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平成１９年度第２回石狩市浜益区地域協議会議事録 
 
日 時：平成１９年７月２５日（水） １８：００～１９：３０ 
場 所：浜益支所 ２階庁議室 
資 料：会議次第 
  資料 1:浜益区地域協議会・浜益区自治会連合会合同情報交換会開催要旨 
  資料 2: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.13,14,15> 
  平成１９年度石狩市浜益区８月以降イベント予定 
  「あいロードプロジェクト」モニュメント募集！＜市民向け回覧＞ 
  はまます・ふぅどフォーラムが開催されます＜市民向け回覧＞ 
  会員募集！！［えりすテレビ協力会］浜益支部＜区民向け回覧＞ 
   

＝会議次第＝ 
 １ 開  会 
 ２ あいさつ 
 ３ 報  告 
  １）浜益支所各所管業務について 
  ２）地域協議会だよりの編集発行について 
４ 議  事 
   １）自治会連合会との情報交換会について【総括】 

２）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 ○   
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：０人 
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１ 開  会 

【支所：佐藤課長】 

 ただいまから、平成１９年度第２回石狩市浜益区地域協議会を開催していきたいと思います。本来の

日程であれば、日中の開催でございましたけれども、たまたま今日、臨時議会がありまして、夜の開催

となりましたことをご理解いただきたいと思います。まず初めにですね、北嶋会長からご挨拶をいたし

たいと思います。 
 
２ あいさつ 

【北嶋会長】 

 皆さん、こんばんは。お疲れのところご出席いただきありがとうございます。去る６月２７日に地域

協議会と浜益区自治会連合会と合同情報交換会がございました。その席上で、何人かの委員の方から、

今日の資料にも出ておりますけれども、全員出席することがない、あるいはまた、地域協議会では何も

進んでいないのではないかなど、その様な趣旨の発言があったように理解しておりますが、私自身もそ

のとおりではないかと深く反省しております。本日を含めてあと２から３回程度の会議になろうかと思

いますが、これまでの反省の上に立って、より実りのある協議会ができればと思っております。その結

果、平成２０年度の計画に向けて引き継がれることがあれば幸いに思っております。ありがとうござい

ます。ご挨拶に代えさせていただきます。 
【支所：佐藤課長】 

 ありがとうございました。次に大原区長の方から一言お願いいたします。 

【支所：大原区長】 

皆さんこんばんは。今、北嶋会長の方からもお話ございましたので、重複することではありますが、

先月の２７日の会議は、初めての会議ではありましたけれども、一時はどうなるのかと心配いたしまし

たけれども、ある意味では、色々な共通のテーマといいますか、あるいは今浜益で抱えている大きな問

題というか、その辺の認識は一緒ではないかなぁと思っております。非常にこれから色々な解決する上

では、大変なことばかりですけれども、有意義な意見交換ではなかったかなぁと思っております。これ

から、北嶋会長からもお話がありましたけれども、現委員のメンバーでの地域協議会でのこと、２から

３回を残すこととなりましたけれども、これまで色々と議論されてきた地域振興事業等を含めてですね、

次の段階に、平成２０年度、次の協議会の方に申し送りをしていけるように、今回の協議会でも議題に

なっておりますけれども、それぞれの項目を取りまとめてですね、いきたい、いっていただきたいと思

っております。一つだけ、先月の会合でもお話しいたしましたけれども、この地域も合併するしないに

関わらず、今の１３集落の原状というのは、皆さん先日の合同交換会でもお話しいたしましたし、その

結果については、資料の方にも付いておりますけれども、それぞれの地域で人口が多かった時代、それ

ぞれ解決していた問題もですね、他の地域と支え合う協力関係でないと、この地域は成り立っていかな

いような状況になってきているということでございます。先日もある委員の方から、婦人部（婦人会）

の脱会の問題なんかが提示されましたけれど、まさに法的な拘束力がないにしてもですね、それぞれが

ですね、皆手をつないでですね、協力し合っていかなければいけないという、こうゆう時期だからこそ

ですね、皆さんが色々な思いもあろうかと思いますけれども、協力して地域を支えていくという力に是

非なっていただきたいなぁと思っております。先日の件については、まだ、あの、結果出ておりません

けれども、今後もあまり肌色が良くないということで、何とか私も、また、努力していきたいと思って

おります。いずれにいたしましても、あまり残すところありませんけれども、皆さんと一緒にですね、
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取りまとめを含めて、私も取り組んでいきたいと思います。よろしくお願いします。 
 

