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平成１８年度第８回石狩市浜益区地域協議会議事録 
 
日 時：平成１９年３月２２日（木） １３：３０～１５：４５ 
場 所：浜益支所 ２階庁議室 
資 料：会議次第 
  資料 1:地域協議会の役割 
  資料 2:地域自治区のあり方 
  地域協議会だより<VOL.10><VOL.11> 
  バス運行システムについて 
  バス運行系統図 
  浜益滝川間乗合自動車運行システムについて 
  浜益スクールバス運行ダイヤ表 

 
＝会議次第＝ 
 １．開  会 
 ２．あいさつ 
 ３．講  話 
  １）講 話 
     これからの地域協議会のあり方について 
     『地域づくり』への新たな挑戦～自ら創る地域自治区（地域協議会）～ 
     【講師】北海道企画振興部地域主権局市町村合併グループ 
         主幹 清水 敬二 氏 
  ２）意見交換 
４．そ の 他（報告） 
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 岩崎 雄三 
委 員 羽山 勇一 ○ （支所）地域振興課長 宮田  勉 
委 員 後藤  崇 ○ （支所）地域振興課地域振興･広報広聴担当主査 尾崎  巧 
委 員 田中 一房  （支所）地域振興課地域振興･広報広聴担当主任 佐藤 政喜 
委 員 須藤 勝雄  【講師】  
委 員 岸本 教範  （北海道）企画振興部地域主権局市町村合併Ｇ主幹 清水 敬二 
委 員 田端眞佐美 ○   
委 員 佐藤 文諺 ○   
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：３人 



 2 

１．開  会 

【支所：宮田課長】 

 皆さん大変ご苦労様です。ご案内の時間となりましたので、只今から第８回目の浜益区地域協議会を

開催させていただきます。開会にあたりまして北嶋会長からご挨拶をいただきたいと思います。宜しく

お願いします。 
 
２．あいさつ 

【北嶋会長】 

 皆さんこんにちは。地域協議会の委員の任期も余すところ６ヶ月余りとなりました。これまでの反省

に立って残された時間を皆さんと共に精一杯頑張って参りたいと思っております。皆さんもお読みにな

ったと思いますけれども、２月２０日付けの道新に「過疎地衰退村道内２０８集落が将来消滅」とあり

ました。全国的には２６４１の集落が将来無くなるだろうと、何とも寂しい記事でございましたし、浜

益に想いを馳せる時、何か考えさせられることが多々あるように思いました。本日は年度末の何かとご

多忙の中を貴重な時間をお繰り合わせ頂きまして、北海道企画振興部地域主権局市町村合併グループ主

幹の清水敬二さんにお出でを頂きまして誠に有り難うございます。これからご指導を頂くと共に、時間

を許されるならばお話をして議論を深めて参りたいと思っております。どうぞ宜しくお願い致します。

ご挨拶に代えさせて頂きます。 
【支所：宮田課長】 

 有り難うございました。続きまして大原区長よりご挨拶をお願いします。 

【支所：大原区長】 

それでは一言ご挨拶を申し上げさせていただきます。早いもので平成１８年度も最後の協議会となり

ました。この前の第７回、１月２４日ということで、その時にはまだ固まった平成１９年度の予算につ

いて、この協議会に区関連の主要事業をお示ししましたけれども、今その予算が議会にかかっておりま

して、この２６日に最終的に決まるわけですが、前回お示ししたものと同じような形で予算化がされる

見通しとなっております。いずれにしてもこの平成１９年度、何とか地区としても優先の予算が認めら

れたのかなあと私はそう思っております。幾つかありますが、この４月から住民の足であるコミュニテ

ィバスが運行します。学校のスクールバスと混乗という形ではありますけれども、皆さんの家の近くま

で便利になって、バス停とは関係なしに旧道中心に乗り降りが可能になります。それを来週の月曜日か

ら地区に入ってご説明申し上げたいと思っております。あまり春に向けてこういう話ばかりしてもなん

ですので、一つ二つ今現在思っていることで、実は浜高の存続について、皆さんには地域をあげて色々

ご協力頂いているところでありますが、今年の１次試験では７名入学して頂けることになりましたけれ

ども、実はこの２次試験の募集が２６日から始まります。区外からお一人受験して頂けるというような

情報が入っておりまして、まだ確定ではありませんのでどうなるかは分かりませんが、浜高についても

存続出来るかどうかは別と致しましても、そういう明るい話題もあります。それから先日の道新でも出

ておりましたけれども、浜小の見吉君が全国のユネスコの絵画展で特選ということで、全国９人のうち

の一人に選ばれまして、道内からは勿論一人ということで、２７日に東京での表彰式がありまして、そ

の後に知事にお祝いでも、めでたい話でもありますので、コメントを聞きたいと思っているところであ

ります。少し横道に逸れましたけれども、暖冬ということで桜の話題も色々ありますけれども、何とか

いい春を迎えられるように、我々も地域協議会の中でも頑張って行きたいと思っております。先ほど会

長さんの方からも話がございましたが、今日は道から、まあ道からというよりも実は皆さんもご存じの
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方もおいでかと思いますが、昨年の３月まで石狩市の合併に関わって、石狩市の方に道から派遣されて

