
 1 

平成１９年度第１回石狩市浜益区地域協議会議事録 
 
日 時：平成１９年４月２５日（水） １３：３０～１５：００ 
場 所：浜益支所 ２階庁議室 
資 料：会議次第 
  資料 1:平成１９年度浜益区地域協議会開催計画（案） 
  資料 2:地域自治組織等の設置状況（道内の合併市町村） 
  資料３:平成１９年度石狩市浜益区イベント予定 
  資料４:食育のお願い（花、花木を育てよう） 
  地域協議会だより<VOL.12> 
  石狩市浜益支所庁舎座席表 
   

＝会議次第＝ 
 １ 開  会 
 ２ あいさつ 
 ３ 報  告 
  １）浜益支所各課業務内容について 
  ２）地域協議会だよりの編集発行について 
４ 議  事 
   １）地域協議会年間スケジュールについて 
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 ○ （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 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：０人 
１ 開  会 

【支所：佐藤課長】 

 それでは、平成１９年度第１回石狩市浜益区地域協議会を開催いたします。本日ですね、１名欠席の
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連絡が来ておりますが、４名まだ見えられておりませんが、定足数に達しておりますので、只今から会

議を開催したいと思います。それでは、北嶋会長から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。ようやく春らしさを感じられるこのごろです。本日は大変お忙しい中をお集ま

りいただきましてありがとうございます。いよいよ平成１９年度がスタートいたしました。皆さんもご

承知だと思いますけれど、去る４月１３日の道新に、消える集落道央の過疎を歩く番外編として、２０

３０年の人口規模の姿が表に出ておりました。その中に旧浜益村の姿として、減少５２％、一番高い減

少率でございました。今後の地域協議会といたしましても心していかなければならない問題かなぁと思

っております。一言挨拶と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。続きまして大原区長よりご挨拶お願いいたします。 

【支所：大原区長】 

それじゃあ、あの開会の前に一言ご挨拶申し上げます。早いもので、３月２２日に１８年度の８回目

の協議会が開催されました。そのときにも申し上げましたけれども、平成１９年度の新年度予算につい

ては、その時点では確定してございませんでしたけれども、そのときにご報告申し上げた状況のままで、

かなりの部分におきましてスタートすることになりました。その中で一つ二つ、斎場建設がもうすでに

入札されてスタートしており、年内に、１２月までに何とか事業開始に向けた工事を進めております。

それから、この４月２日、実質４月２日からスクールバスと住民との混乗の路線バス、これもスタート

しておりまして、何とか今のところは大きなトラブルもなく、だんだんこうなれてくることで乗り降り

ももっとスムーズにいくのではないかと思っております。今のところ、あのそれと、滝浜線の変更につ

いても、まあ、当初予定したとおり順調にと言いましょうか、平均４，５人を超えるようなそうゆう利

用にもなっておりまして、皆さんからまた、色々改善点等の意見も出てくるのかと思いますけれど、何

とか当面の大きな課題は、この４月からスタートできたのかなぁと思っております。で、先ほど会長さ

んの方からもちょっと触れられましたんで、そのことも含めてちょっとお話申し上げたいと思いますが、

知事選はじめ地方統一選挙も行われまして、石狩市の場合、この５月２０日になりますけれども、いわ

ゆる平成の合併後のですね、首長、市町村議会議員の統一選挙というものが全国的にやられた中でです

ね、一つ言われているのは、合併後のいわゆる吸収されたと言いますか、旧町村側の議員がですね、軒

並み減ってきている。これは、形式によってもちょっと違いますけれど、うちと同じような形で、オー

プンで全市一つで行っているところが多い訳なんですが、中には区を一つの選挙区として、何名かそれ

に張り付けて代表団というやり方のところもありますが、それが今この地域、地方統一選挙で合併後の

議員構成が非常にこう、ある程度予想されていた部分ではありましたけれど、非常に中央サイド、吸収

した側のエリアでの議員が多くなってる。この辺は、これから、旧編入先の地域をどうやって意見を吸

い上げていくかということは、これからの選挙ではありますけれど、非常に心配をしているところでも

ありますし、これからの議会構成は、今後に委ねる訳なんですけれども、何とか地域の声を届けると、

それと併せてですね、別な観点から地域協議会の役割もまた別な意味で大きくなっていく状況にあるの

かなぁと思っております。たまたま、先ほど会長さんからも道新のお話がありましたけれど、私にも取

材がありまして、浜高の問題を含めて、３回にわたって新聞の報道になっております。そうゆう中で非

常に今後の地域協議会の色々な協議の皆さんの意見交換の一つの柱としていただきたいと思っておる
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んですが…。この３月末で２千人を割り込みまして、１，９７８名の人口となっております。私事です

が、この浜益に来て４年半になりますが、平成１４年１０月で見ますと、２，２８４名、この４年半で

３０６人減っています。これは、合併あるなしにかかわらずの数字ではないかとそういうふうにそう、

僕はそう思っておりますけれど、こうゆうことでの減り方の中であの新聞なんかでも、私も数年前から

非常にその辺の議論には気にはしていたことなんですが、限界集落というか、６５歳以上の方々が多い

集落、あるいはそれ以上の多いほとんど１００％に近い集落が今後どうやって生きていくかと言うこと

の話があそこの中でも出ていましたけれども、まさにこれはうちに置き換えていけばですね、今まさに

そうゆう取り組みも真剣になってやっていかないと、人口を増やすのは無理なんでしょうけれども、こ

の地域そのものを、コミュニティといいますか、地域がどうやって支えていけるかのそうゆう仕組みづ

くりだとかを是非地域協議会で検討していただくと同時にこれから、地域協議会、各自治会とも相談し

ていくことになりますけれど、具体的には、例えば、自治会の介護だとか、あるいは緊急時の災害を含

めたことの人の配置だとか、色々なことをこれから具体的に議論していく必要があるのかなぁと、たま

たま私もそう思っておりましたので、会長の先ほどのお話と同じ考えでおります。いずれにしても、今

年度、２０年度のスケジュールはこれからお話しいたしますけれど、私どもの事務局は、従来、担当課

長、部長だけでしたけれど、いろいろな角度からの議論を想定した中で各担当課長にも地域協議会に出

席してもらうことにお願いしたいと思っておりますし、何とか今の事業、新たな事業を考えていく以前

の問題として、この地域の仕組みをどうしていくのかということも重要な視点なのかなぁと思っており

ますので、その点、今年の９月までの任期ということもございますけれど、中心にご議論いただければ

と思っております。それと、最後ですが、先日自治会連合会の方からのお願いで、ここの佐々木副会長

の名前で、能登の地震のカンパ、急遽だったんですが、４月２０日の間でさせていただきました。６万

５千円ほど、短い期間でしたけれど、集まりまして、早速月曜日に厚田支所の方に届けて参りました。

この場をお借りいたしまして、お礼申し上げたいと思いますし、厚田区の方では門前町（現輪島市）と

の関係で、この５月１日、２日にかけて全市の部分を併せて見舞金を届けてきました。大変感謝いたし

ておりましたので、この場を借りてご報告させていただきます。ありがとうございました。 
 

３ 報  告 

【支所：佐藤課長】 

 ありがとうございました。早速報告事項に入りたいと思いますけれど、地域協議会規則第２条第１項

に議長は会長が行うとなっておりますので、北嶋会長の方から進行の方、よろしくお願いいたします。 

【北嶋会長】 

 それでは、本日議題の大きな３報告（１）の浜益支所各課業務内容について、ご説明いただきたいと

思います。 

【支所：宮田部長】 

 ご苦労様です。私、４月１日付けで支所部長と総務課長の事務取扱の辞令をいただきました。地域振

興課長といたしましては、１年間でしたけれど、地域協議会にも携わってきた訳ですけれど、力不足で

色々と皆様にご迷惑をおかけしましたことお詫びいたしたいと思います。また、これからも新しい立場

として、地域協議会の皆様と一緒に地域づくりのためにがんばっていきたいと思っております。それか

ら、総務課の今後１年間の主な仕事といいますか…、述べさせていただきます。まず、市の総合計画と

財政再建計画が今年からスタートしております。今後１０年間の方向を決める総合計画の中には、浜益

関連事業も含まれている訳なんですけれど、これらを確実に決めるためには、なんとしても財政を安定
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させなければならないとのことで、平成２３年の収支の黒字を目指して財政再建計画が進められており