３ 報  告 

【支所：佐藤課長】 

 ありがとうございました。それでは早速報告の方に入りたいと思いますけれど、慣例によりまして、

北嶋会長に座長を務めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【北嶋会長】 

 それでは、本日議題の３報告（１）、（２）について、ご説明いただきたいと思います。 

【支所：宮田部長】 

 それでは私の方からまず、報告、連絡事項ということで、はまますふぅどフォーラムの回覧資料が配

付されていると思いますが、これについて、実は８月２５日土曜日なんですが、２時から浜益コミセン

きらりにおきまして、はまますふぅどフォーラムという行事が開催されることになっております。これ

はそもそも田岡市長の腹案でございまして、浜益のまだ掘り起こされていない資源をもう一回見直して、

歴史などももう一回見直してですね、みんなで語り合いながらこれからの浜益の地域づくりに役立てて

いきたいということで、計画されてきた訳なんですけれども、内容につきましては、ここに書かれてお

りますとおり、第１部といたしまして、基調講演、北大名誉教授の前野先生による「浜益の風を読む」

という基調講演、それから、北海学園大学の藤村先生によりますユーカラについてのお話、それから、

皆さんご存じかと思いますが、御料地出身の伴次雄さんの「浜益の森林（もり）と暮らし」という題に

したお話が予定されております。それから２部といたしましては、この３先生と今は石狩のえりすテレ

ビの役員をやっております前教育長の村中先生、それから田岡市長も含めてですね、パネルトークの実

施を予定しています。そのあと希望者によりまして、浜益の地場の食材を囲んでですね、懇談会を開く

予定となっております。メニューといたしましては、昔懐かしいけんちん汁等を予定しております。そ

の他ホタテですとか…。その時期捕れますホタテですとかたこ等の料理も予定されております。そうい

うのを含めながらですね、浜益について色々と語り合いながら一日を過ごしていきたいという内容でご

ざいます。まあ、浜益区以外の方につきましてはですね、午前中にバスを貸し切りまして、浜益の…。

まだコースは決まっておりませんけれども、千本ナラですとか、黄金山ですとか、色々ですね、見て歩

くことにしております。コースはこれから決めていきたいと思っております。浜益区以外の方には、こ

のような形で参加を募集いたしております。まあ、あの、午後からのパネルトーク以降に参加される方

につきましては、入場料６００円、フォーラムだけ参加する方につきましては、ご自由にご覧いただけ

ることになっております。是非ですね参加していただきたいと思っています。また、あの…、地域の方々

にもこのような内容の回覧を回しておりますので、是非声をかけていただいてですね、一人でも多くの

方々のご参加をお願いしたいと思っております。また、この実行委員会のメンバーも資料には付けてお

りませんけれども、実行委員会のメンバーといたしましては、基調講演をしていただく３先生のほかに

ですね、各浜益倶楽部、小樽、札幌、関東の各浜益倶楽部の方々ですとか、ほかにも協力をお願いして

おります。また、これらを計画する事務局といたしましては、石狩市本庁の企画財政部長以下ですね、

私ども、それから、あの、本庁、支所の各職員がボランティアで参加、計画することになっております。

その他、当日におきましては、準備から後片付けまでですね、本庁それから支所の職員もボランティア

で参加することになっております。是非区民の皆さんに一人でも多く参加していただきたいと思ってお

ります。私の方からはとりあえず当面する行事につきまして、はまますふぅどフォーラムについて、ご

紹介させていただきました。 
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【支所：佐藤課長】 

 それでは、地域振興課の方から報告させていただきたいと思います。お手元に配布した８月以降のイ

ベント予定表をご覧いただきたいと思います。同じ８月２５、２６日なんですけれども、うまいもの探

検隊、昨年に引き続き…。今年の１回目はですね、６月２４日に岩崎養魚場を中心に開催されまして、

募集人員１０組３０名のところ、１１組４０名の参加で実施しております。この２５、２６日は、寺山

農園を中心に展開することとなっております。これ、ほとんど札幌在住の親子ということになっており

ます。次に８月３１日にですね、いよいよ今年もですね、サケ有効利用調査が始まります。今年ですね、

若干申込者も１００名程度少ない状況で、第１回目期限切れてからの申し込む人もいるんですけれども、

残念ながら手続きの都合上、受け入れられないということで、２次募集の方に回させていただいており

ます。で、あの、次にですね、８月２６日なんですけれども、これ、石狩市役所の前の、うーん、前の

前庭で開催されます。第１７回の石狩市農業まつり、これにですね、浜益産のリンゴだとかジャムのブ

ースが設けられまして、ここで販売することとなっております。えーと裏面の方にですね、農業まつり

のプログラム、まあ、これ途中段階なんですけれど、えー、このようなプログラムになっておりますの

で、是非参加してですね、いただきたいと思います。えー次にですね、これも石狩市市民全体のイベン

トなんで、９月２日ですけれど、市民スポーツまつりが開催されます。これもですね、たくさんのイベ

ントが開催されますので、これについては、今日回覧回りましたね、新聞の折り込みか何かで、それに

詳しい内容が出ておりますので、それを見ていただきたいと思います。９月９日、浜益区民スポーツフ

ェスティバルが開催されますので、これにも是非参加してもらえればと思います。９月１６日ふるさと

祭り、９月２２、２３日は石狩のさけまつり、同じ２３日は厚田のあきあじ祭りですね、それと９月３

０日、第２回浜益「いっぺ、かだれや」林道ウォーク＆マラソンが開催されます。これにもですね、婦

人会の方々がボランティアとして参加いただいておりますけれども、今年もまたボランティアの方をお

願いしたいのとですね、是非参加してですね、情報交換した中で振興事業等の情報を吸収していただけ

れば幸いかなぁというふうに思います。１月２０日になりますけれど、これは、区民スポーツフェステ

ィバル開催ですね。９月９日のスポーツフェスティバルの実行委員会が８月１日に開催されまして、詳

細が決まっております。それと先程林道マラソンのですね、パンフレット、お手元に配布しているかと

思いますが、マラソンについては昨年と同じ農協前をスタートして旧中央小学校がゴールとなっており

ます。先程配布いたしました「あいロードプロジェクトモニュメント募集」ということで、恋人の聖地

として厚田に北海道の第１号として、認定されましたけれども、そのモニュメントをですね、浜益にも

作ろうということで、ハート型のモニュメントを作ることとなったわけですけれど、設置した場所、ふ

るさと塾の海岸沿いの公園なんですけれども、このハートの形から愛冠を見えるということで、春先、

この中に白馬が入ってくると非常に幸せを呼ぶんでないかと…。 

【支所：宮田部長】 

 馬雪、馬雪。 

【支所：佐藤課長】 

 馬雪、馬雪。それでですね、このモニュメントの除幕式がですね、８月１０日、ハートの日に開催さ

れます。１０時から開催されます。次に皆さんにはご案内がされないと思うんですけれど、興味のある

方は是非来て、除幕式の模様を見ていただきたいと思います。以上、地域振興課の方の説明を終わりま

す。 

【支所：古川課長】 

 それでは、市民福祉課介護保険担当の古川と申します。私の方から２点ほど、あの、お知らせとお願
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いになろうかと思いますけれど申し上げます。まず浜益区の介護サービスの状況でございますけれども、

資料１の２ページ目にございます浜益区の高齢化比率、現在約４５％、人数にいたしまして約９００名

でございます。その中で、今、介護…。介護、要支援１、２、要介護１から５までなんですけれど、そ

の認定を受けている方が１２９名、高齢者に対する比率１４．７％が認定を受けております。中身を申

し上げますと要支援１が１５名、要支援２が２０名、それと要介護１が２５名、要介護２が２１名、要

介護３が１７名、要介護４が１３名で、一番重いといわれます要介護５が１８名で計１２９名というふ

うになっております。これにつきましては、何かの参考にしていただきたいと思います。次に２点目、

これ、お願いになろうかと思いますけれども、７月２８日、選挙の前の日でありますけれども、ふくし

の里、あいどまりで夏の…。ふくしの里夏祭りを予定しております。場所は実田のあいどまりの前とな

ります。それで、あの、まあ色々な露店ですとか…。ビールですとか、焼き鳥、ホタテ、綿飴、焼きそ

ば、色々な物品が並ぶというふうに予定しておりますので、お時間のある方につきましては、是非、ご

来賓いただきまして、祭りを盛り上げていただければ大変ありがたいと思います。以上です。あっ、時

間は１１から４時まで。 

【支所：竹永課長】 

 えーと、市民福祉課の竹永です。あの、特に資料はございません。１点ばかしご報告申し上げます。

今、石狩市におきまして、地域教育推進協議会という形で、中、小、幼、中学校、小学校、幼稚園、こ

ちらであれば保育園ですけれども、中学校までを一つの単位とした一貫教育をしようという行動が行わ

れております。で、その会議に出ましたところ、ほかの本町ですとか色々ありますけれども、その中で

幼稚園の頃から、例えば元気に挨拶をしましょうだとか、朝食は摂りましょうだとか、そうゆうのを目

標としてやっております。で、浜益の方ではどうなのかということになりますと、それはもちろん食べ

物を食べ、挨拶をするというのは当たり前なんですけれども、地域性を活かそうということで、前の協

議会の時にお話しさせていただきました、アゲハ蝶のことをそれぞれのところで育ててみないかという

ことで、現実に幼稚園（保育園のことである）、小学校、中学校にそれぞれエゾエノキとサンショの木

を植えております。で、実は幼虫を動かしてやっておりましたが、場所が悪いのか何か、蟻に食べられ

てしまって、うまく成長いたしておりません。それが現実です。それから、私のところでやっておりま

す幌の方では、５匹ぐらい間違いなく孵ったのを確認しておりますので、これからは少し増えていくの

かなぁというふうに思っております。いずれにいたしましても、幼、小、中合わせてほかの地域の木も

合わせまして、エゾエノキ４２本、サンショの木４０本、この浜益区に設置しております。えー、今の

アゲハにつきましては、この時を待たずしてもう一度産卵するはずですので、それを持ってその動きが

どれだけ動くのか、どれだけ定着するのかということを見極めていきたいというふうに考えております。

えーと、私の方からは、その教育推進会議の部分で連絡報告いたします。以上です。 

【支所：赤間課長】 

 建設水道課の赤間です。私の方から現在進めております事業について、若干内容のご説明とご協力を

お願いしたいと思っています。まず初めに簡易水道の配水管敷設替事業でございますけれども、この事

業につきましては、昭和３９年それから昭和４６年にですね、敷設されました石綿セメント管と老朽管

の著しい破損部分につきまして、１６，６２０メートルの工事を平成１３年度から実施してきていると

ころでございます。今年度は、浜益区の浜益地区のですね、中通り線約４００メートル、それから幌市

街線の一部約５５０メートルの配水管の敷設替工事を現在進めているところでございます。特に浜益地

区の中通り線がですね、幅員３メートルと非常に狭い関係上ですね、工事期間中通行止めにしてですね、

現在進めているところでございます。それから幌につきましても、市街線のですね、幅員の関係上、Ｎ
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ＴＴの配線が入っている関係上ですね、どうしても道路側の方にですね、敷設替えしなければならない