おりましたので、我々にとっては身内みたいなものですので、後程、道に戻られてからの合併に関わる

お話し、道内や全国の合併に関わる色々な情報などざっくばらんな話しを聞かせて頂くと共に、是非辛

口なことに努めて話して頂きたいと思いますし、私もこの合併や地域協議会の問題など皆さんもそうか

と思いますが、これというのはまだ掴める状態では無くて、これがいいというのは、まだ別にあるのか

なとも思いますし、浜益らしい自立や救済の方法が有るのかなとも思います。他ではないような浜益ら

しいものを是非皆さんと一緒に考えて行きたいと思っておりますので、今日の話しを基にまた平成１９

年度につなげていきたいと思います。ちょっと長くなりましたけれど、以上でご挨拶とさせて頂きます。

有り難うございました。 
 

３．講  話 

【支所：宮田課長】 

 有り難うございました。これまでの会議につきましては会長の司会進行で進めてきましたけれども、

今日は講話ということでございますので、私の方で進行を努めさせて頂きたいと思います。只今、会長

と区長からのお話しにもございましたけれども、今日はこれから道の清水主幹の方から「これからの地

域協議会のあり方」等についてお話しを伺う予定となっております。これまで延べ１４回の会議を開い

てきた訳ですけれども、皆さんからもたまに「地域協議会ってこれでいいだろうか？」とか「私たちの

仕事はこれでいいのか？」というような疑問、悩みの声をたまたま聞いてきた経緯がございます。あと

は任期半年余りですけれども、この辺でまた１回原点に帰って地域協議会のあり方を考えるのもどうか

ということで、今日はこのような企画を設けて頂きました。区長のお話しにもありましたが、清水主幹

つきましては平成１５年１月から平成１８年３月まで市の合併対策室の次長ということで、色々と合併

の仕事に携わってきて頂いております。平成１７年１０月の３市村の合併では、対策室の次長として

色々とお世話になった経緯もございます。大体１時間くらいと伺っております。そのあと意見交換も含

まして１時間半程度を予定しております。それでは清水主幹宜しくお願いします。 
【講師（道）：清水主幹】 

 どうも皆さんこんにちは。先程来、区長なり会長なりそれから司会の方からご紹介頂きましたように

合併協議会の方でだいぶお世話になりまして、皆さん知っている顔の方々もよくいらっしゃいますので

私の方から皆さんの方に改めてなんですけれども、地域自治区、地域協議会とはどうやっていったらい

いのだろうかというような思い悩みも有ると思うんです。その中でここだけの話しだけでなく、色々な

ところのこともあります。そういったことも含めまして、ちょっと私の方からお話しをさせて頂ければ

と思いますので宜しくお願いします。ちょっと向こうの方に移って、パワーポイント使いながらお話し

したいと思います。 
 このパワーポイントに入る前に１枚ものの資料の中で、地域協議会の役割というものを用意させて頂

きました。これについてなんですけれども、地域協議会にある役割、これは地域づくりということなん

ですけれども、これは大変いい、やはり悩ましいと思われていると思いますが、そのとおりでございま

す。全国各地の状況をインターネット等で見ましてもやはり皆さん大変な悩みを抱えておりまして、と

いうのは、この地域協議会というのは法律で今、石狩は置いているのですけれども、それでなくても置

くことも出来るのです。他のやり方も出来るのです。そういった形で、石狩と同じような地域自治区を

置いているところもあれば、地域審議会形式を置いているところもあれば、また単純な審議会的なもの

として置いているところも色々な形態がございます。その中で全国の合併市町村、合併市町村だけでは
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なく、全国の市町村において住民自治といいますか、地域づくりをどうやっていったらいいだろうかと