ます。総務課といたしましても１０月をめどといたしておりますが、地方財政改革の一貫としての組織

機構の見直し、それから、市有地等遊休資産の活用とか処分につきまして、取り組んでいきたいという

ふうに思っております。また、地域協議会でもご意見、ご指摘ございました災害時等の緊急避難場所等

の見直しについても今後取り組んでいきたいと思います。総務課といたしまして、主な仕事といたしま

しては、このようなところでございます。これからよろしくお願いいたします。以上でございます。 

【支所：竹永課長】 

 はじめてお目に掛かる方もたくさんおられるかと思います。昨年４月１日をもちまして、本庁の方か

らこちらの市民福祉課の方に着任させてもらいました竹永といいます。よろしくどうぞお願いします。

私の方の仕事は、当初から現在まで、変わっておりませんけれど、市民福祉課の課長及びはまます保育

園の園長という形で仕事をさせてもらっています。保育園におきましては、ご存じのとおり、駐車場用

地の確保ですとか、それですとか、現在買収も終わりまして、本年度で工事をして少しでもお子様の安

心安全のためにということで、仕事を進めている段階です。変わりますけれど、工事等については、５

月の連休明けから積極的に進めて参りたいと思っています。市民福祉課の方につきましては、主な業務

といたしましては、戸籍関係、住民票、印鑑登録、戸籍抄本謄本の発行等がございます。あと、外国人

登録、生活保護、児童手当、年金、土地家屋に関する税調査、課税、確定申告等の受付、地積調査、税

の収納関係等々、その他私も全部熟知するような状況ではないぐらいのボリュームがあるのかなぁとい

うふうに感じております。が、そうゆうことにめげず、一生懸命がんばっていきたいと思っていますの

で、よろしくお願いしたいと思います。申し訳ございません。続けて話をしてくださいということの指

示がございましたので、資料の４番をちょっと見てもらいたいのですが、急に竹永というやつは何を言

い出すやつなんだと思われる方もおられるかもしれませんけれど、１７年の合併におきまして私の方は

その当時、地理情報システムという部分で地積の成果を電子化する、俗に浜益村を石狩市浜益区何々と

いうふうにする仕事に携わっておりまして、何度かこちらにお邪魔したことがございます。また、１０

年前から５ヶ町村、石狩、厚田、浜益、新篠津、当別で、これで、地域の枠を超えた地域づくりをしな

きゃいけないということで、官民関係無しで人が集まって、地域の情報交換をやっておりました。こち

らで言えば、岩崎養魚店さんだとか、渡辺善盛園さん、木村農園さん、その他忘れましたが、何人かお

りまして、そうゆう方々と一生懸命地域で地域づくりで、最終的には、飲んで愚だを巻いて終わること

も多かったんですけれど、その当時から浜益は知っておりまして、実はその時から考えていたというか、

実際に来てみたとき驚いたのが、まず、浜益区っていうのは他に例を見ないほど蝶々が非常に多いとこ

ろなんですよね。モンシロチョウだとか、モンキチョウだとかそうゆうのでなくて、大型の蝶々が非常

に多い場所なんです。私も来て本当に車の廻りをですね、バラバラっと飛んでいったら車を止めて見た

くなるみたい、本当にすごい…、何度か止めて見たこともありますけれど本当にすごいところです。昨

年、着任以来、すぐ何人かに話したんですけど、その時にも国蝶オオムラサキの北限であることは、聞

いておりましたし、実田地区におきましては、その保護地区もあるということは、聞いておりましたけ

れども、そうではないんだよ、幌の方にもあるんだよという話も聞いておりました。で、着任して少し

石狩の方から通おうかなぁという気持ちもあったんですけれども、すぐ６月には、やはり地域の皆さん

と一緒に根をおろしたいということで、現在、幌に単身赴任でいますけれど、どうも、蝶々がどうして

も気になりまして、雪印種苗に知り合いがいまして、そこにどうにかならないかと相談したところ、生

態系を壊さない状態で蝶を増やすということは、これは、昨日、区長からも言われたんですけれども、

花を植えて、ただ、それをするんじゃなくて、花以外のもので地域づくりするという感覚も一つ大事じ
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ゃないか、そうゆうことで、指摘を受けております。いずれにいたしましても、成功するかどうかわか