ということでですね、片側交互通行により工事を進めさせていただいております。これらの地域の方々

にはご不便をおかけいたしますけれどもご協力の程よろしくお願いいたします。中通り線につきまして

は、お盆前にですね、一応通行止めは解除する予定でございます。それからこの事業につきましては、

来年度、平成２０年度で幌地区の残りの部分約２，４００メートルの敷設替えで完了する予定となって

おります。参考まででございますけれどもこの事業に要する経費は、総事業費が約５億千６百万円、こ

のうち国庫補助金が１億４千５百万円、残り地方債３億７千百万円の財源起債となっております。その

うち地方債３億７千百万円のうちですね、過疎債が５０％、１億８千５百万円、これが過疎債というこ

とで、過疎債はご承知のとおり元利償還金の７割が地方交付税で還元されておりますので、まあ、あの

そういった面で平成２１年度で過疎の特例が終わりますが、その前までに完成させるということで、予

定では平成２０年度完成で進めてございます。それから、あの、次に浜益浄水場の改修でございますけ

れども、これにつきましては、平成２０年度実施設計いたしまして、平成２１年、２２年度の２年間で

約４億円程度で、今改修を予定しているところでございます。それから３点目として濃昼橋の改築工事、

これが、今月、明日ですね、入札がございまして、あの、工期が７月の３１日から１１月７日までの期

間でですね、いわゆる、あの、高欄の補修、それから桁の補修塗装、配水管の補修等々予定してござい

ます。それから毘砂別橋につきましては、平成２０年度改築の予定をしております。それから毘砂別自

治会の方から要望が出されておりますいわゆる毘砂別川に架かっております人道橋の件でございます

けれども、これにつきましては、あの、本来であれば、１９年度の予算要求したんですけれども、まあ、

あの、予算が付かなかったということで、来年度の２０年度のですね、この毘砂別橋の改修に合わせて、

あの、この撤去をですね、していきたいなぁということで、今、土木、本庁の土木課とですね、協議し

ておりまして、大筋、まあ、了解を得ておりますので、そうゆう形で進めていきたいと思いますので、

まあ、会長さん自治会長も兼ねておりますので、その辺ご理解をいただきたいと思います。以上でござ

います。 

【教育委員会：渡辺課長】 

 それでは、浜益生涯学習課の方からですね、２点ほど報告とお願いを申し上げます。まず１点目でご

ざいますけれども、前回お話ししておりますけれども、石狩ウルウル家族体験ですね、この事業につき

ましては、前、合併前浜益ウルウル家族体験として、平成１５年から平成１７年までの３年間実施して

おりましたけれども、今回合併いたしましてですね、石狩、厚田、浜益それぞれの小学校５、６年生を

対象といたしまして、実施することとなりました。実施期間なんですけれども、すでに募集は終わって

おりまして、期日は８月の６日からですね、８日までの２泊３日間でですね、募集いたしましたところ、

まず浜益区からの子ども達なんですけれども、５年生の男の子が４名、２班、２組に分かれます。それ

から女の子が３名の申し込みがありまして、あの、これら７名の子ども達につきましては、石狩市の方

の家庭の方で預かって貰うこととなっております。それから石狩の方の子ども達なんですけれども、同

じく５年生と６年生なんですけれども、あの、それぞれ、まあ、女の子だけなんですけれども、５年生

の女の子が６名、それから６年生の女の子が３名、この中に浜益の方から石狩市に異動いたしました西

田、元浜益の教育委員会におりました西田社教主事の子どもの、り子さん、また受け入れ家庭といたし

まして、幌の立浪さん、この協議会の委員でもあります立浪ゆかりさんのところと浜益の蛯名幸四郎さ

んのお宅で受け入れてくれる予定となっております。立浪さんのお宅には花川小学校の西田り子さんほ

か、３名の６年生の女の子、それから蛯名さんのお宅には若葉小学校の５年生の女の３名がお世話にな

ることとなっております。（注：残り５年生３名の女の子は、厚田区の家庭で受入。）先程も申し上げま
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したけれども、６日から８日までの２泊３日ということで、６日のだいたいお昼頃ですか、浜益の方に

来まして、で、８日のだいたいお昼過ぎぐらいに帰ることになっております。この事業はですね、あの、

教育の出発、原点といいますか家庭教育の支援を目的といたしましてですね、その地域の家庭に入るこ

とによりましてですね、家庭の大切さ、地域の大人とのコミュニケーションの中から人間関係を深めて

ですね、生きる力を身に付けさせようというのを目的といたしておりますので、皆さん、あの、見慣れ

ない子ども、見慣れない子というのはちょっと…。地元の子どももそうですけれども、見かけましたら

ですね、積極的にですね、声をおかけいただきまして、挨拶でも何でもいいので、そういった中で地域

のみんなで支えながらですね、見守っていければというふうに思います。それともう１点ですけれども、

今日ですね、２００７年版の２００７塾祭り実行委員会ということで、ここに立浪さんもおられますけ

れども、今年、去年１年お休みいたしまして、今年開催することを相当悩みましたけれども、日程の方

が８月の２６日、日曜日、午前９時半から午後３時３０分まででしたっけ？ 

【立浪委員】 

 １５時です。 

【教育委員会：渡辺課長】 

 １５時でした。１５時までの間で、陶芸、草木染め、ステンドグラスなどの展示、そして、あの、そ

の場で販売も？ 

【立浪委員】 

 はい。 

【教育委員会：渡辺課長】 

 販売も行うこととなっております。で、実行委員会の方で、まあ、実行委員会…。たくさんのご来場

をお待ち申しております。私からは以上です。これについて、立浪さんの方から何かございましたら。

立浪さん。 

【立浪委員】 

 ないです。 

【教育委員会：渡辺課長】 

 いいですか？ 

【立浪委員】 

 はい。 

【教育委員会：渡辺課長】 

 じゃあ、よろしくお願いいたします。 

【支所：木村課長】 

 浜益国保診療所の木村です。診療所の方から１点だけ報告いたします。えー、昨日になりますけれど

も、石狩のインターネットテレビのえりすテレビさんからＤＶＤプレーヤーを診療所の待合室の方に設

置していただきました。診療所の方では放送を見られる環境にないんですけれども、一人でも多くの人

に放送を見て貰いたいとのことのご配慮によりまして、録画にはなりますけれども、見ることが可能と

なってございます。外来の患者など多くの方に見ていただけるように１日、まあ、午前、午後１回程度

放送しております。放送の内容につきましては１ヶ月程度で更新していただけるというふうに聞いてお

ります。以上なんですけれども、詳しいことについて報告があれば、地域振興課の尾崎主査の方から何

かありましたら？ 

【支所：尾崎主査】 
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 まあ、えりすテレビの関係は、協力会員募集ということで、お手元に資料を配っております。この中