いうことで、大変今皆さんが苦しんでいるという状況なんです。ですから今皆さんがやられていること

は、過去に他のところで経験してきたことではなく、新たな経験を積み重ねていっている最中だと。い

うなれば北海道の中では、この石狩を含めて何団体かやっているのですが、ここが先駆的な動きを今始

めている、その積み重ねの一歩一歩の中にあるそういった苦しみであり、挑戦の中の苦しみであると思

って頂ければと思っております。なぜこんに悩ましいのかというと、当然皆さんの心の中には自らの手

で新しい浜益を創っていきたいと、石狩市と合併したけれどもこの地域というものをやはり自分たちの

手で創って、産み育てていくものだという意識は当然お持ちだと思います。これまで、役場の方で「あ

あしてください」、「こうしてください」、「こうやって頂ければうまくいきますよ」と言われればそれに

従ってやってきた。また、自分たちの方でやって欲しいことがあれば、役場の方に「これお願いします」、

「こうやってください」と要望、陳情すれば役場の方は動いてくれる。それがうまくいかなかったら「役

場何やっているのだ」、「村長何やっているのだ」と文句の一つもたれて、「次しっかりやれよ」といえ

ばそれで済んでいた話しなんです。そういった形でお願いばかりの部分とか、またいうことを聞くばか

りの部分というのは、それが全部とは言いませんけれども、〝つうかねん〟というのは多々あったので

はないかと思います。 
しかし、ご存じのように合併の原因の一つ、すべての原因ではないですけれども、原因の一つで大き

な要因としてはお金の問題、財政の問題がございました。今までの右肩上がりで行政にお金がある、そ

ういう状況の場合については、この今までの要望、陳情に合わせて役場が動く、そして意見交換しなが

らもまた施策反映していく、そういったやり方というのはうまくいってきたんですけれども、やはりこ

う世の中の財政状況、特に行政の財政状況が厳しくなってくれば、行政というのは通常の皆さんの生活、

通常の皆さんのサービス、それを守るのが精一杯になってくる。それを何とか、国保なり介護なり診療

所なり、そういった通常の本当に必要な部分を守るのが精一杯になってくる。これが合併しなかったら 

崩れていくものを、合併してまた立て直して行革で続けていく、こういう努力も行政としては一つなん

ですが、そうやった努力が通常な行政を守るのが精一杯だというのが日本全国どこでもそうなんです。

一部、名古屋近辺とか非常に好景気で沸いている所を除けば、大多数の地方の市町村というのはそうい

う形になっている。そういった中で、浜益として独自で「ああいうこともやりたい」とか、「こういう

ことをやりたい」とか、今まで持っていたことやもっといいサービスを受けたい、みんなでよりよい生

活を創っていきたいということが出来ない、出来なくなっている。役場にお願いしても駄目になってき

ている。じゃあどうする。諦めるのかということ。そのままやはり通常の最低限とは言わないけれど一

般的の通常のサービスをして貰えばそれで満足でそのまま過ごしていくのか。いや、それでは？言葉は

ちょっときついですけれども、これまでわがまま聞いてくれていたものが、親に金がなくなったからわ

がまま息子は「そりゃ、困った。困った。何もしてくれないのはいやだ。」とだはんこいて、ただ暴れ

て、何もしないで愚うたれてばっかりいるだけのことなのか？そういうわけではないでしょうと。自分

達が住む地域であれば、自分達で何が出来るかを考えて実行していかなければいけない、そういう時代

に入ってきたということを一つ認識して頂ければと思います。それが住民自治という、ちょっと役所言

葉なんですけれども、それらを行っていく、自らがそういうような実施に関わっていくことが必要な時

代だということです。これが今言われている、新聞や何かにも出てきておりますけれども地方分権時代。

その中での自主自立、自分達で地域を創り上げていく、こういった自主自立の中での地域づくり、住民

自治ではないかと、それが原点ではないかと考えております。簡単に言えば自分達が住む地域、そこを

住みよい地域に創り変えて守っていくということ、これが目的であって、それを自分達の手で行ってい
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くのだと、その方法以外もう残っている道はないということを認識して頂ければと思っております。じ

ゃ、その地域づくりをどうしたらいいんだろうという、その時に初めてやはりこれをリードする者、そ

れを先導的に引っ張っていく、そして定着させていく、そういう役割が当然必要になってきます。浜益

を住みよく誇りのあるふるさとという、そのためのコーディネートというんですか、役割、先導役です

ね、海で言えば先導役、それが地域協議会なんです。地域密着の地域協議会だというふうに理解して頂

きたいと思います。そこでその資料中の※印のところを読みますと、地域自治区というのは地域に住む

人々が共にその地域で生活していくために力を合わせて地域を創って運営するためのものだと。だから

協議会の役割というのは、地域自治区が中心となって人々の意見をまとめて、意見が壊れれば市長等に

必要な提言を行う、そういったことを行うところでもあり、自主的な地域経営を行うため特色のある地

域づくり、この実現をめざすために色々考えて方策を立てていく組織。こう理解して頂ければと思いま

す。改めて地域協議会のめざすところというか、そういった二面的なものをちょっとお話しさせて頂き

ました。そうしますと、そこに四角で括ってある地域協議会というのがありまして、その下に色々な役

割を書いておきました。まず一番上の四角の方なんですけれども、これは矢印がどこから伸びているか

というと支所の実施というところから伸びております。卵形が二つ重なっておりますけれども、上の卵

形は石狩市の行政事務の範囲を示しております。下の卵形というのは地域自治区、つまり浜益の関わっ

ている部分を表しております。真ん中で固まっているところが、支所が行っているところなんです。で

すから支所が行っているそういった行政の関係するようなところ、または、支所が実施しなくても石狩

市が浜益に関してやっている事務事業、そういったものに対しては俗にいう矢印が伸びてきまして市長

等から諮問された事項、意見を求められたことについてどうした方がいいという提言を述べる。その他

に市長から意見を求められなくても浜益としてはこうした方がいい、行政事務、支所の事務はこうした

方がいいということについては、自主的に意見を協議会として言えることが法律上強化されている。 

そうしたことに対して自分達で考えて意見を言うということも出来るわけなんです。そういったことは

地域協議会が中心となって、地域の皆さんの意見を聴いて、取りまとめて変えてやればいい。これが一

つの手法なんです。このことは皆さんよくお分かりかと思います。これまでも色々村の役場の時も審議

会等から意見を求められたり、こういうことは行っていたと思います。しかしその下に地域住民等が実

施するものというのがあります。これは自己決定・自己責任つまり自分達が考えて、自分達の責任の基

に特色有る何かをやっていこう、浜益らしい何かをやる。そういうことを思いついたならば、矢印が横

に伸びていって地域協議会として地域づくり、地域振興、こういうものについて自主的な地域活動、そ

の下のやろうとしている人たちを応援していこう、支援していこう。そのやり方は何があるのだろうか

と考えて、それを実施していくという話しなんです。そういったことをお手伝いするのが地域協議会の

役割の大きなものの一つなんではないでしょうか。これが雑駁にいうところの地域協議会の役割なんで

はないかなあと考えております。こういった点を含めまして、これからこちらの方のパワーポイントの

方でご説明していきたいと思います。 
今言ったような自主的な動き、そういったことを中心にお話ししたいと思います。審議会的な今まで

の要素というのはこれまでも皆さん経験されておりますので、まずは、そういった意見を取りまとめる

ということでは同じなんですけれども、ちょっと目線を自分達で何かを動いて、浜益らしい何かを創り

上げていこうという、そういった目線に立った場合、どう考えていけばいいかということを格好付けて

自主的主体的な地域経営としておりますが、まあ、浜益らしい浜益を創っていこうと、そのように考え

て貰えばいいと思います。そのためには何が必要かというと、やはり協議会の委員、支所の職員、地域

の皆さんがものの考え方を少し変えていく必要があるんではないかと思っております。その内容として
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出てくるのは、まず住民の皆さんについてでございます。協議会の委員さん達がいくらここに集まって