らないのに偉そうなことは言えないんで、昨年５月の連休明けにその雪印種苗の者から少し木を分けて

貰いまして、エゾエノキ、それと山椒の木というのを少しずつ植えました。エゾエノキというのは、こ

の国蝶でいうオオムラサキの食べる、主に幼虫が育つ木です。山椒の木というのは、アゲハチョウが主

です。キアゲハというのは本当に似ているんですけど、これは、よく、パセリだとかにんじんだとかの

お庭や畑に影響を及ぼす、食害を及ぼす可能性があります。それは薬をかけて殺してもらえればいいん

ですけれど、山椒の木、アゲハチョウというのは、本当にそうゆう木にしか付きません。ですから例え

ば、みかん系のものであれば食べてしまう可能性がありますけれど、渡辺善盛園さんほかに聞くと、そ

れはそんなにないんじゃないのということなので、とりあえず木が育つかどうかということで、エゾエ

ノキ１３本、１３本という意味は、大きさを変えてみたりだとか、環境を変えてみるために、多少場所

を変えてやってみました。山椒の木も１０本、私の住んでいる幌の中学校跡地に１本植えてみましたし、

エゾエノキも１本植えてみました。今年その確認してみましたところ、エゾエノキ１本だけが、鹿に食

われてだめでないかということで、後はどうも今の状態では、全部芽が吹きそうだなというところまで

きております。ここで、あの、皆さんに最初のタイトルの食育のお願いということに戻るんですけれど、

私らが一生懸命仲間を作って色々やっても、できるのは、木を植えて幼虫を育てるまでなんですね。当

然、蝶々は飛び回ってどこかにいなくなってしまいます。そしてどこかで蜜を吸って次の卵を産み付け

るためにどこかに行きます。その時に、やはり、蜜を持った花が少ないということは、当然どんどんど

んどん先細りになってしまうことになります。そこで、これは、絶対強制でも何でもございません。も

し、空き地があればですね、なるべく、蜜の多い、昔でいうこけこっこ花などああいうようなところに

よく蝶々が付いている、ちょっとお年を召されている方はよくご存じだと思います。今日は、お年を召

された方がいないようなので、ご存じないかと思うけれども…。そうゆうこけこっこ花ですとか、そう

ゆうものに結構付いて、夕日に写真を撮ると、すごい綺麗なふうになることはご存じかと思います。本

当に無理は言いませんので、一つこの辺をご理解いただいて、ご協力願えればなぁというふうに思いま

す。最後に下の方に書いてありますが、もちろん、この会には、名前もございませんし、規約もありま

せんし、資金も一切ございません。あくまでも自分のできる範囲で、やって貰いたい、お願いしたいと

いうのが、うちらの精神というか、私の今の考えです。できれば、この環境が整備されれば、世間話の

一つというふうになると思いますし、他の市民ももちろん来られますし、今度は、お子さん、お孫さん

の一つの浜益とはこうゆうところなんだぞ、自然がいいんだというのがあるんですけれど、自然もある

けれど蝶もいる、あれもいるこれもいるというふうに具体的なものの話ができる。というような体制を

できればなぁというふうに思っています。わたしも勉強不足のために、意を逸していませんけれど、少

し勉強しながら、皆さんと、また、こういう機会で、どうなったかというのを話せればと思います。た

だ、今年、一応３０本づつ増殖予定で、もう、ある程度植えるところも決め、取り進めています。幌で

成功していますので、基本的には、実田であろうと、柏木であろうと、御料地であろうと、どこであろ

うと、その上のところになると怒られるかもしれませんけれど、幌で試験させて貰いましたので、それ

以外ではまず生育可能だろうと、ということを今のところは確信しています。もし、自分の家の庭のと

ころで１本くらい買ってみようかなぁというような話があれば、また、お話にいつでも乗りたいなぁと

いうふうに考えておりますし、花を植えたい、花を見るのと、それで蝶を育てる、そして、地域をそれ

にもって変えていくという観点から、市民福祉課長が何を言っているんだと言われそうですが、一つご

協力の程よろしくお願いして、一応、市民福祉課の方の話を終わります。長くなって申し訳ございませ

ん。 
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【教育委員会：渡辺課長】 

皆さんこんにちは。私、浜益生涯学習を担当しております渡辺と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。日ごろから地域の子ども達の健全育成と、さらに生涯学習の推進と多大なるご支援とご協力