に書いているとおりです。で、今、浜益でブロードバンドが入っておりませんので、それぞれの家庭で

見たくてもですね、インターネットで見ることができないものですから、せっかくの機会なので、それ

らのチャンネルを診療所の待合室で待っている間に見ていただこうということで、えりすさんの方でＤ

ＶＤを用意して、そこで流しているということですので、診療所に行く機会、あまりない方がいいんで

しょうけれども、もしそういう機会がありましたら、ご覧になっていただきたいなぁと、で、それが実

際インターネット上でですね、見ることができる石狩の中の浜益に関連するチャンネルがありますので、

それをＤＶＤで見ていただいているという形です。以上です。 

【支所：宮田部長】 

 最初のですね、ふぅどフォーラムの紹介の中で大事な人を落としていたんですけれど、パネルトーク

の中でですね、コーディネーターにですね、竹田正直先生という先生に来ていただくことになっており

ます。その竹田先生につきましては、北大の名誉教授でもあり、北海学園大学の開発研究所の特別研究

員ですけれども、茂生（注：現在の浜益区浜益）の出身でございまして、今の池田商店の辺りに実家が

あったと思います。竹田先生には、実行委員長にもなっていただいておりまして、先程ご紹介するのが

忘れまして、失礼いたしました。併せてご紹介させていただきます。 

【支所：尾崎主査】 

 それでは、報告の２番目、地域協議会だよりの編集発行について、で、前回８月に開催されましたけ

れども、それ以降に発行した地域協議会だよりなんですけれども、それぞれご家庭の方に配っておりま

すけれども、皆さんもうご覧になっておられると思いますけれども、今回お付けしている１３号から１

５号まですでに発行しております。それと今回、間に合わなかったので付けなかったんですけれども、

１６号につきましては広報８月号、今月末にそれぞれ各自治会に持ち込むんですけれども、そちらの方

ではですね、先月、６月２７日に開催されました自治会連合会との合同情報交換会の模様を中心に掲載

して編集発行する予定となっておりますので。報告については以上です。 

【北嶋会長】 

 報告の事項で何かお尋ねしたいことありますか？  

【北嶋会長】 

 なければ先に進めさせていただきます。次第４議事について（１）自治会連合会との情報交換会につ

いて【総括】、まずお願いします。 

【支所：尾崎主査】 

 はい。それでは私の方からですね、先月、２７日に開催されました合同情報交換会ということで、あ

の、冒頭の会長と区長の挨拶でも言われておりましたけれども、初めての試みという部分、それとせっ

かくの機会でありましたので、そのまま終わらせてしまうのももったいないのかなぁと、今後に繋げる

ために、今一度ですね、皆さんで大まかな内容を理解していただいて、次に繋げていただければなぁと、

こういうふうに、またちょっと意見交換していただければなぁと思いまして、今日、議案として用意さ

せていただきました。で、次第についてはですね、お手元に配布しております。どういう内容で意見交

換されたかというものの要旨をですね、概略なんですけれどもペーパーでまとめたものをお配りしてお

ります。内容といたしましては、それぞれ捲っていただいて、２ページ目、これについてはですね、そ

れぞれ区長それと北嶋会長さらに神田浜益区自治会連合会長、お三方のご挨拶の内容を大まかに載せて

おります。その後ですね、区長の進行で意見交換に入りました。で、その内容につきましては、大きな

テーマはですね、浜益区の地域づくりについてということで、地域づくりということよりも浜益区を形



 9 

成している中で一番大きい根幹をなしているのが、自治会であり、自治会活動なのかなぁということで、

住民の生活に密着した部分も含めてですね、大きい部分がありますので、それらをテーマにして今回は

設定しました。その中で、まず最初にですね、行政報告ということで、高校問題、浜益高校の存続問題

について、生涯学習課長の方から報告を受けました。内容については、皆さん、もうご存じかと思うん

ですけれども、ここに記載しているとおりで、この９月にですね、正式に方向が定まるのかなぁという

状況になっております。その後、最初にですね、今回、各自治会に参加をお願いした中で、協議会の委

員の皆さんにもせっかくの機会なので、もしこの場で、この情報交換会の中で意見交換するようなテー

マがあればということで、募集いたしました。その中で当日は欠席されたんですけれども、千代志別自

治会の方から、是非、バスの部分をテーマにしていただけないかということで、実は千代志別自治会の

方から、バスの予約便の関係で提案といいますか要望に近いものだったんですけれどもございました。

それらを含めて、それとですね、バスの利用実績状況を説明しながら、バスの浜益スクールバスのです

ね、状況について色々とご意見いただきました。その中で、群別の自治会の方からですね、お話しいた

だいた中では、群別、幌の北方面ですね、午前中に１便、何とか増便していただけないかという要望を

地域の人から聞いているというようなことが述べられておりました。それと、床丹、千代志別など区内

の学校の生徒がいない地域については、予約地区に現在なっております。その予約地区を、何とか予約

でなくて、その日によって都合が変わってくるんで、予約でなくて定期路線に何とか組み入れられない

かということで、そういうお話もでておりました。その他に実田於札内地区、実田地区の奥の方にはで

すね、国道以外、ちょっと入っていないものですから、そこの部分も含めた中で、区内、もっと合理的

に何とか廻るシステムがうまく構築できないかどうかも含めて、地域として積極的に取り組んでいくべ

きではないかということで、ご意見をいただいておりました。バスの件については、大まかにだいたい

そんな形で意見が出されておりました。続きまして、その後ですね、あの、先程出ておりました、婦人

会の部分、うちの立浪委員の方からですね、川下地区の婦人会が、浜婦連の方から一時、今抜けている

ということで、まあ、あの、婦人会の方も、自治会の中に一応所属という形にはなるのかも知れません

けれども、自治会、婦人会というのは、一番地域づくりの中でも重要な核となる部分なんですけれども、

その辺、今、そういう状況なので、何とか和解できないかということで、ご意見出ておりまして、その

中で川下自治会長さんの方からも色々ご意見いただいたんですけれども、何とか、それぞれの川下婦人

会だとか浜婦連だとか、という方々で何とか話し合いを持つ場をセットしていただきたいなぁというこ

とで、区長の方からそういう話をして、その件については締めております。それから、その後ですね、

北嶋会長の方から、自治会側の方に地域協議会に何か意見、要望、こういうことを取り組めないだろう

かということで、何かあれば出していただきたいといことで、連合会の方に一応打診いたしました。そ

れで、連合会長の方もですね、同様の活動をしているのと、予算確定時期にそれぞれ各自治会から要望

を上げたりしてて、そういう活動をしているので、その場では地域協議会には特にこういうことをして

いただきたいというのは特に用意していないということで、お話しされておりました。その後ですね、

当日用意していた、各自治会の運営状況等の資料の説明、それと、敬老会の取り組みの状況について資

料を配付しておりましたので、その説明をそれぞれの担当の方から行いまして、その中で、まず、敬老

会のお話になりました。で、敬老会については、やはり、どこもですね、非常に高齢者が増えてきてい

る中で、それを祝ってあげる立場の方々が逆に減ってきている中で、敬老会を運営していくのも、なか

なか大変だという中で、しかしながら、あの、何とかですね、各地区共に婦人会の方に色々ご苦労いた

だいて、例えば、料理を用意していただいたりだとか、そういうことで何とかやりくりしていると、た

だ、あの、長い将来といいましょうか、近いうちにはなかなか厳しい部分も出てくるのかなぁという部
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分もありましたけれども、何とか…。幌自治会の方からは、そういう形でやっているので、後何年かは