考えても、やはりそれは自分達の身分だけでの考え方にしかなりません。それだけでは浜益らしい浜益

という考えを創り上げるのはやはり難しいでしょう。その時に住民の意見が一番重要になってきます。

その時には住民の皆さんで考えて頂いて、皆さんで行動して頂く。地域で考えて、地域で行動する。そ

ういう住民が参加できるような何かを考えていかなければいけないということです。これは自分達で何

がしたいのか、また何が出来るのか、そういうことも考えていく、そういう姿勢を住民の皆さんに持っ

て頂くということが必要になってきます。これというのは単に単発なイベントとかお祭り、それも重要

なんですが、単発なイベントとか何か箱ものを造っていく、そういったようなものではなくて息の長い

地域として活動できるもの、皆さんが永続的に続けていけるようなもの、何かをするものを考えていっ

た方がいいんじゃないかと考えております。大きくなくてもいいんです。小さなことでいいんです。役

場とか行政が考えると計画なんかつくっちゃって、大仰にものを言います。明るい浜益を創るためにど

うだ、青少年のどうのこうの、福祉のどうのこうのという命題を見てドーンとやろうとします。そんな

大規模なことをやる必要は何もないんです。それは小さなことの積み重ねで続けていくことで十分では

ないかと思われております。あとでもちょっと出てくるんですが、例えば観光のことで考えていけば、

観光のリピーター、つまり何度もお客さんに来て貰うためにどうしたらいいんだろうか。それは物産館

造ればいいんですか。それとも何か大きな花火大会をやればいいんですか。それも一つかもしれません

けれども、それが全てではないんです。考えていく時に必要になってくるのは、一番私が必要だと考え

るのはもてなしの心ではないかなぁと思います。そういったもてなしの心とういうのが有れば、それは

客商売をするお店屋さんがもてなしの心をすればいいというものではないんです。海水浴場ですれ違っ

た小中学生が「こんにちは」と皆さんに来た人達に頭を下げたり挨拶をしたりする。温泉ですれ違った

人達に色んな話しをした時に浜益の名産とか色んな話しをしている、そういう会話が出来る、あたたか

い地域だということを売り込むということもものすごいＰＲ効果になるだろうし、リピーター、つまり

次のまた来たいという気持ちを呼び起こすものになるんではないでしょうか。それは非常に効果がある

ことといわれております。もてなしの心を皆さんで持つということです。それはお金のかかる事業では

ないんです。自治会なりＰＴＡの皆さん達と話し合って、浜益のあたたかい心を伝えようという運動を

起こせばいいわけなんです。それを実行していこうとして、それを皆さんが皆さんやろうぜとやりまし

ょうよと声をかけてまとまって創っていくという、それも一つの方法なんです。何も色々なイベントな

り大きなことをやる必要はないんです。浜益らしい浜益を創るにはどうしたらいいか、そういうことを

小さなところから考えていって頂ければと思います。ですから、そう考えると従来の陳情型、要望型か

ら一歩離れて考えると結果だけを求めてお願いしていいんではなくて、何をどうすれば浜益らしいかを

考え、考えて言った以上は責任を持って行動して工夫してアイディアを出して、そしてみんなでやって

いこうという、そういうような意識を住民の方々に持って貰う。こういう仕事がまず、一番大事なんで

はないでしょうか。そうじゃないと住民の方々が考えたものをやってといえば、今まで役場が考えてや

ってというのと同じなんです。それだったら長続きしない。やはり長続きさせるためには住民の方々が

自分達で考えて、私のアイディアがあそこに入っているとか、俺の考え方があそこに活かさたというこ

とが分かるようなコーディネートが出来れば続けられるんではないかなぁ。そのためにはどうしていけ

ばいいのかという、そういうところを今度は委員さんの考え方ということ。住民の皆さんが真剣になっ

て頂くための意識改革をして、そこからアイディアを引き出すためにはどうしていったらいいかという

と、結論付けからいうと委員さん達は、地域の住民の人との情報交換、情報交換と格好いいこといいま

すけれど、簡単な話、よく話し合ってよ。それがアイディアを産むんだということなんです。会話、話
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し合い、それが一番だということなんです。情報収集と情報提供の相互実施が必要って、これ、お役所