いただいておりますことに対しまして感謝とお礼を申し上げます。皆さんご存じかと思いますけれど、

生涯学習の中身でありますけれど、前の教育委員会のミニ版ということでありまして、学校教育から社

会教育さらには各学校施設の運営並びに維持管理、さらに給食センターの方の業務を行っています。平

成１９年度のうちの課の行事の計画の中で、皆さん方にお願いしたいことがございまして、合併の１７

年の年まで実施いたしておりました浜益ウルウル家族体験という浜益区の中で小学校の５、６年生を対

象といたしまして、各２、３名ずつ各家庭にホームステイさせていただきまして、その中で、学校に通

うことで、ウルウル家族体験の中身といたしまして、趣旨は、地域の大人とのコミュニケーションの中

から、人間関係を深めですね、生きる力を身に付けさせようじゃないかと始めたものであります。皆さ

んご存じかと思いますけれど、事業名のウルウルの意味といたしましては、出会うの「う」、泊まるの

「る」、触れ合うの「う」、やってみるの最後の「る」の語尾をつなげてですね、ウルウル家族体験とし

て実施してございまして、大変好評を得ていたわけでございますけれど、合併によりまして、浜益区内

での色々な受け入れ家庭の昨今の難しさだとか、そういった部分でちょっと見合わせてみるかというこ

とで、１８年度はですね、休んでおります。この意図しているところは、家庭の良さの再認識、それと

日ごろ親の目から見た子育ての再認識ということで、１９年度にはですね、浜益、厚田、旧石狩を含め

た中でですね、それぞれ石狩の子は厚田、浜益へ、それから浜益、厚田の子については石狩市の家庭に、

ホームステイということで計画を立てています。実施の時期でありますけれど、学校に通うということ

になれば、色々な授業の進み具合だとか色々とありまして、少し難しい面がありますので、夏休みの期

間、２泊３日の予定でですね、だいたい人数が、浜益の場合、石狩の子どもを４名程度ですが、２人ぐ

らいずつ２家庭にホームステイということでお願いしたいと考えております。時期になりましたら、ま

た、回覧等で周知いたしたいと思っておりますので、できれば、委員の方々の中でもし受け入れてくれ

る家庭がありましたら、回覧等があった時点で積極的にご協力いただければなぁと考えております。そ

れから、この前、３月の当初予算の中での主な事業ということで、地域振興課から説明があったと思い

ますけれど、夏の区民スポーツフェスティバル、夏の運動会、それから、冬のスキー場での大会という

ことで、日程の方ですね、夏につきましては、９月９日日曜日、夏期の運動会を予定しています。冬に

つきましては、１月２０日となっております。参考までに。昨年もそうだったんですけれど、なかなか、

近間の方の参加、あるいは、また、若い人方の参加もそうだったんですけれど、できれば、体育の維持

としてと、地域と地域の方々との交流機会をできるだけ活かしたいということで、地域協議会の方々に

ももちろんですけれど、自治会の会議等でも積極的に参加を呼びかけていただきたいと思いますけれど、

できるだけ、もし、こんな形でやれば、なお参加人数が増えるというアイディアがございましたら、皆

様の知恵をお貸しいただければと思っております。たくさんの区民の参加、企画のアイディアがござい

ましたら、生涯学習課の方までご連絡いただければと思います。私の方からは以上でございます。今後

ともよろしくお願いいたします。 

【支所：古川課長】 

 ４月１日で、市民福祉課介護保険を担当いたします古川といいます。１９年度事業といたしましては、

特殊事情等ございませんけれど、先ほど、通常業務として抜粋した資料をお届けしておりますので、是

非ご覧いただきたいと思います。それと、報告事項でありますけれど、今年３月３１日まで、市で直轄

しておりました隣にあります高齢者福祉センター、これにつきましては、４月１日より石狩市社会福祉



 7 

協議会に指定管理移行ということで、管理を移行いたしております。これに伴いまして、職員ですけれ

ども看護師１名、介護員５名、石狩からの派遣職員とホームヘルパー２名、それと、計９名につきまし

ては、石狩市の社会福祉協議会の方に身分移行というふうになっています。それと、現在社福の方から

２名、こちらの方に派遣になっておりまして、計１１名で運営しております。 

【支所：赤間課長】 

 建設水道課長の赤間です。よろしくお願いいたします。日ごろ、土木行政、そしてまた、水道行政に

ついてご協力いただいておりますことに対しもまたお礼申し上げたいと思います。特に除雪業務につき

ましては、皆さんもご承知のとおり昨年９月から戸別収集が始まっておりまして、１８年度においてで

すね、除雪と戸別収集がうまくいくのかなぁと非常に心配しておりましたが、まあ、暖冬のせいでです

ね、かなり雪も少なかったということで、苦情というのは、ほとんどなくてですね、スムーズに戸別収

集と除雪がうまくいった状況となっております。ただ、今後ですね、１９年度以降の降雪状況によって

はですね、ちょっと心配もありますが、とりあえず、ごみ戸別収集元年に除雪とうまくいったというこ

とは、私たちといたしましても喜んでいるところであります。それから、当課の業務につきましては、

安全、安心、快適な生活環境の提供というようなことで、市道８２路線、延長７０キロ、それと普通河

川の維持管理業務を行っております。それと、先ほどお話ししましたとおり、市道、公共施設の除排雪、

それと公営住宅いわゆる市営住宅ですね、の維持管理等々、土木建築担当で行っております。それから、

安全で安心的な水道水の供給ということで簡易水道担当がですね、浜益、実田、濃昼、３地区の施設の

浄水場、それから水源地の維持管理を行っているところであります。それと各戸の水道メーターの検針、

水道料の徴収業務、これらも行っております。それから、配水管敷設替え、合併前の平成１３年度から

石綿管、老朽管の配水管敷設替えを進めておりますが、今年度、１９年度は、浜益地区の中通りの部分

と、それから幌地区の部分を予定してございまして、平成２０年度に幌地区を２，５００㍍程度で完成

する予定となってございます。それと、一番、今当課で大きな課題、問題…、事業を予定しております

のは、浜益区浄水場の改修事業でございます。これにつきましては、今年度、最終的には今年度ですね、

浄水の処理方法、この最終決定をいたしまして、今現在のところでは、平成２０年度実施設計、そして、

平成２１年度、２２年度で、いわゆる旧浜益中央小学校の高台にありますですね、浄水場を改修する予

定で、現在計画を進めているところでございます。そして、２２年度の秋ですね、１０月か１１月頃、

新しい施設からの水道水の供給を予定しているところであります。以上、当課の説明とさせていただき

ます。 

【支所：佐藤課長】 

 最後にそれでは私の方から。一番最後に付けてくれといったペーパーありますよね、それをたくさん

あるのでまとめてみましたので。私の職名はですね、地域振興課長兼ねて浜益支所地域振興課産業振

興・農業総合支援担当課長ということでですね、自己紹介に一番苦労しているだけ長い名称です。４月

１日から異動によりまして、宮田前課長の後を受けて地域振興課長を受けることとなりました。地域振

興課は３名体制でですね、地域振興・広報広聴担当ということで１．５名、市民生活・環境衛生担当と

いうことで１．５名の３名で業務を行っております。地域振興・広報広聴担当では、どんなことをして

いるかと言いますとですね、今回開いております地域協議会の運営業務、そして皆さんに大変お世話に

なっております区民カレンダーの制作、そして、先ほど区長の方からお話がありましたスクールバス、

滝浜線のバスの運行業務ということですね、地域に関わることについて、ほとんどやっている、全般に

やっているということになります。次に市民生活・環境衛生なんですけれども、これにつきましてはで

すね、各自治会、連合会等に関する事務を行っております。さらに、交通安全だとか、交通安全施設の
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管理や団体の事務を担当しております。各集会所の管理も行っております。コミュニティセンター以外

の会館につきましては、特に連合会長さんもおられますけれど、浜益区会館運営委員会によって管理を

しているところでございます。さらに、バス待合所の管理事務、墓地の管理、そしてペットの動物の対

策ということで、昨日、今日と犬の狂犬病予防注射を実施しておりますけれど、これらの登録等も行っ

ております。さらには、廃棄物の処理及び清掃業務、そして公害に関する業務ですね、そして公園に関

すること、自然保護に関すること、等々たくさんここで行っております。次に産業振興、これレジュメ

の方の資料にまとめておりますけれど、産業振興・農業総合支援担当でございますけれど、商工担当に

つきましては２名体制で行っております。農林水産担当につきましては、グループ制で５名体制で行っ

ております。商工担当の方でですね、お手元に配布した平成１９年度石狩市浜益区イベント予定という

資料がお手元に配布されていると思いますけれども、左端に米印が付いているところが、浜益区内で実

施される事業でございます。読んでいただければ、かなり時間が掛かりますけれど、とりあえず、４月

２９日からなんですけれど、これ、漁協青年部でですね、浜益ふるさと朝市、６月１０日までの毎週日

曜日、計７回実施されます。そしてですね、４月２９日と、ちょっとメモしていただければありがたい

のですけれど、４月２９日と５月の２０日、６月１０日の３回ですね、特別企画として朝９時からチャ

リティー浜鍋、たぶん、１杯１００円だと思うんですけれど、それをチャリティーで募金して貰って、

その収益金は団体に寄付するということになっております。４月２９日は、浜鍋と１１時からたこの重

量、重さ当てクイズですね、５月２０日は、ズワイガニの鍋、６月１０日は、ホタテになるか、シャコ

になるか、ひる貝になるかの鍋をやるという企画を組んでいます。このＰＲですけれど、４月２７日の

午後５時３５分頃から３０秒程度ですね、ＳＴＶのどさんこワイドで、浜益漁協青年部が出演してです

ね、ＰＲ事業を展開するというふうに伺っております。時間がおしておりますので、このイベント予定

については、後ほど見ていただいてですね、もし、聞きたいことがあれば、私の方でお答えいたしたい

というふうに思います。農政担当につきましてはですね、資料の方に戻りますけれど、農業振興全般と

ですね、後継者担い手の支援、有害鳥獣駆除、水田農業推進協議会に係る部分、農業委員会事務係る部

分、そして、米の生産調整等々の事務を行っております。水産につきましては、船揚場の管理運営、漁

港使用料ですね、特にプレジャーボートの許可等について、ここでやっています。そして、毎年続けて

おります、ウニ、アワビの稚ウニ、稚貝の放流に対する補助金を出しております。近年、かなり多くな

っておりますトド被害対策、かなり多くの網が破られたりなんかしておりますけれど、トドが揚がる岩

に上陸防止柵の設置をしたり、爆音機によって追い払うなどの取り組みを漁協が事業主体でやっていま

すけれど、なかなか効果がない状況ではございますけれど、被害が大きいためにですね、今後色々な研

究をしながら、やっていくということになっております。浜益川サケ有効利用調査、これにつきまして

も水産の方で担当しております。毎年行っております港勢調査等があります。林務なんですけれど、市

有林の管理、林道の管理、基幹事業の緑化推進事業、それと鳥獣保護、よくここでですね、国道なんか

でシカがはねられると、死んでいれば私どもには来ないんですけれど、生きている間は私の方に夜の夜

中でも電話が来て、救助に向かうということになりますけれど、そして、浜益魚つきの森推進事業、こ

れにつきましてはですね、浜益小学校の児童がですね、参加して、と、浜益区民が参加してですね、千

本ナラ周辺にミズナラの苗を植樹しております。そして、あの、浜婦連の会長もおりますけれど、緑の

募金活動ということで、浜婦連にお願いしながら実施しているところです。さらに、巨樹巨木でありま

す千本ナラ、黄金山のイチイの木等の管理を行っております。中山間事業、これは国の補助事業で、協

議会が主体でやっておりますけれど、この事務を担当しております。特に稲ワラの回収ということで、

稲ワラは基本的に法律的には、焼却は問題にならないんですけれど、特に稲ワラを燃やすことによって、
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道路を通行する方、その煙で前が見えなくなるとか、ダイオキシンが発生するだとか、ということでで