ちょっと限界が来るまでは、今の形で何とかお祝いをしたいと言われておりましたが、全体的には、な

かなかそういう形で、それぞれの地区で敬老会のお祝いをしていくのは、なかなか大変な時期に来てい

るというお話が出ておりました。えーと、それとですね、その後、前回、滝の川、滝川市のですね、滝

の川東地区町内会連合会のライフサポート運営委員会の資料をお渡ししたんですけれども、その説明を

して、休憩に入ってから、その後ですね、それぞれの自治会の中で、色々ご苦労されている点、色々あ

るかと思いました。それで、その中で、区長の方から、それぞれ各自治会の方にご意見をいただいた中

で、まず、浜益自治会の方からは、自治会の運営が厳しくなってきていると、その中で、特に街路灯の

ですね、負担、それぞれ自治会でですね、負担している部分があるんですけれども、それが、どうも負

担が大きくなってきていて、自治会運営を圧迫しているというようなご意見が出ておりました。それと

敬老会についても同様で、自治会費のこれ以上増額するのは困難な状況であるということも申しており

ました。それと、何となく協働という名前の下に自治会が最近利用されているような感じがして、本来

行政がやらなければならない事務が自治会に何か移行しているなぁということで、行政と自治会のそれ

ぞれのやるべき役割を何か整理する必要があるんじゃないだろうかというようなことが言われており

ました。それから、毘砂別自治会の方からはですね、こちらもやはり高齢化によりまして、自治会の運

営にも実際に支障をきたしていると、で、敬老会の運営も、後もう僅かで困難になってくるんじゃない

かということで、毘砂別地区としては、今後、行政主導で行っていただきたいというような内容のご意

見がありました。それと、同じくですね、街路灯だとか、会館の修理などで、色々と経費が掛かって自

治会の運営が厳しくなってきているということで、あと、自治会内なんですけれども、活動が隅々まで

行き届いていないだとか、毘砂別川で橋が、老朽化している橋が架かっている部分があるんですが、そ

の橋を撤去していただきたいということで、そういう意見も出ておりました。それから、幌自治会の方

からは、やはり高齢化により、運営が困難になってきていると、それと、今実際に千代志別、床丹地区

の方からは、葬儀などの応援要請もきており、幌自治会では、それらの自治会を含めた中で、リーダー

シップを取りながら、そういう自治会の応援もしていかなきゃならないんだろうと感じているというこ

とを申しておりました。あと、消防団員の減少と高齢化してきているので、消防団活動もなかなか大変

になってきていると、それと同じく街路灯の負担が大きくて、年３，６００円の自治会費だけでは、運

営が困難になってきており、赤字決算になるのではないかというふうに危惧されていると、それと、今

年火葬場が、区の火葬場がですね、出来る予定となっております。で、火葬場が出来ることによって、

今までは幌自治会で葬儀を出したときには、火葬場使用料が自治会に入ってきていたけれども、今度は

自治会の火葬場でなくて、市全体の火葬場を使うことによって、その収入が無くなるということで、そ

れも自治会運営を困難になる要因の一つになりうるのかなぁとということで、お話がありました。だい

たい自治会の方からは大まかにそんなご意見が出た中で、それではせっかく参加しているので、地域協

議会の委員の方々もどうですかということで、後藤委員の方から、地域協議会の活動の内容について説

明していただきました。その中で、昨年、長沼の方に視察に行って来た部分で、道の駅だとか、グリー

ンツーリズムの関係の取り組みをですね、視察してきたんですけれども、それらを何とか浜益でも、う

まく反映できないかということで、その辺の情報があればということで、ご意見いただいたんですけれ

ども、これ、後ほど出てくるんですけれども、まとめてですね、宮田部長の方から説明はさせていただ

きたいと思いますけれども、その中でですね、あの、この情報交換会の直前に議会の定例会がありまし

て、その中の会派代表質問の中で、実は、道の駅の質問が出されました。その道の駅、どのように考え

ているんだという内容の趣旨の質問だったんですけれども、それに対して田岡市長がですね、道の駅の
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部分については、浜益区の方で、地域協議会の中で議論されたり、視察に行ったりということで、取り

組みをしている、その意を踏まえて今後の浜益区の取り組みに期待しているという内容の回答がありま

した。まあ、この内容からすると、場所については、浜益区ということで、大まかには、市長はそう考

えているのかなぁということが捉えられました。あの、総合計画の戦略計画に道の駅の事業も載ってい

るんですけれども、まあ、場所については、明確にはされていなかったんですけれとも、これらの部分

から何となく浜益区に絞られてきたのかなぁという内容でした。それと、田端委員の方からも、自治会

運営の関係で、ご意見が出されてて、たまたま川下自治会の中で、葬儀の運営等、色々高齢化になって

きた中で、葬儀の手伝いだとかが大変になってきていると、特に会計だとか、供物等の筆字を書く人が

不足してきていて、非常に、近い将来困るんじゃないかということで、お話がありました。あと、佐々

木委員の方からは、なかなか地域協議会の方では成果が示せなかったんだけれども海から見る観光が浜

益にはすばらしいものがあると、その中で、あれもこれもというのよりも、何か一ついいものを探し続

けて、続けるのも一つの方法かなぁということで、これはいいぞというスペシャリスト的な人、こんな

人を３人も作り上げて、そういういい部分を探し出してＰＲしていったらいいものが出来ていくんじゃ

ないかなぁというようなご意見をいただきました。あと、さっき言った宮田部長の方からですね、道の

駅のそれらの後藤委員からご質問、ご意見あった部分についての回答とそれと街路灯の組合拠出金の関

係も各自治会から負担が増えて困るといった部分の話があったものですから、それらに対する…。たま

たまその日ですね、市議会のですね、予算特別委員会があったものですから、その拠出金に関する質問

があったんですけれども、群別自治会の方から自治会の運営について、意見があったんですけれども、

蜂谷会長の方からなんですけれども、出席してそれぞれ自治会で苦労していることが分かったと、で、

浜益には、暗い話だけでなくて、従来から協働といいましょうか、それぞれ自治会なり区内でお互いに

助け合っていくという協働という部分が、もうすでに出来上がっていて、実践されているということを

話されていたんですけれとも、その他に、今、市の財政再建が色々と取り上げられている中で、地域協

議会の役割、それと、自治会連合会のそれぞれの役割というのは、大きいものがあるのではないかとい

うことで、まあ、群別地区は自前で会館を持っています。これは、市ではなくて自治会所有の会館なん

ですけれども、かなり古く５０年も経っていて、維持も大変になってきているんだけれども、まあ、こ

ういう形で地域協議会と自治会連合会が一つになって会議をしていくと、情報交換していくというのは、

意義があるものであって、そういう形の中から、地域から色々な声を発信していくことが大事ではない

かということを言っておりました。で、大まかにそんな感じで、で、最後にですね、竹永課長の方から、

日赤社資の関係でお願いをして、だいたいそんな形で２時間程度の会議で締められました。以上です。 

【北嶋会長】 

 はい。 

【北嶋会長】 

 この間の意見交換の時に渡辺課長の方からありました行政報告の中で、高校の存続問題、これ、この

間、テレビを見ていたら、何か聞いた声だと思ったら、若狭さんが説明していたんでないかと…。かな

り厳しいような状況のように新聞で書かれておりましたが、今の段階で話せる、その当時のそれと変わ

りありませんか？ 

【教育委員会：渡辺課長】 

 変わりないです。それとですね、あの、前にお話ししたときに、７月の中旬に地域別検討協議会が開

催予定ということで言っておりましたけれども、その地域別検討協議会の中で道教委の方から、廃止す

る方向の地域、高校が無くなることによって、一番近隣の高校まで通学するとして、それからまた、通
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学できない場合は、下宿するとした条件に応じた一般通学支援として、５万円ということでその場では