言葉でごめんなさいね。自分の持っているアイディアとか考え方を単純に皆さんにいって、皆さんがど

う思うのというのを聞いてくださいということをいっているんです。それが、アイディアが産まれて、

提案に繋がりますと単純にそういうことなんです。何か難しく書いてあるけれど、早い話が男性の方々

お酒飲みます。色々な会合があります。それが親戚同士でもいいです。自治会でもいいです。漁組だっ

たら漁組の関係でもいいです。お友達でもいいです。老人クラブでも何でもいいです。そんな時に、お

酒酌み交わす時に、「俺こんなふうに思っているんだ、浜益こうしたいと思うんだけど、何かないか」

とそんな話しでいいんです。奥さん方であれば井戸端会議やるじゃないですか。ちょっと買い物に行っ

たらそこで立ち止まってお話しするじゃないですか。そんな時、「いやぁ～、学校であんなことあった

んだってさ、どうにかならんかねぇ。」という話しでいいんです。そういう些細なところから本当はア

イディアっていうのは産まれてくるんです。そういうことから何らかのヒントが出てくるのではないか

と思います。ですから、そういった意見というのはどんな些細なことでも否定してはいけない。このル

ールだけは覚えておいてください。「いやぁ～、あんたそういうけど、今の役場の現状じゃ、今の世の

中の現状じゃ、駄目だよ、そんな考え方。」これは委員の皆さん言わないようにしてください。どんな

些細なことでも、愚痴でも、不平不満でもいいんです。そもそもは受け取って全部そうするというわけ

ではなくて、そこからじゃどうしようかと。そういう不平不満や愚痴とか、些細なことが出てきて、じ

ゃそれからどうしようかという、きっかけになればいいわけであって、色んな人の意見そこから「あれ

達はああいうこと言ってたさ。」「じゃこれについてどう思う。もっと何かできないだろうか。」という、

きっかけとしてどんどん雪だるまに膨らましていく、そういう作業を意見交換の中でやっていく。これ

が貴重だということなんです。そういうことで、「俺の意見を僅かなことでも愚痴や不平不満でも聞い

てくれた。そうやってそういうふうに真剣に取り上げてくれた。」という、８０、９０のおじいちゃん

おばあちゃんもいれば、１０歳ぐらいの小学生だっています。その人たちだっていい意見あるんです。

そういうことを少しでも汲んでいく。そういう意味で、懇談会とか意見交換会の実施というのが、協議

会としては必ず必要になってくるんではないでしょうか。こういうことをやられてきたか、どうかとい

うことです。目鼻が付いた協議会とか意見交換会という、これも一つ必要です。しかしさっきも言った

ように普段の生活から意識して皆さんと色んなこと、茶飲み話しでいい、お酒の席でいい、井戸端会議

でいい、その中から色んなことを話し合っていく。そういう個人的な動きが一つ、それからやはりそれ

を委員全体として受け止める場合の設定も一つ必要ではないかと思います。地域はやはり人が創るもの

です。人が動いて、人が意見を聞いて、それをまとめていくというこの作業が必要になってくるんです。

焦らずじっくりそうやって頂ければと思います。こういう個人的な運動というのは委員の皆さんどんど

んお願いします。先程も言いましたけれども意見交換会、これは区長始め支所の人達、セッテイングの

方を宜しくお願いして、それはやっぱりセッテイングの方は実行委員会に任せればいいのでしょうが、

普段の行動は委員の皆さん方が積極的に。意見交換会があるからって全部そこにお任せっていうのは駄

目で、そういうふうな情報の場圧の増えた動き方が必要になってくるのかなと何となく考えております。

次に、それでは住民の皆さんと協議会の委員の皆さんが出てくる、それを受けて支所の職員がどう動か

なければいけないか。支所の職員の方々も何人か来ておりますので、協議会の委員さんも支所の職員を

眺める目としてちょっと信じて頂ければいいと思いますけど、まず支所の職員、これは全員が地域の担

当なのです。事前に浜益のことを考えて浜益の皆さんと一緒になって何をしようかと考えなければいけ

ない。そして積極的にやはり意見交換、情報交換をしなければならないんです。なぜ、全員が地域担当

かというと、道の職員もそうなのだし、国の職員もそうなのだし、市町村の職員もよく皆さん陥る落と
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し穴なのですけれども、道の職員なんかはその典型かもしれませんね。直接、住民の方と触れ合うのが