すね、積極的に中山間の事業の中で、稲ワラの回収に取り組んでですね、まあ、それを堆肥化して活用

するというふうにこともやっております。さらに古タイヤや古農機を回収、そして浜清掃、これはです

ね、小中高で合同でですね、海水浴後に川下の浜の清掃を行っているということでございます。さらに、

花いっぱい運動、それとハーブ苗の植栽ということですね、実は、ハーブ苗、畦に植えますとですね、

米に付くカメムシの被害を減少させることができるということで、このハーブ苗を植えているところで

ございます。土地改良事業につきましては、大成地区の基盤整備事業と柏木第１地区農道整備事業、こ

の柏木第１農道っていうのはですね、寺山広司さん宅から新田に抜ける道路を新規で造っているんです

けれど、新田川改修に伴ってですね、現在、休止状態です。北海道の方で橋を架けて貰って、そこを活

用しようということで…。大成地区につきましては、もう３年４年ほど事業が進んでおりまして、今年

が、ハード部分、工事の部分は、ほぼ完了するということなっております。畜産につきましては、市営

牧野の維持管理、家畜伝染病の防疫事務、和牛改良組合に対する支援、そして、牛のトリサビリティ移

動放牧ということで、これはですね、牛が牧場に入ったらその日、出たら出た日、共進会に出ればその

共進会に出た日、全部登録することになっております。それによってですね、この牛が、どうゆう過程

でここまで大きくなっただとかということが、市場で大きな価格に反映して来るというふうになってお

ります。ミツバチの腐蛆病検査、これは、保健所（家畜保健衛生所）で行うんですけれど、それの補助

業務ですね、それと、家畜衛生対策交付金ということで、農業共済組合から、浜益に獣医さんが常駐し

ていただいております。牛や豚のみならずですね、一般の犬、ペットの犬や猫の診療もしていただいて

おりますので、もし何かあったら、獣医さんに連絡を入れていただければというふうに思っております。

雑ぱくですが、説明に代えさせていただきます。 

【支所：宮田部長】 

 今日、欠席しておりますけれど、もう１人診療所の庶務課長をしております木村新吾さん、今日、所

用のために欠席しております。一応、名前だけ紹介しておきたいと思います。次回からは出席する予定

となっております。 

【北嶋会長】 

 では、今、部長と各課長から、ご説明あったところなんですけれど、何か聞いてみたいということが

ございませんか？ 

【支所：大原区長】 

 何でもいいんで。 

【北嶋会長】 

 いいですか、先に進んで。 

【立浪委員ほか】 

 はい。 

【北嶋会長】 

 はい、それでは２）地域協議会だよりの編集発行について。 

【支所：尾崎主査】 

 それではですね、今日から各課長に出ていただいきました。それで、事前にですね、あの、こうゆう

行政情報が欲しいということがあれば、会議の前段に情報をいただければですね、各課長にお願いして、

資料とか用意したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは、私の方から地域協

議会だよりの関係ですね、平成１８年度第８回の協議会の時に、お配りした分以降に発行した分につい
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て、報告させていただきます。この４月１日にですね、第１２号を発行しております。それが、今、お

手元にある部分、これが４月１日に発行済み、各家庭に配っております。それと、その続きなんですけ

れど、第１３号ですね、実は、今日、皆さんのお手元に用意しようと思い準備していたんですけれど、

ちょっと全部できていなくて、今回２７日、２日後ですね、広報とか配布予定なものですから。今の協

議会の内容は、時間的に間に合わなくて、整理できないものですから、事後の報告になると思います。

それで、今度、５月１日号で出す大まかな内容だけ、ご報告させていただきます。で、第１３号になり

ますけれども、第１３号はですね、バスの関係で、実はこの協議会だよりでも愛称を募集しておりまし

た。その募集に対して、小中学校の子ども方を中心に２７点ほど応募がありまして、その内容について、

選考委員会、関係する支所の区長はじめ、関係する課長方、それと、学校の校長先生等で組織した選考

委員会を開きまして、名称を決定いたしました。その内容についてご報告します。スクールバス２台あ

るんですけれど、大きい方のバスが、「はまなす」という名前になりました。それとスクールバス２号、

ちょっと小さめの方なんですけれど、ちょっと紫色したのですね、これが、「おおむらさき」という名

前になりました。それと滝川に行くワゴン車なんですけれども、こちらを「こがね」ということで、そ

れぞれ、ひらがなで表記して、表現しましょうということで、それらの内容を記載したものを紹介して

おります。その他にですね、皆さん新聞報道等でもご存じかと思うんですけれど、浜益小学校の見吉星

哉くんが、日本ユネスコ協会の絵画展で、特選ということで、この中では全国で、２３，０００点を超

える応募の中からですね、大賞３点とその次の特選９点ということで、大賞には及ばなかったんですけ

れど、特選９点ということで、北海道ではですね、見吉星哉くんただ１人、受賞ということで、それら

の内容について、報告したいなぁと思っております。そのほか、浜益の方の駐在さんが、４月１日で替

わったものですから、駐在さんの紹介と、あと、別途学校の先生方の紹介をしたいと思っていますが、

今回は、浜益支所の職員の異動の関係について、報告したものをですね、何とか急ピッチで作って、５

月の広報と一緒にですね、配布したいなぁと考えておりますので、それで、報告に代えさせていただき

たいと思います。以上です。 

【北嶋会長】 

 それでは、何かお聞きしたい点があれば、大きな５のその他でお聞きしていただきたいと思います。

それで進行させていただきます。大きな４の議事（１）地域協議会年間スケジュールについてお願いい

たします。 

【支所：尾崎主査】 

 それではですね、お手元の資料１をご覧いただきたいと思います。昨年ですね、平成１８年度の協議

会開催からですね、委員の皆さんがたくさん出席できる環境づくりをしましょうということで、ある程

度年間スケジュールを組んで、先に日程を決めておいて、そこに後からなるべく用事が入らないように

調整していきましょうということで、１８年度から取り組んでいた部分で、１９年度においても、大ま

かな形で年間スケジュールということで、開催計画案ですね、提案させていただきたいと思います。ま

ず、４月、今日ですね、第１回の協議会ということで、ここで１年間の運営方針といいますか、大まか

な年間スケジュールを皆さんと協議したいなぁと考えております。５月はちょっとお休みして、だいた

い２ヶ月に１回くらいか、３ヶ月に２回ぐらいのペースということですので、２回目はですね、６月に

開催いたしたいというふうに考えています。２回目の内容といたしましては、区内の団体との情報交換、

色々な形の中で、それぞれ情報をいただいた中で、協議会の議論に反映していければなぁということで、

例えば、自治会連合会といいますか、自治会の役員の方々と地域協議会とが一緒になって、今抱えてい

る課題など、これから取り組んでいくことだとか、そうゆうことを協議、議論していければいいのかな
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ぁということで、そうゆう場所もセットしてみたいというふうに考えております。それと３回目なんで

