあ、そういう…。そういうのはやっぱり…。 

【佐々木委員】 

毎年貰って飲んでいるけれどね、本当にうちの“どぶろく”よりうまいんだわ。 

【支所：大原区長】 

何か、なんとか家の菌みたいなものがあるみたいですけれど、ですから是非…。 

【佐々木委員】 

上手な人はいるんだわ。 

【支所：大原区長】 

上手な、あの、おいしい菌があるなら、うふふ。 

【羽山委員】 
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しかし、最近なら本当に、な、“どぶろく”なら、２日も酔いが覚めないって、昔の人は、よく言っ

たものだけれど、それなくても捕まって、みんな、車全然乗れなくなるな。飲むんだべか？そったら酒、

今の若い人達？ 

【支所：大原区長】 

いや、飲みますよ。 

【羽山委員】 

本当に？ 

【支所：大原区長】 

いや、本当。 

【羽山委員】 

結婚式見てても、みんなウィスキーの水割りしか飲んでないみたいだけれど。 

【支所：大原区長】 

いや、あれだもの、希少価値だもの、希少価値あるよ。 

【佐々木委員】 

いや、あれだじゃな、俺なら、酒飲むより“どぶろく”の方が好きだわ。うまいわ。 

【岸本（ア）委員】 

今、貴重だものね。 

【北嶋会長】 

それでは、あの、時間もだいぶ経過してまいりましたので、この、今日、議題になりました４項目に

つきましては、あの、９月の協議会でも、改めて、その、詰めていきたいというふうに思いますけれど

も、ご意見ございませんか？ 

【羽山委員】 

ありません。 

【北嶋会長】 

はい。じゃあ、次回まで、どう、それこそ、まとめていくか、それぞれみんな考えてきていただきた

いと思います。はい、それから、議事のその他の５番ですけれども、来月の予定、事務局、案ございま

すか？ 

【支所：尾崎主査】 

えーと、１回目の時にお渡ししていた、年間スケジュールの中では、えーと、今の委員の任期、最後

になるかと思うんですけれども、９月の１９日の水曜日ということで、えー、年間スケジュールに謳
うた

っ

て…。 

【佐々木委員】 

９月の１７日？ 

【支所：尾崎主査】 

１９日。 

【佐々木委員】 

１７日？ 

【支所：尾崎主査】 

１９日の水曜日です。で、議会が重なるんでしたっけ？ちょっと早くしますか？ 

【羽山委員】 
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２０日過ぎにするということにしたらどうだ？２０日後にするとしたら？ 

【支所：尾崎主査】 

２０日よりあとということですか？ 

【羽山委員】 

うん。 

【支所：尾崎主査】 

そうすれば、えー、色々あるかと思うんですけれども、２０日、９月２０日が木曜日ですね。 

【佐々木委員】 

９月中頃から稲刈り始まる。 

【北嶋会長】 

 その頃だったら、夜でなきゃだめかい？したら。 

【佐々木委員】 

 いやいや、俺、夜も乾燥機使うからだめだ。夜も寝てないんだもの。農家って何だかんだいっても、

雪降るまで忙しいんだもの。 

【支所：尾崎主査】 

 だいたい、最後の週だとすると、２５日の火曜日から２８日の金曜日まで、この４日間くらいですね。 

【羽山委員】 

 その間で、何とか事務局がこの日だったら、というやつを探して…。 

【支所：尾崎主査】 

 基本的には…。 

【羽山委員】 

 どうしてもだめな人がいれば…。 

【支所：尾崎主査】 

 今出席されている委員の中で、この日は絶対だめだという日がもしあれば？ 

【岸本（ア）委員】 

 ２７日。 

【支所：尾崎主査】 

 ２７だめ。ほかにはどうですか？２５とかにやっちゃいますか？どうですか？２５の火曜日、あの、

ご都合が悪い方、いますか？２５とかどうですか？ 

【岸本（ア）委員】 

 いいです。はい。 

【北嶋会長】 

うわー。 

【支所：尾崎主査】 

時間は？ 

【北嶋会長】 

２５ね、北嶋君、旅行中。 

【支所：尾崎主査】 

だめです。じゃあやめます。 

【北嶋会長】 
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だけど、いいや、もうあきらめる。 

【支所：佐藤課長】 

だめだよ。 

【岸本（ア）委員】 

旅行、あきらめるんですか？ 

【北嶋会長】 

うん。 

【支所：尾崎主査】 

じゃあ、２０日か２１日。 

【北嶋会長】 

えっ？ 

【支所：尾崎主査】 

２０日か２１。 

【北嶋会長】 

それなら。 

【支所：大原区長】 

２０日か２１？ 

【支所：尾崎主査】 

はい。木、金。 

【支所：大原区長】 

２０日。 

【立浪委員】 

２０日の方がいいんですね？ 

【佐々木委員】 

２０日か、１９にやればいいんだよ。 

【岸本（ア）委員】 

１９日は、だめなんだって。 

【佐々木委員】 

だめか？いい、したら、２０日でもいい。 

【支所：尾崎主査】 

とりあえず、今出席している方々、大丈夫ですか？ 

【岸本（ア）委員】 

とりあえず、２０日で。 

【北嶋会長】 

２０日、２０日？大丈夫？ 

【支所：尾崎主査】 

時間も含めて。 

【北嶋会長】 

時間？ 

【佐々木委員】 
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２時か３時か？ 

【岸本（ア）委員】 

２時。３時なら遅くて。 

【北嶋会長】 

２時？ 

【岸本（ア）委員】 

皆さん、どう？ 

【立浪委員】 

いいです。 

【岸本（ア）委員】 

２時。尾崎さん２時。会長！ 

【北嶋会長】 

２時、いいですか？ほかの委員さん、少なくても８名以上、出席して貰わないと開会できませんので。 

【佐々木委員】 

最後だから、来るじゃ。 

【北嶋会長】 

じゃあ、午後２時からでいいですか？ 

【岸本（ア）委員ほか】 

はい。 

【北嶋会長】 

 はい。会長から提案します。あの、９月の２０日、午後２時からの決定。終わりまして、あの、協議

会が終わりましてから、とにかく、２年間一緒に、まあ、議論してきましたので、慰労会、ただし、あ

の、各自持ちですから。そういうことでやりたいと思いますけれども、よろしいでしょうか？ 

【佐々木委員ほか】 

 はい。 

【北嶋会長】 

 会費は、いつもの、いつものとかというよりも、前にやった、だいたいの金額を予定しておいてくだ

さい。あと、皆さん何かございませんか？ 

【岸本（ア）委員】 

 ないです。 

【北嶋会長】 

 あの、ないようでしたら、終わりにしたいと思います。よろしいですか？ 

【立浪委員ほか】 

 はい。 

 

５ 閉 会 

【北嶋会長】 

 それでは、お忙しいところ、お集まり協議いただきましてありがとうございました。それでは、あの、

もう１回改めて申し上げます。９月の２０日、あの、２時からということで、どうぞよろしくお願いい

たします。じゃあ、本日は、どうもありがとうございました。 
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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 

   