少ないですから。それは何かといいますと、自分の直接的な自分の意志を、自分の意志をって、事業分

担書いてあるんです。北衛生に関することとか、ここでいえば地域協議会に関することとか。じゃそれ

だけやればいいのかな。水道に書いてあることといったら、俺、水道のことだけやればいいのかなと考

えちゃうんです。でもそうじゃないんです。特にこういう地域自治区の職員である以上、自分の担当外

のことでも住民の方から水道担当の人が水道のことで地域に出向いて行った時に、「おいおい、ちょっ

と国保のことでな。」という話しから、分かるはずないじゃないですか、はっきり言って水道担当の人

に言っても。それが現状なんです。だけど全部が分からないわけではなくて、国保の細かいことは分か

らなくても話しを聞くことぐらいは職員出来るんです誰でも。そこで、分からなかったら、今全部は分

からないけれど「ちょっと職員に話してあんたの所に行って貰うよ。」とか、一緒になって国保の担当

の人と話し合ってその人達を呼んで議論をするとか、そういうことが必要なことによって浜益全体が見

えてくるんです。浜益全体を見るということが必要なんです。そんな全部を専門的にやる必要はなくて、

浜益全体を考えることによって、次に自分の担当のことにかえると「ああ、あれもしなければいけない。

これもしなければいけない。」という違った目線が出てきて、また一つその職員にとって得になるんで

す。ということは住民なり委員の皆さん方と色んな意味においてお話し合い、情報交換をしなければい

けない。それが支所の誇れるその職員、本人の為にもなるということで、その意識を持って頂ければと

思います。そうやって住民の皆さんと協議会の委員の皆さんとお話し合いが出来れば、そういったこと

を踏まえて、地域の進むべき方向を検討するのにぐっと身が入いるだろうし、やりやすくなっていく。

そうなれば担当部署だけで考えていたものを支所内で共通に話す議論の場が出来ます。是非そういうこ

とも持っていって欲しいです。そして協議会でも十分な議論ということも出来るような、これも是非と

も持っていって頂きたいと思っております。先程も言いましたように、協議会の何か意見交換会といっ

た形は支所がつくってやっていくものです。それは先程言ったように区長等にお願いするのですが、そ

れに合わせて住民の皆さんとか協議会の委員の皆さんが支所の職員と気軽に話し出来る、そういった意

識改革や雰囲気づくり、これを是非またお願いなんですが、部長を始め幹部職員の方々、それから区長

の人達が率先して指導していって頂ければ、そして協議会の委員の方々も気軽に支所の職員にこういっ

たことを話し、「おい、これどうなっているんだ。」と声掛けなどをして頂ければ、そういった雰囲気を

つくっていけるんではないかと、そういったことも一つ有効なんではないかと考えております。 
 次に今言ったこと、今ご説明したこと、住民の意識改革、協議会の委員の方々の意識改革、職員の意

識改革、こういったことが皆さん進みますと協議会では地域住民が望んでいることがすごく分かるよう

になってくると思うんです。そうしたら意見もまとまりやすいでしょうし、自分達でどうしたらいいん

だろう、こうしたらいいんだろうと思い悩むのではなくて、それは聞きにいけばいいんだということが

よく分かる。聞きにいく中で色んなものが出てきたものを、それをこの場に持ち寄ってまとめていこう

と。場合によってまとめたものをフィードバックして地域の住民の皆さんも情報提供して、また意見を

聞いてまとめていけばいいということが分かる。こういった三つの意識が誘導するということで協働の

意識が高まって、さらに自分達でやったことについてこれは良かったか、悪かったかというそういった

反省が行われるようになれば、こういった意識を地域全体が持つことになれれば、それは本当の地域づ

くりの自主的主体的な地域経営の確立という絵を描いていますけど、そうじゃなくて地域づくりですね。

地域運営、ここの浜益づくりが確立されていくということになるのではないかなと思います。そうしま

すと必ず浜益にとって誇れる何かが生まれるんではないかと思います。浜益で生きる喜びとか、そうい

ったものが出てきて先程来言っている住民自治というのが本当に根付いてくる。そうするとこれ過疎対
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策にもなると思うんですよ。自分の地元で生きるということが皆さん楽しくなってきてくれれば、それ