すけれど、すぐ続いて７月になっちゃいますけれど、これはですね、地域づくりセミナーということで、

例えば、よそ、外から見た浜益が、どうゆうふうに映るかだとか、例えば地域が、それぞれ皆さんが、

協働していけるテーマだとか、コミュニティづくりだとか、あと、たくさんありますけれど、浜益の地

域資源の見直しだとか、そうゆうちょっとしたきっかけになるようなお話をいただければ、そうゆうセ

ミナー的なものを何とか開催できないかどうかということで、考えてみたいと思います。で、講師につ

いては、特に、今未定なんですけれど、例として、北海道地域づくりアドバイザーだとか、みんなそう

ゆう専門にやっている方もいますので、地域の課題に即した、そのような方を選定して、７月にセミナ

ーを開催していきたいというふうに考えております。４回目がですね、９月ということで、実は、１０

月に委員の改選があります。それで、９月でですね、ある程度地域自治区振興事業の予算要求に向けた

検討を今の協議会の体制の中で、また、次につなげるものをある程度、方向付けしたものを、９月で何

とか方向だけでも付けてみたいなというふうに考えております。それでまた、１０月なんですけれども、

９月から１０月については、特に今申したとおり、地域自治区振興事業の検討ということが、急がれる

時期となってきます。１０月ではちょっと委員が替わる、そのまま再任という場合もあるんですけれど、

一応節目として２年経過しましたんで、委員改選ということになりますので、委嘱状の交付だとか、地

域協議会とはということで研修会的なもの、それから、早速、地域自治区振興事業の検討に入っていき

まして、翌１１月に第６回の協議会を開催して、で、予算要求する内容を含めて、最終的な内容確認と

決定まで、もっていって予算要求に繋げたいなぁというふうに考えております。それと７回目がですね、

１月、２００８年の１月になりますけれど、ここで、それぞれグループ討議、せっかくできたグループ

ありますので、今、ちょっとグループ討議が休止状態となっておりますけれど、何とかまたグループ討

議を再開して、それぞれのもったテーマを検討していって、それらを全体討議に繋げていければなぁと

いうふうに考えております。それと最後、３月に第８回目、１年の総括と次年度への対策といいますか、

課題的なものを総括的にまとめていければなぁということで、１９年度ですね、約８回程度の協議会を

開催してはどうかということで、提案させていただきたいと思います。まあ、ここに記載がないんです

けれど、その下にですね、その他想定される事項ということで、例えば、厚田区の地域協議会との情報

交換だとか、まあ、６月には予定しているんですけれども、区内の団体、それと石狩市内でもよろしい

かと思いますけれど、そうゆう団体との情報交換の機会が、もし必要であれば設定と、それと昨年行い

ました先進地事例視察、これらについても必要であれは、そうゆうことも想定されるかなぁと考えてお

ります。その他市長の方から諮問案件があればですね、その都度、協議会の方に図っていきたいという

ことになります。大まかなんですけれど、開催計画は以上です。 

【北嶋会長】 

 あの、ちょっと、第４回目のね、９月の１９日というのが、少し日にち早くない？ 

【支所：尾崎主査】 

 そうです。すみません。言葉足らずで。実はですね、９月と１０月、ちょっと苦労したんですけれど、

１０月、通常であれば、基本的には、偶数月の最終の水曜日というのが基本だったんですけれども、こ

の委員改選というのがあるものですから、新しい委員さんにも早く集まっていただきたいとういうのも

あったものですから、１０月の第１週に設定させていただきました。で、１日早々というのは、たぶん

支所の方でも異動とかもあるので、１日はちょっと厳しいのかなぁということで、あくまでも水曜日に

こだわって１０月３日に実は設定させていただいたので、２週続いちゃうとまた大変かなぁということ

があったものですから、ちょっと１週だけ空けさせていただいたというのが実情です。 
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【北嶋会長】 

 第４回目、９月の１９日の関係、よろしいですか？ 

【岸本委員】 

 はい。よろしいです。 

【佐々木委員】 

 ９月のふるさと祭り、いつだったっけ？ 

【支所：尾崎主査】 

 資料３にありますけれど、９月の１６日です。 

【佐々木委員】 

 はい。わかりました。 

【北嶋会長】 

 あと、何かございませんか？ 

【支所：尾崎主査】 

 これもですね、あくまでも計画ということで、昨年もそうだったんですけれど、例えば、今日の協議

会終わった後に、必ず次回の確認をしてから、するということですので、先の部分については、多少流

動的になる可能性もあるということで、了解していただきたいと思います。 

【北嶋会長】 

 何かございませんか？なければ、前に進めさせていただきます。５、大きな５のその他、これについ

て、ちょっとお聞きしたいと思いますが、千本ナラの行くところの道路の開通、いつ頃の予定しており

ますか？ 

【支所：赤間課長】 

 あのですね、今週の２７日、開けます。 

【北嶋会長】 

４月の２７日ですね。 

【支所：赤間課長】 

 千本ナラまでですね。千本ナラから上の方はまだ、雪がありますので、それはおそらく５月でなけれ

ば…。 

【北嶋会長】 

 ぼつぼつ上がっていっては戻ってくるので。 

【支所：赤間課長】 

 いや、それがね、勝手にこれ（合い鍵）やっていくんだよね。何か持っているらしいんですよ。旅の

人がね。それで、この前、先週も１回ちょっと様子を見に行ったんですけれど、車１台が上がっていっ

たんですよ。あそこの上の藤林さんに聞いたらね、オートバイで上がっていっているって言うんですよ

ね。これ（合い鍵）持ってぎゅうっとやって鍵あるんですけれどね、何かね、細工して作ってきてね。 

【北嶋会長】 

 それは、脇、行ってるんじゃないの？ 

【支所：赤間課長】 

 何か、それがね、開いているんですよ。 

【北嶋会長】 

 開いてるの？ 
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【支所：赤間課長】 

 オートバイで入っていっているって言うんですよ。 

【佐々木委員】 

 営林署あたりで、鍵あるんじゃないの？ 

【支所：赤間課長】 

 ええ、営林署と、それから岸本（岸本産業）さんに…。２７日には、間違いなく開けますんで。 

【北嶋会長】 

 はい。ほかに何か？ 

【支所：尾崎主査】 

 はい、１点よろしいでしょうか。あの、資料２ちょっと見ていただきたいのですけれど、実は、あの、

前回、道の企画振興部の地域主権局の清水主幹が、ここに来て、講話をいただいたんですけれど、その

時に、ほかの同じような事例をもった協議会の様子はどうですかということで、早速資料をいただきま

した。それでですね、せっかくいただいた資料なんですけれども、大変地元の部分が訂正なんですけれ

ども、石狩がですね、後半から下の方にあるんですけれども、これ月日が間違っているものですから、

これ実は、平成１７年１０月１日合併期日なんですよ。で、訂正いただきたいんです。で、順番的にも

道の告示で、北海道で６番目ぐらいでしたんで、順番的にもかなり上に付くんですけれど、月日の入れ

間違いの関係で、ちょっと中段以下にきてしまったんですけれども、聞かされていた地域協議会の関係

が移行前の部分にあります。石狩市と同様にですね、地域協議会という形でやっている内容だとか、そ

れぞれの町村の後ろに書いてありますので、参考にしていただきたいというふうに思っています。 

【北嶋会長】 

 何かございませんか？ 

【支所：大原区長】 

 何か全般的な部分も含めて、委員の方から意見とか質問でもいいんですけれど。 

【田中委員】 

 いいですか。お願いします。植育のお願いの件でね、こけこっこ花、先ほどお話しが出ましたね。 

【支所：竹永課長】 

 種があんましないんですよね。 

【田中委員】 

 適沢にいっぱいありますよ。道路の縁に。 

【支所：竹永課長】 

 ありますか？ 

【田中委員】 

 確か見たんだけれども。こけこっこ花の外に、あと、うちはね、ツツジがたくさん…、て、まあ、４、

５本あるかなぁ、あんまり大きくないけれど。それに、キアゲハって、こんな大きな黄色と、黒いカラ

スアゲハ、もうここ２年ほど群集で来るんですよ。ツツジに。真っ黒になっちゃうだけ。 

【支所：竹永課長】 

 つつじは６月か７月ですよね。 

【田中委員】 

 そうです。６月、７月にはもう終わり。それがね、あの、最近そうゆう大群見るんで、異常繁殖かな

ぁと思って不思議にしていたんですけれどね。モンシロチョウはあんまりいないんですけれど、大きい
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蝶、黒と黄色、だから、こけこっこ花ってあんまり好き嫌いあるんですよ。花もねぇ。何となく嫌いな

感じで。 

【支所：竹永課長】 

 今言ったキアゲハだって、幼虫見たら、具合悪いって人絶対いるはずですから。うちの家内が昔、殺

しましたんで。後になって、初めて、キアゲハだって解ってから、夜になって棒っこ持って何するのか

なぁと思ったら、蜘蛛の巣を取って歩いて、そこまで人間替わりますんで、うちの家内が単純なんです

けれどね。 

【田中委員】 

 蝶々が引っかからないように？ 

【支所：竹永課長】 

 そうなんです。そうゆうふうに変わっちゃうんですよ。夕方、ちょうど私がわかったときは、ちょう

ど夕方に卵を産み付けに来るんですよね。そうなると、昼間でも来るのかもしれません。昼間仕事して

いますから、私、わからないんですけれど。そうなると、夕方近くになると、うちの家内が、棒っこ持

って歩いているんで、何やっているんだと思ったら、蜘蛛の巣のオニグモって言うんですか、あのでっ

かい、あれの丈夫なやつを一生懸命取っているんですよね。ああ、これ面白いなぁというのがあって。

いや、いや、こけこっこ花にこだわっているんではなくて、一番いいのは、ちょうどお盆の時期という

のが、お盆の時期にちょうど密を持つというのが一番いいようですね。だから、あの、アザミもそうで

すね、アザミもそうですし、グラジオラスとかああゆうやつとかは…。 

【支所：大原区長】 

 中山間の花いっぱいって何やっているの？ 

【支所：佐藤課長】 

 学校に花を寄付しています。 

【立浪委員】 

 学校？婦人会だね。 

【支所：佐藤課長】 

 婦人会ねぇ。婦人会で学校にやっているの？ 

【立浪委員】 

 いや、学校、学校。 

【支所：大原区長】 

 そのやつ、今のと何か連動できないの？ 

【支所：佐藤課長】 

 連動しなくていいんですよ。各自が花を植えてくれればそれでいいということなんです。 

【支所：大原区長】 

 そうなの。 

【支所：竹永課長】 

 これ、絶対、強制してやるものではない。これが第一なんですね。 

【支所：佐藤課長】 

 だから、連動しなくていいんです。 

【支所：竹永課長】 

 ですから、あえて、話の中で使うときには、花いっぱい運動の名前も使わせて貰うかもしれませんけ
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れど。その様にしていかないと、形を決めてしまうと、どうしても先細りというか、詰まってしまうと