示されました。それと、中身といたしましては、通学費の上限月１万８千円を超える分について通学費

を助成しますよ。通学できない子については、下宿になりますけれども、下宿については、道内の間借

りの基準、食費を除いた額だと思いますけれども、１万５千円以上２万円ですね、２万円の助成しか受

けられません。これは、今現在での案ですけれども、その最終決定は９月の初旬となっておりまして、

現在各地域別に説明して、検討協議会を開いているところですけれども、先日、どっか道南の方の関係

でも、浜益高校と同様に高校存続の協議会が立ち上げられて、インタビュー内容がテレビ放映されてお

りました。去る１７日の地域検討協議会の中で、四宮教育長も出席しておりまして、先程言いました支

援策を提示されても教育委員会といたしましては、検討協議会が示した助成の協議に入る前に、何とか

浜益高校存続についてお願いしているところであります。連絡会の考え方といたしましても、今後も存

続をお願いしていくこととしております。近々ですね、来週になろうかと思いますけれども、連絡会の

会議が開催されますけれども、その中でも存続に向けた運動を展開していく予定となっております。 

【北嶋会長】 

 教育に関連して、区長、浜益中学校の校舎は大丈夫なんでしょうか？ 

【支所：大原区長】 

 うーん。大丈夫じゃないんだけれども…。かなり…。 

【教育委員会：渡辺課長】 

 市の方といたしましても、今、耐震化の調査を段階的にやることになっておりまして、浜益中学校に

つきましては、目標の中では、市の総合計画の中で全市の小中学校の調査をいたしまして、危険校舎と

なれば、それなりの耐震補強をしていくこととなります。まずは耐震化の調査を実施いたしまして、平

成１９年度ではありませんが実施する予定です。当然浜益小学校も該当いたしますし、計画的に進めて

参る予定になっております。 

【北嶋会長】 

 はい。何か委員の方で交換会のことについて何かご質問ございませんか？ 

【羽山委員】 

 はい。 

【北嶋会長】 

 はい、どうぞ。 

【羽山委員】 

 えー、前回だったと思うんだけれど、区長と婦人会長の立浪さんか？、川下の自治婦人会に対して、

何か、立浪さんから質問ていうか、意見出て、そんなのでたら地域の崩壊に繋がってくる、何とか出来

れば、その、行ってお話ししてみたいというようなことのお話だったんだけれども、どうしましたか？ 

【支所：大原区長】 

 えーとですね、あの、実は渡辺課長に内々にですね、会長にお話しいただいて、えー、まあ、あの、

あれからちょっと時間をおきましてですね、川下の方の中でも色々な議論があるんだろうという想定で、

ちょっと時間をおいたんですけれど、それで、課長に行っていただいて、あの、色々な事情があるんで

しょうけれども、まずお話を聞かせていただくというか、そういう場を設けたいというお話しでおりま

したけれども、あまりいい返事か返ってこなかったんで、えー、ちょっと、さっき冒頭でも私言いまし

たけれども、どうしようか実は思っております。ただ、このまま放っておいても解決しませんので、あ

の、まあ、先程もお話ししましたけれども、やっぱりこの地域、各地域ですね、あの、小さな集落だけ
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でなくて、それぞれ自治会でもですね、活動にも限界が出てきているというのはですね、前回の情報交

換会でも、あの、各自治会、お金のことも勿論そうなんですが、人的な世界で、もう出来なくなってき

ているというのが、それぞれの地域の自治会の会長だと思うんですよね。だから、あの、出来るだけあ

の地域の中での、まあ、自治会を支える、特に婦人部、婦人会の方にとっては、中心になって自治会を

支えていただいているところでもありますので、あの、皆さんが、川下みたいな形で、法的に制約がな

いからということで脱会されてくるとですね、私達行政にもですね、あの、ただ単にお願いするという

意味だけではなくて、地域全体の力が非常に弱くなっていくことをすごく心配しておりまして、何とか

あの、話し合いだけでもですね、テーブルに着いていただくように、あの、努力していきたいなぁと思

っていますが、今、今日現在ではですね、全然、意見ちゅうか状況は変わっておりません。 

【羽山委員】 

 ああ、なるほど。 

【支所：大原区長】 

 ええ。ですから、あの、それは地域の問題でもあるし、ただ、あの、婦人部の活動の問題だけにとど

まるものではないと、実は思ってまして、あの、ほかのこういうのがほかの地域に影響を与えていくこ

とによってですね、その方が心配をしておりますので、ただ、行政としてはですね、自治会の活動なり、

婦人会の活動について、あの、こんな、あの、まあ、指導っていいましょうかね、そういうような立場

っていうのは、あの、好ましくないんで、あくまでも、自治会なりの自主的な活動っていうのが、これ

の支えとなっている訳なんで、あの、まあ、首に縄を付けて、あの、テーブルに着いてくださいという

話にもならないのでですね、今ちょっと色々とまた考えながらですね、何とか話し合いとか、あの、地

域の全体の協力者の一つの地域として、また、復活、復帰していただきたいなぁというふうにお願いを

していきたいなぁと思っております。 

【羽山委員】 

 まあ、区長の話はよく分かるんですけれど、これは、浜益婦人会の連合会にお願いして、それで、連

合会の中にはＯＢもたくさんいることだし、婦人会の中で何とか努力して貰うと、この方がね、まあ、

この意見出たのも、たまたま、この委員の中の立浪さんっていう方だったし、それでね、何か川下の会

長さんみたいに法律で、云々かんぬんとかさ、まあね、そんな話するために作ってる、こういう団体で

ないんだ。まあ、これは、戸澤君が言うまでもなく、みんな分かってることなんだもん。したから、こ

れ非常にこういうことで意見出してくれた立浪さんはそれなりにね、やっぱり、これを相当、心を痛め

ているんでないかなぁと思う。 

【支所：大原区長】 

 それは、まあ、羽山さんの言うとおりであると思いますし、これは約１年くらい、あの、くすぶって

た問題で、私も耳にずっとしてまして、あの、浜婦連自体も、あの、色々な形で、あの、そういう場を

設けたいということで、何回もうちの、あの、生涯学習課を通じてですね、担当含めて、あの、アクシ

ョンを起こしておりましたけれども、そういう結果については僕も承知の上で、この間そういう話が出

たんで、改めてそういうお話しをさせていただいたんで、あの、最初から、あの、私の方で何か調整を

するというやり方っていうのは、さっき言ったように、各自治会あるいは婦人会の活動の問題ですから、

あまり口出しはしたくなかったんですけれども、あの、それだけでも、ただ、放っておく訳にもいかな

いんで、見かねてっていうことで、私からお話しをあえてさせていただいたんですけれど。 

【羽山委員】 

 あの、川下のね、戸澤さんのああいう意見聞いてて、非常にね、考え方がね、地域の崩壊に繋がって
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いくようなね、とにかく誰もね、個人の意志ね、止められないようなさ、法律で云々かんぬん…。そう