はここに残ろうという方々も出てくる。また、戻って来るという人ももしかしたら出てくれる要素にな

ってくるんじゃないかと。そういうことにもなってくるだろうし、浜益で暮らしていくという自信が出

てくるのではないかと思っております。こういうことは、浜益というのは必ず出来ると思うんです。な

ぜかというと、本当に浜益というのは好条件を持っているんです。合併協議会の時にも私話したと思う

んですけれども、札幌近郊で１時間ちょっと、札幌駅前からだと本当に１時間半から２時間もかからな

いくらいで来ますよね。海も山もある。山菜も美味しい。海の幸もある。それから美味しいお米もある。

楽しい黄金山などの自然もある。浜益の色んな歴史も、ニシン漁など歴史も持っている。こういったと

ころに浜益というのはこういう大きな財産を持っている。それプラス人との財産もあるということを再

認識してください。地元にいたらなかなか気付かないかもしれませんけれど、浜益って人的財産ものす

ごいんです。というのは浜益小劇場、あれをやろうという意識があって、それを周りの人間が、あの劇

場演劇やりたいという人だけがいて自前でやっているだけで、ああいうのは長続きしないじゃないない

ですか。あれを応援して見に来る人達、住民の人たちがいるからあれが長続きするんですよね。見よう

とする人達がいて、来てくれるから長続きするんですよね。そういう意識があるということ。そういう

人達がここに住んでいると。これがあっているかどうか、私、ちょっと間違っていたらごめんなさいな

んですが。（合併）協議会でよくきらり使いましたよね。きらり使ってた時に、老人用のお昼の配食サ

ービスってあるでしょう。あれって素晴らしいと思うんです。ああやって皆さんがやられているという

のは。これは後程少し詳しくお話ししますけれど、こういったケアの心を持って地域でやっていくとい

う、こういう心を持って地域で動いている。素晴らしい人材がいるじゃないですか。心も有るじゃない

ですか。もうちょっと古くて、これもあってなかったらごめんなさい。失礼な言い方になったら謝りま

すけれども。おんぼやきやっておりましたよね。今あの新しい火葬場づくりで、合併特例債でもつくん

ですけれども。そういうことの前に火葬場を持ってて皆さんがやっていた。役場がやってたんじゃない

ですよね。地域の住民の方がやってたんですよね。これは地域のために自分達が余り誰でも好きじゃな

いような仕事をやってたわけです。色々役割分担を決めながら。それに対して周りが支援してたわけで

す。知らない素振りをしてなかったはずです。この心というのは正しく地域づくりの心なんですね。み

んなでやっていこうという心なんです。そういった心を持っている人達がいる地域において、皆さんが

働きかけたらそれが上手くいかないわけがない。好条件を持ち、なおかつ人の心が持って動く人達もい

る。そういった浜益があるんだから、あとは纏める人でしょうという話しです。だから浜益の地域協議

会がすごい、私は期待しているということなんです。そういう意識を再認識、そういう素晴らしいもの

を浜益は持っているんだということを再認識して頂ければと思うんです。それで最初に言ったことをち

ょっと理解して頂くと、地域づくりの始まりは情報交換から。先程言っているように地域住民と協議会

の委員、これが地域づくりについて色々話しを進める。それが活発な話し合いとして行って、意見交換

会を頻繁に行っていくと。そうすると意見アイディアが産まれてくる。そして地域で出来ることは地域

で実施する。この考えの基、地域協議会がアイディアや意見を纏めて地域の意見として持つ。それを市

の施策に反映する部分も出てくるし、それは支所と住民の協働による実施に繋がるんだと。ここが真っ

直ぐいく部分も十分あるんですね。そして支所のような担当職員が入ることによって活発化、色んな方

面で一緒になってやっていく。そして、みんなの積極的な参加によって一体的な取り組みをやって、こ

の地域協議会の検討が進んでいくという。そして出来るのが地域づくりの実現という大体の理念、概念

的な流れはこういったものです。これは地域協議会の発足の時、設立の時、ご説明させて貰ったのとほ

ぼ同じなんです。ただ、あの時は時間もなくて皆さんが地域協議会ってなんぞやというものがなかなか
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認識されないうちにご説明しておりますから、思いが余り伝わらなかったと思うんです。今回は皆さん

１年以上経ってですね、１年半経って結構悩まれたと思うんです。そうなった時にこういうこと聞くと

ちょっとは「あ～、そうか。これからどうしていこう。」という思いになって頂ければ幸いかと思いま

す。ただこれは、やはりイメージです。いくらイメージで言っても具体的にどうせいと言うんだ、そう

いうふうな形になってきます。それで今日はちょっと具体的な例を、これは私と尾崎主査が勝手に作っ

たものなんですね。勝手に例示として例えばこういうような地域協議会として具体的なものが考えてい

けるんじゃないかという例を考えてみました。これは仮定ですからね。そのつもりで聞いて頂きたいと

思います。 
 グリーンツーリズムというのがあります。浜益でグリーンツーリズム研究会というのが行われたんで

すね、平成１８年度ですね。これは木村委員、今日は来られていないんですけど、木村委員が関わって

いるものなんですね。これって非常にいいことなんですね。それが格好の題材になるのは、なぜ題材に

なるかというと、今までこれ道庁も関わっているんです、グリーンツーリズというのはね。国も関わっ

ているんですけど。国、道、市町村と下りてきたんです。石狩市では浜益まで、支所まで下りてきたん

です。支所に下りてきて「じゃ、やってよね。」ということで、今出して貰いますけども、『うまいもの

探検隊』というのを作ろうということで何かが動いたんです。４名の方が動いたんです。ところが従来

であればこれで終わっちゃうんですよ。声をかけて動いた。じゃ、そこであとは４人の方、頑張ってね。

上手くいかなかったら、「あ～、また上手くいかなかったから、じゃ、次期待しようかな。」と、これで

終わるのが今までの大きな例というかパターン的なものだったんですね。そこから一歩進めてこれを浜

益に根付かせるためにはどうしたらいいかというのをちょっと考えてみたんです。この『うまいもの探

検隊』、これを継続的な実施により浜益に根付かせる。活性化に役立てる。地域づくり、産業化に上手

くなるんじゃないかと、こう考えると、そしてそれが上手くいったら浜益ファン獲得大作戦って書いて

ありますから、上手くいったらすごいもんですよね、これね。それでちょっとこれを進めていきますと、

まず、グリーンツーリズムっていうのは何かというのをちょっと簡単に説明させて頂きます。自然豊か

な農山漁村地域、浜益そのものです。そこで自然と文化と人々の交流を楽しみながらゆとりある休暇を

過ごす滞在型の余暇活動。まあ役人の書く言葉ですね。早い話が、都市と田舎の交流で楽しもうと。そ

して田舎を活性化させよう、賑やかにしようという動きだということです。それが、そうすることで農

水産業生産活動、つまり農家の方や漁業の方々、そういった、まだ漁業は入ってないですね。農業の方々

ですね。そういった農産物を仲介として動かすことによって色々な効果が出てくるよということを言っ

ているんですね。じゃ、それをどうするのといって声かけた時に動いてくれたのが『浜益うまいもの探

検隊』これを作ろうとした研究会だったんです。これは浜益の良さを知って貰おう。浜益の４名が去年

から研究会を立ち上げて、さっき言いましたよね。札幌に近いというすごい立地条件の良さ、これを利

用して札幌近郊の小学生とその保護者、親を呼んで浜益で色々な活動をして貰って、農村をＰＲしよう

として動いてみたんですね。その内容というのが、農家が農産物の品質向上、体験内容の充実など浜益

の農家が持つそういった内容を観光やお客様とどうやって結びつけるかというのを考えてきたわけで

す。これを観光に結びつけて商品の情報、体験、活動の内容をお客様に流す。お客様がそれを見て参加

しようと入ってくる。そういうことで交流がうまれてグリーンツーリズムというのが出来上がっていく

という、そういった考え方なんです。そういうことで実施、まずやってみようという、これが善盛園の

時の風景なんです。１回目が善盛園で７月に行われました。内容はサクランボ狩りとかバーベキュー、

自然観察などですけれども、そして２回目がきむら果樹園で行われました。日にちが間違っております、

すいません。１０月１日ですので訂正してください。２回で実施しました。募集をかけたのは、さっき
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言ったように札幌の親子ですね。３０名程度を募集しまして、その方法というのが新聞に掲載してやっ