いう可能性がありますので、なるべく自由にというか、そうゆう動きをしたいなぁというのがあるんで

す。 

【支所：大原区長】 

 これ聞く前はね、蝶々のために花を植えるという感じっていうか、感覚無いからね。自分が楽しむた

めに好きなというか、が、花を植えるんであって、そうゆう蝶のために、意識の違いなんだよね。 

【田中委員】 

 蝶、きれいなことはきれいなんですけれど、野菜に付いたら必ずやっぱり…。 

【支所：竹永課長】 

 うん。野菜に付くのは、モンシロチョウですから、それは自由に殺すなりなんなり。今のこれもそう

なんです。さっき、みかん系のやつ、木はないだろうと言ったんですけれど、もしかしたらあるかもし

れません。その時は、アゲハチョウの幼虫が付く可能性があります。それは、通常の消毒をしていっこ

うに構わないです。決してそれを守るために自分のところのあれを犠牲にするとか、そうゆう考えは、

一切持たないで貰いたいです。ともかく、私は、あまり形を決めないで、本当に自由に飛んでいる自然

の姿を、格好良く言えば、子ども、孫と残していければいいかなぁということですし、今年、本数を増

やしたからってすぐ、来年、うわーっと増える訳ではありません。まず、植えて、よく根がついたなと

いう段階ですので、ただ、少しうれしかったのは、今、田中さんの言われた、その、蝶々来ますよ。と

いうことがですね、あえて、その種といいますか、その卵といったり、幼虫といったりですね、それを

無理矢理探さなくても、もう、ある程度自然に育っていくかなぁっていう、ちょっと少し安心感は出た

んですよね。 

【支所：大原区長】 

 今度、あれだね、区民対象で、課長さ先生になって、やっぱ、こうゆう話１回１時間ぐらいしておい

たら。 

【支所：竹永課長】 

 できません。できません。 

【支所：大原区長】 

 じゃあ、蝶の専門の人でもいいけれど、１回ちょっと呼んでね、何を応援するのよ、と言ったら、８

月に咲く花の蜜を応援してあげる、そうゆう花を決める。 

【支所：竹永課長】 

 いや、それをまた決めちゃうとですね、俺、それしか植えられねぇなんてやばい。決めないで、そこ

ら辺に蜜が咲く花なり、花木というんですか、木ですね、ネムノキだとか。 

【支所：大原区長】 

 木はわかったんだけどね。花をね、色々あるから。 

【支所：佐藤課長】 

 田中さん、質問全部終わったんですか？質問まだあります？ 

【田中委員】 

 いいえ無いです。聞きたかったの、今、いや、もしその、こけこっこ花の種が…。 

【支所：佐藤課長】 

 無かったらあげますということ？ 

【田中委員】 
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 違うの。何かちらっと見たことありますんで、こけこっこ花見ましたら、花が咲いて種が付いたら、

採ってみようかなぁというそうゆう気持ちになっただけで。 

【支所：竹永課長】 

 あの、どうしても小さい時の印象が強いんですけれども、やはり、こけこっこ花に大きい蝶が付いて

いるとですね、それを捕りだしてですね、一生懸命になった記憶があるんですよね。それと、私の子ど

もがもう大きくなったんですけれど、そうゆう記憶が残っていますんでね。できれば、強制も何もしな

いけれど、一つの口コミでも大きくできないかなぁということで…。 

【教育委員会：渡辺課長】 

 会長、私の方から、その他で一つ報告させていただきたいと思います。浜益高校の存続支援の関係な

んですけれども、昨年の春以来、会の資金に対する募金等、地域の皆様方には、多大なるご支援とご協

力いただきました。その結果といいますか、色々な活動をしてきた訳でございまして、結果から申し上

げますと、今回、浜益高校の入学者は８名います。その中で、地元７名、それから、樽川の方から、旧

石狩市ですけれども１名の入学者がおりました。それで、新聞等でご承知かと思いますが、その１名に

ついては、入学支度金ということで、５万円助成をいたしております。そういった諸々の関係で、今ま

で寄付の時にもご報告申し上げておりますけれど、百三十数万円ほどご寄付いただきまして、その主な

活動資金といたしまして、テレビの広告だとか、新聞広告等、活用させていただきまして、先ほど申し

上げました入学支度金に使って参りましたけれど、その今までの活動の概要といいましょうか、資金の

使途方法について、広報５月号と一緒に各戸回覧という形で地域の皆さん方にご報告させていただく予

定となっていますので、回覧等、回りましたら、一読いただければと思います。また、浜高の存続を求

める連絡会として活動してきた訳でございますけれど、近々、また、５月の初旬にですね、道教委主催

の適正配置計画の、それの地域別懇談会が行われまして、またその中でも１９年度に向けた色々な大綱

の内容が出てくると考えておりまして、またそういった部分で１９年度の浜益高校のこれからの情報等

が入りましたら、また、地域協議会の中で報告させていただきたいと思います。浜益高校の推進につき

ましては、今後とも皆様方のお力添えを賜りますようお願い申し上げまして、今までの活動の一端をご

報告させていただきます。よろしくお願いいたします。 

【北嶋会長】 

 これまで、色々説明なり、協議してきましたけれど、総括的に何かございませんか？今、お手元に配

布したのは、４月以降の浜益区の職員の配置図でございますので、ご利用いただければ幸いです。 

【佐々木委員】 

 昨年植えた、エゾエノキ、どの辺に植えたの？ 

【支所：竹永課長】 

 あの、エゾエノキ、それと山椒の木は、１本ずつ私の自宅といいますか、旧幌中学校のところに植え

ております。で、あと残りは善盛園さんに頼んでおります。善盛園さんの奥にですね、少し公園みたい

に整備しているんですよね、で、そこに残り全て植えております。で、私のところでやったのは、まだ、

そう大きくございません。それの木をわざと棒だけで押さえる形で、わざと浜風にあててみました。そ

したら、やはり浜風で、上の方は枯れたようですけれども、下の方は残っておりますので、脇芽はこれ

から付いてくるんじゃないかなぁっていうふうには思います。ただ、あの、大型の虫ですので、すごく

食がいいんですね。ですから、本当にそのままおいておくと、卵を何十個も産んでしまいます。で、も

う、あっという間に葉脈というか、葉っぱの茎だけしか残らないという状況になります。ですから、本

当は、下手な話、３本ぐらい植えておいて、１本目は完全に年初めから、びっしり消毒して、それは育
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てる木、食べさせる木、次食べさせる木というふうにして、そうやって、連鎖反応を起こさないと大き