いうために連合会なり婦人連合会作っているわけでいないんだからさ。地域の和ってもの全然なされて

いないようなものだ。したから、区長もそういうことで何回か耳にしたから、投げておけないって気持

ちになって、ああいうこと提案してくれたと思うんだけれど。今現在なかなか進まないっていうことは、

どうだろうね区長、しばらく婦人会の中でさ、知恵絞ってその中で区長も入って一つよろしくって頼ま

れたら行けばいいし、それなりに努力して、婦人連合会に一回、その、区長の立場から一つ連合会で、

現在の役員の面々にさ、もし必要であれば、俺たちみたいに古くから会長やら役員やっている人もいる

んだから、そういう人たちの意見も聞きながらさ、それで婦人連合会で会議を起こしてみて、それでな

お区長さんも必要だとか、あと、市も必要だとかになれば、参加してもいいだけれども、とりあえずは、

その辺を婦人会のことだから婦人会にお任せして、何かアクション起こして貰って、そうすれば何か見

えてくるんでないかなぁと思っているんですけれども、このままであればね、非常に川下地区としても、

非常に不幸なことが起きてくるってことさ、必ず。さっきの説明のように敬老会もあればあるいは役員

会が少ないお祭りだって婦人会の協力無くして出来ないんだから。その中でね、そんなことになってあ

ったら、結局、非常にその中にいる、先程いっぱい説明ある老人の方達ね、１００％ひっぱらさるばか

りだし、非常にそこの地域の人にしてみれば不幸なことになるかも知れない、したから、出来れば区長

に連合会の方にね、お願いして、一つ何か取っ掛かりを作ってもらって出来ないものだろうかね。こう

やって投げておいたって時間が経てば経つほど、まあ、難しくなる。 

【支所：大原区長】 

 あまり、あの、時間をおくのはまずいと思ってますんで、なるべく、今お話し合ったことを含めて、

あの、また、あの、浜婦連の方とも相談して、何かいい対策あるいは、あの、地域の中での色々な、い

や、この問題については、やっぱ、地域としてきっちり受け止めてほしいと僕はそういう気持ちはあっ

たものですから、あの、放っておいて、あの、直るもんじゃないし、かといってほかの地域に色々な意

味で影響を与えることでもありますんで、まあ、区としても放っておけないなぁという感じはしてたん

で、あの、何とか、あの、早急にですね、あの、解決できるように努力していきたいと思います。 

【羽山委員】 

 前回、ああいう話で、今回、あの、その経過報告無かったものだから、どうなったのかなぁと思って。

一番最終的にね、犠牲になるのは老人だから、地域で色々何かやるっていったって手間になるんだから。

以上です。 

【北嶋会長】 

 それでは、あの、だいぶ時間も過ぎましたので、あの、皆さんのお手元にもう一つ（２）の関係の資

料入っていると思います。この資料の６点あるうちで、６点目の方は一応進行して、まあ、地域協議会

からは離れまして、あの、担当の方で進めていただいているということで、それから、④の関係につい

ては、まあ、市の補助を受けて、今実施中だというようなことで、あと残っているのは４点となってお

りますけれども、これからですね、協議に入ってもそう簡単に収まる問題じゃないと思うんで、それで、

次回の協議会に、また継続検討事項として、回したいと思うんですけれども、いかがでしょうか？ 

【後藤委員】 

 いいんでないでしょうか。 

【北嶋会長】 

 そういうことで、あの、継続検討事項として、繰り越していきたいというふうに考えております。そ

れで、あの、５のその他の関係で事務局にちょっとご相談申し上げるんですけれども、今のこの関係で、
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予定としては８月のグループ討議が日にちが入ってないけれども、それを利用して、その継続検討事項

を協議したいというふうに考えているんですけれども、いかがでしょうか？ 

【支所：佐藤課長】 

 変更してもいいです。グループ討議を。 

【北嶋会長】 

 じゃあ、そういうことにさせていただきます。あの、日程についてはどうですか？ 

【支所：佐藤課長】 

 後日だな。 

【立浪委員】 

 これ、予定どおりなるといつですか？ 

【支所：尾崎主査】 

 ９月ですね。 

【立浪委員】 

 ９月１９日だよね。 

【支所：尾崎主査】 

 これ、もうすでにグループ討議の段階じゃないのかなぁ。 

【支所：佐藤課長】 

 それ、どういうことよ。これ、もうすでにグループ討議は終わったってこと？ 

【支所：尾崎主査】 

 じゃないですけど。それぞれのグループにその４つをどっかのグループに卸して、グループだけでや

るってことですか？ 

【北嶋会長】 

 いいえ、そうじゃなくて、このグループ討議の日程をね、協議会なりなんなりに格上げするっていう

か、そんな形で円卓会議にしてね、したらどうですかっていうことです。いずれにしても、もう８月と

９月の２ヶ月、２回しか無いわけですから。 

【支所：大原区長】 

 これ、資料２の６までの報告のやつ、次回までにそれぞれまた考えていただいて全体会議、あの、部

門別のグループじゃなくて全体会議として、これを振り分けて地域協議会の３回目になるんだけれども、

それに格上げしたらどうかと…。 

【支所：尾崎主査】 

 ８月、８月いっぱい？ 

【支所：大原区長】 

 で、最後は９月、最後というのでどうだろうかということなんだけれども。 

【立浪委員】 

 ちょっといいですか？８月、当初、予定入ってませんでしたよね。 

【支所：尾崎主査】 

 当初の予定ではですね、８月にもグループ討議がもてれば、グループ討議を入れようかという大まか

なスケジュールだったんですよ。会長は、そのグループ討議をグループ討議じゃなくて全体会議に格上

げして全体で８月にもやりませんかという提案だったんです。 

【立浪委員】 
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 それはいいんですけれども、今日もこの状態、８月にもやるとなると、やはりね、グループ討議する