くはなりません。それと、あんまり食べてしまって、養分も少なくなりますと、時期が来ると羽化して

しまうんですね、ですから、こうゆう大きなキアゲハだとか、アゲハが食べ物が少なくなっても時期が

来ると羽化してしまいますんで、それこそ、驚くようなモンキチョウのちょっと二回りぐらい大きい形

にしかならないとか、そうゆう状況が生まれます。ですから、ある程度、産む方も、やっぱし、他のと

ころの環境に影響を与えない程度で、やはり、少しずつ増やしていければなぁというふうな考えです。

幼木にはそれほど高いお金ではないという言い方はおかしいですけれど、はっきり言って１本８００円

から１，０００円ぐらいという値段ですので、大きい立派な木になれば、何万円ということになります

けれど、そうゆうのを根付かせるのは、プロでなければ根付かせられません。だいたい自分たちの家の

前で、あれするというのであれば、８００円や１，０００円の３０㎝から６０㎝の高さなんですけれど、

それから根付かせるのが、間違いなくいいと思います。 

【佐々木委員】 

 実田村の老人ホームの辺りにオオムラサキの好きなエゾエノキがあるらしいんだ。そこにね、オオム

ラサキ捕りにしょっちゅうタモを持って捕りに来てるよね。 

【支所：竹永課長】 

 これは、あまりいい話ではないんですけれども、実は私の聞いているところでは、オオムラサキの雄

と雌をですね、一緒の額縁に入れて、きちっとしたものでしたら、いいもので１００万円がね、という

ことを聞いております。 

【田端委員】 

 現在でもオオムラサキ確認されているの？浜益で？ 

【支所：竹永課長】 

 岩崎（実田）さんが捕まえて、実際にあそこの温泉に置いてますよね。あれは、やっぱし、ある程度

大きいところから来ている可能性が…。大きいというのは、木からある程度、吸ってからいってますん

で、ちょっと気長に１年、２年、長くなるかもしてないですけれど、小さいところからいった方が、間

違いなく馴染めるんじゃないかなぁと思います。 

【佐々木委員】 

 あそこの温泉公園にもね、オオムラサキだとか来て、見たって人がいるんだけれど、だから、どっか

あの辺にね、２、３本でもいいから植えてみたらどうかなぁ。 

【支所：竹永課長】 

 もう、岩崎（実田）さんには申し訳ないですけれど、一方的に私の方から話を決めて、木を植えます、

お願いします。と言って、持っていっております。人の迷惑顧みずといった感じで、進めようと思って

います。エゾエノキというのは、雑草木、雑木、雑草の木の中でないと育たないというのがあるんです。

これは、本当かどうかというのは、私わかりませんけれど、花畔にちょっと蝶々に詳しい人がおりまし

て、その方から私が聞いたのは、普通の整地されたところに植林しても、それはだめですよ。で、雪印

種苗の鈴木と言うんですけれども、その方とお話ししたときにも、少し雑木が生えているなりなんなり

するところ、そうゆうところの方がかえっていいんだと、一番いいのは、桜の生えている場所を選びな

さい。何でか意味が分からないんですけれども、桜が咲くところには、エゾエノキだとか、が、すごく

似るんだという話を聞きました。ただ、どうしても山で植えたいところがあるんであれば、春先にその

桜の山桜の咲いているところ、場所を、まず目星をつけて、で、その近くに植えなさい。そうすると、

まあ、すぐ１年でぎゅっとなんぼも伸びる訳ではありませんけれども、まず、何年か経つかもしれない
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けれど、いいあれにはなるんでないかいという助言して貰いました。 

【佐々木委員】 

 そうゆうのは、あれだよなぁ、浜中のあの場所、山桜、公園よりきれいだからね、あそこね。 

【支所：竹永課長】 

 桜の木が生え育つところに意外とエゾエノキが育ちやすいというんですよね。きっともって温泉のと

ころに桜の木をもし植えたとして、平たいところに植えたとして、その桜の木が育つかというと、それ

は育たない。まあ、何本か育つかも知れませんけれど、１０本植えて１０本全部育つかというと、それ

は難しいと思います。裏を返せば、もし、エゾエノキが育つのであれば桜も育つということです。 

【佐々木委員】 

 今、もう、満開で花盛りだよね、何本もあるよ。今なら本当に花見するにいいぐらいの桜、いっぱい

ある。 

【田中委員】 

 温泉公園？ 

【佐々木委員】 

 温泉公園。温泉のパークゴルフのあそこ、何本もある。今ならまだ行けば綺麗だわ。花見できる。 

【田端委員】 

 川下の神社に桜育って、あそこに行けば…。 

【支所：佐藤課長】 

あのね、あの竹永課長、言っているのはね、自然に種から落ちて、桜の木が大きくなったところの土

質がいいよ、という話なんですよ。植えたやつは、当然ある程度になってから植えてるから、それは絶

対、木になるんですよ。多分そうゆうことですね。 

【佐々木委員】 

 種からだ。 

【支所：佐藤課長】 

 うん、自然におがるような土質。 

【佐々木委員】 

 種なんかあれだじゃな。桜の種なんか、俺ね、あそこのあれ、実田村の元の神社のところ、あそこに、

いい桜あるんだわ、綺麗な桜、それで、桜の苗受けてさ、畑に植えだべ、したらこんなに大きくなって、

２０本も３０本もみんなおがってるよ。 

【支所：佐藤課長】 

 それ、おがるんだ。 

【佐々木委員】 

 あれねぇ、桜もあまり綺麗でない桜と綺麗な桜とあるんだよなぁ。色がよ。桜の黒い芽拾ってって、

植えたんだけれど、それも何十本もこんなになった。もう３年ぐらいなるかなぁ。 

【支所：大原区長】 

 課長、桜も植えるか？ 

【支所：竹永課長】 

 すみません。私、こうゆう話になると好きだから、実はあの、私、今、幌にいる後ろにですね、金澤

さんという営林署にいた方がおられるんですね、で、その方が、私も話し好きなんで、時々話をするん

ですけれども、あそこに植えてある桜というのは、あまり類のない桜なんですって、珍しい花を咲かせ
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る桜だっていうことは言ってましたね。で、それを聞いて、私、今度種を採ってやってみようかなぁと

思っているんですけれど、なんか、あまりない何か全国的にも珍しい桜ですよっていうことは言ってま

した。ともかく、こうゆうのは、無理をしないで、あまり計画性だとか、がっちがちにならないで、楽

しみながら、ゆっくり、あれしながら、進めるというのが一番いいのかなぁという気がします。 

【北嶋会長】 

 何か本当にございませんか？じゃあ無ければですね、最後の確認をします。５月は、田植えだとか何

か色々ありまして多忙なんで、休会になりまして、先ほど事務局から説明がありました第２回目、１９

年の６月２７日の１８時から、よろしいですか？ 

【各委員】 

 はい。 

【北嶋会長】 

 じゃあ、そうゆうことで、第２回目にさせていただきます。それと、あと無ければ、事務局の方、何

かありますか？ 

【支所：尾崎主査】 

 今、出た話ですけれど、２回目ですね、今度、相手があることですので、相手の方にもなるべくこの

日で調整できるように、相談させていただきたいと思います。で、相手としての連合会の方にちょっと

ご相談を持ちかけて、各自治会の役員さんも含めた中で会長さんだけでなくて、役員さんも含めた中で、

お話し合いできたらなぁということで想定しておりますので…。また、連合会の方にちょっと相談しな

がら、日程、この日程で決まるように調整したいと思います。 

 

５ 閉 会 

【北嶋会長】 

 それでは、その、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。まあ、最後に桜の

いい話で終わりましたこと、お礼申し上げまして、次回、再度申し上げますけれども、６月の２７日、

コミュニティセンターきらりに万障繰り合わせまして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６月２６日議事録確定 
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