って言ったって、作れるグループが集まるかどうかってのがあるし、いや、する方向にもっていったと

したらの話をしているんですよ、私はね。そうなると日程調整、かなりきっちり詰めていかないと何も

ならなくなるような気がするんですよね。それでなくても大変すごい空白の時間っていうかね、今日だ

って報告事項がほとんど占めていて、かなり問題だなぁと私は思っていたんですよ。ハハハ。ですから

ね、やるんだったらやるできっちりみんなのスケジュールを合わせて、確実にね、それこそ１００％と

はいかなくても、近い数字をね、集めて貰わないと、本当、崩壊すると思う、私は。そう思いながら今

日聞いていました。ええ、いかがでしょうか？ 

【後藤委員】 

 いやぁ、今、立浪さん言うとおりね、私も悲観的に考えているんだけれども、最近ね、協議会の会議

開催するのにさ、ほとんどね、過半数割るような状態できてるでしょ、ずうっと、今言ったグループ討

議なんてほとんど出来ないと思うんだわ。その辺をね解決しないとね、どうだろう、これ、ほとんども

う出来ないと思う。こういう状態であれば、関心がないのかその辺分からないけれども。 

【立浪委員】 

 そして、私自身は、とりあえずね、最優先に入れているのでね、日程としてね、ダブらないようにし

ているんですけれどもね、今そうやって８月って言われて、さあ出来るのかとなると、何かすごく、も

う８月は結構調整しにくくなってきていますからね、お盆もまずあるし、まあ、お盆はともかくね、そ

の後半というか、お盆の部分が後半に集中してくるんですよね。役所関係だって個人的な問題にしたっ

てね、だから、もしするんだったら確実に集めるような方法を採ってください。私は、是非出たいと思

っていますから。よろしくお願いします。 

【北嶋会長】 

 立浪さん。 

【立浪委員】 

 はい。 

【北嶋会長】 

 ８月中、空いている日程は？あなたの。 

【立浪委員】 

 いえ、いえ。無い訳じゃないんです。無い訳じゃないんですけれどもね、もし決めてくれるんだった

ら、ある程度早く決めてくれないと、こちらでも用事入れちゃいますから、空いてるよって。 

【田中委員】 

 ２０日以降、結構あるもんね、色々と。 

【立浪委員】 

 そうなんですよ。塾まつりもあるしね。 

【岸本（ア）委員】 

 塾まつりは日曜日でしょ。 

【立浪委員】 

 日曜日なんだけれどね、まあ、私は体が空いていればいいんですけど。 

【岸本（ア）委員】 

 だから、協議を全体にするっていう話でしょ。 

【北嶋会長】 
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 はい。はい。 

【岸本（ア）委員】 

 だから…。 

【立浪委員】 

 それはいいの。いいんだけれども、例えばね、おきまりの水曜日とかいうんでなくて、きっちり詰め

ていかないといけないということです。みんなに都合聞いて。 

【岸本（ア）委員】 

 その方が日程、組みやすいね。 

【立浪委員】 

 ええ、ええ、ええ、そういうこと。 

【北嶋会長】 

 今の委員でね、これ、継続審議してくださいって１０月の方に回すというのは、いささかやっぱり心

苦しいですよ。良い悪いは別にして、やっぱりここでね、提案したものは処理して、出来るだけきれい

にしていきたい。 

【支所：宮田部長】 

 今日、これから、この提案をですね、整理して、次回やるときは、最初からこれを集中して、８月の

いつでもいいんですけれど、集中してやるということで、あの、そして委員の皆さんの予定を調整して、

出来るだけ全員出席して貰うように事務局の方で…。 

【北嶋会長】 

 したら、一応、事務局、８月の何日だったら、今きている出席している委員…。イエスかノーか？ 

【立浪委員】 

 夜ですか？ 

【支所：尾崎主査】 

 いや、だから、それも全部ですね、だから委員の皆さん達が、あの、出れる日がいつかというのを、

今日も実は、あの、案内の方には、えー、出れない場合は連絡くださいとのことだったんですけれども、

連絡きたの１名だけだったんで、事務局としては、１４名出ていただけるのかなぁというつもりで、あ

の、実は準備していたんですけれども、えー、なかなか、まあ、昼に集まりやすい人もいれば夜に集ま

りやすい人もいればですよね、そこで、今皆さん方で出来れば一番いい時間帯というのを、まあ、ここ

では無理でしょうけれども、その…。 

【北嶋会長】 

 だから、結局さ、事務局、あんたの日程ちょっと組んでくれ、何日頃だったら可能かどうか。 

【支所：尾崎主査】 

 私の都合に合わせるんですか？ 

【支所：宮田部長】 

 一番最後の週でなければちょっと難しいのではないかと思います。２７日の週、８月の最終週、最終

の週。 

【北嶋会長】 

 最終の週、委員の皆さんどうですか？ 

【支所：宮田部長】 

 お盆も入って、ふぅどフォーラムとか終わってからの最終週。 
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【立浪委員】 

 最終週ね、最終週の夜、夜だな。 

【岸本（ア）委員】 

 夜ってさぁ、女性は出づらいよ。 

【立浪委員】 

 いや、私は夜でも昼でもあれなんですけれど、日中の方が色々あるから。 

【田中委員】 

 じゃあ、夜いいのかい？ 

【支所：宮田部長】 

 全員というのはちょっと難しいとは思いますけれども、出来るだけ多く集まれる…。 

【北嶋会長】 

 最終の週といったら、８月の２７日から３１日の週で都合…。 

【支所：大原区長】 

 ２７日とか、２８日とか決めておいたら、いや、今からだったら予定入っていない人もいるんじゃな

い。 

【岸本（ア）委員】 

 ここにいる人だけでもね、聞けば楽かもしれない。 

【支所：大原区長】 

 うん、毎週水曜日じゃなくても。 

【支所：尾崎主査】 

 それは、あの、特にこだわっている訳ではないんですけれども、まあ、１年、スケジュール組む中で、

ある程度先に分かれば出来るということでやったんですけど。 

【支所：大原区長】 

 月曜日って何かありそうだべや。火曜日ぐらいにしたらは？ 

【支所：宮田部長】 

 月曜日は、ちょっと色々と、２８日か２９日かそのぐらいに。 

【支所：尾崎主査】 

 結局、そうなっちゃうんですよね。まあ、水曜日にこだわった訳でないですし、たまたま、前にやっ

たときが水曜日で、じゃあ水曜日にしますかということで話になったんですけれど。 

【立浪委員】 

 じゃあ、私いいよ。水曜日でも。 

【北嶋会長】 

 事務局に一任するからさ。あの…。 

【支所：尾崎主査】 

 ２８日か２９日で、あと、夜がいいのか、昼がいいのかだけでも決めていただければ、で、あの、と

りあえずですね、どっちがいいのかも含めて、えーと、さっきも言ったようにですね、今日も出れない

場合は連絡いただきたいということだったんですけれども、きていない状態なんですよ。ですから、後

は電話で直接、もう確認するしかないかなぁと。 

【支所：宮田部長】 

 それ、やるしかねえ。 
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【支所：尾崎主査】 

 それで、２８か２９、２日、とりあえず、流動的にしておいていいですか？ 

【支所：大原区長】 

 いや、どっちかにしちゃえ。 

【支所：尾崎主査】 

 どっちかにしますか？ 

【支所：宮田部長】 

 とりあえず、２９日にしておけ。 

【北嶋会長】 

 委員の人は、昼か夜か、どうなんですか？ 

【岸本（ア）委員】 

 日中でお願いしたい。 

【立浪委員】 

 日中であれば、午後であればＯＫ。 

【北嶋会長】 

 午後から、午後からでいい？ 

【立浪委員】 

 うん。 

【支所：佐藤課長】 

 午後からに決めよう。したら。３時からで。 

【北嶋会長】 

 ３時から。 

【石橋委員】 

 ２時からがいい。 

【北嶋会長】 

 では、次回は８月の２９日水曜日午後２時で。 

 

５ 閉 会 

【北嶋会長】 

 それでは、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございました。次回は８月２９日午後２

時からですので、ご出席いただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。 

 
平成１９年８月２０日議事録確定 

 
石狩市浜益区地域協議会 
会 長  北 嶋 富 作 

   