たわけです。その結果として９家族２６名が参加して実施ができた。参加料というのが８千円、６千円

という形で、これ２回で８千円なんですね。そういうふうな形で実施されたということです。そうした

ならば、必ずやれば、さっきも言ったでしょう。やったら事業結果を検証する。そういう検証もここで

は行われたんですね。これが大事なんです。反省をして課題を見つけて、次どうしようかということを

やっていく。それを研究会の人達はちゃんとやってくれました。それが１回目では気持ちよく過ごせた

んだけれど、色んな気を遣ってくれて良かった。しかし、お昼美味しかったけれど残してしまった。そ

れから自然観察でのビジョンというか、そういう考え方を明確に色々なことを教えて欲しい、とか色々

な反省点が出て来ました。２回目でも自由時間があると良かったとか、それとも、企画が多すぎた。や

りすぎで色々ゆとりがなかったみたいな。そういう反省が出ていた半面、親切な運営で良かったと、そ

ういうふうなことも出てきていました。これが今度、スタッフ側の反省からすると、子どもを連れて行

っても気を遣ってくれて良かった。昼食はスタッフも一緒に食べた方が良かった。こういった意見の裏

には何があるかというと、気を遣ったこと、スタッフが良かれと思って色々やった、気を遣ったことが

逆に参加者に気を遣わせたんじゃないかという反省点がうまれてきたということですね。周到な準備、

スタッフも楽しむ、作業は参加者にも手伝わせる、こういったことが必要だったという、ちゃんとした、

今度の次回にはこういうことを盛り込もうという反省点が出てきている。じゃこれを活かしてどうやっ

ていこうかという問題になります。それが今後の課題という形になります。そうするとその反省点を踏

まえた今後の課題というのは、組織の拡大。４名の農家の方々ではやっぱり無理なんです、色々手伝っ

て貰っても。だって地域の農業以外の人達。ＮＰＯ等って書いてますけど、何もＮＰＯでなくてもいい

んですね。誰でもいいんですけれども、色んな方々の協力が必要になってくるんじゃないか。それから

参加者が来たい時期。札幌の人達って、やっぱり天候がいい時っていうか季節のいい時ですね。春とか

夏とか秋とか、そういう時のまた夏休みの時期とか、そういう時に行きたいんですけれども、そうする

と農家の人達も忙しい。そういった時には農業者だけでは駄目なんだ。それからサービのみ行っていて

は駄目だ。ここがいい反省点、課題なんですね。やりすぎ、これ、サービスやりすぎで食べきれなかっ

たというのは、これ道からの補助金も入っていて色々出来たからなんだよね、結局ね。ところが今度、

永続的にやるといつまでも行政に頼れない、そしたら補助金無しで考えていくとしたら、ちゃんとした

サービスにはちゃんとした対価を払ってもいいと考えている人達が結構いると、これ現実なんですよ。

いいものには客が来るというのはいい例なんですよ。やり過ぎも駄目だし、無さ過ぎも駄目なんだけど、

いいもののサービスといいものの食材には人は媚び付く。それを１８０万の都市は抱えて待ってるよと。

これを見逃す手はないということを言っているんです。そういうことを含めて、人がどんどん来てくれ

れば浜益の海も山もＰＲ出来て、賑わいが戻ってくるんじゃないかなと、その可能性がいっぱいあるよ

というところを示してくれました。それが課題の中に全部入ってます。いいサービスを継続して、ちゃ

んとそれなりの対価を払って貰って、そして浜益を売れる。こんないい課題なんてないですね、という

ことです。そうすると、じゃ、その課題を解決するためには何が必要か。体験サポートという形で、こ

のグリーンツーリズムがスムーズに行えるように参加者の手助けをしてくれるサポート役を何とか見

つけなければいけない。それから宿泊サポート。滞在者のニーズ、つまり日帰りもいいんだけど泊まる

のもいい。また、日帰りでもいいけどその応対する、案内する、浜益案内係みたいなのでもいいし、宿

泊のところでもいいし、そういったことでファームイン、民宿的なもの、それから民宿のサポートとい

うのはそういった案内係というか、ガイドですね。浜益ガイド的なものがあればいいんじゃないか。そ

れから講師サポート。体験そのものを実施するサポートですね。漁業や工芸とか自然観察、こういった
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ことの達人がいて、その場その場で体験をお手伝いする。そういうのも必要になってくる。こういう３

つのことが満たされれば、サポート出来れば、根付くんじゃないですか。お金も落ちますよ。名前も売

れますよ。人が来る、戻って来るかもしれませんよ。可能性はありますよと、なんですね。じゃ、これ

をどうやって実現しようかという話しになっていく。具体的な方法というのは広いネットワークづくり、

無理のない経営、顔の見える産地づくりとＰＲ、お客、会員双方にメリットのある運営、それから交流

から新たな商品やサービスに繋げるという色々な試み。それがグリーンツーリズムとしてイメージ、今

までのイメージを単純に農業、農村というのを破ってしまって、浜益として持つ漁業とか、商業、観光

がありますね。そして区民の連携が図られていくと。そうするとどうなってくるかというと、浜益らし

いオリジナルのグリーンツーリズム。これ、浜益としての地域づくり。これがうまれるじゃないですか。

そして、そうすることによって浜益ファンが獲得できるという話し。じゃ、これにどうやって地域協議

会が関わっていくのっていう話しになります。今までいった課題とか上手く成功するイメージというの

は本当に４名だけでは無理なんですね。でも研究会の人達は頑張って実施して反省点を見つけて、課題

を見つけて、進むべき道も色々考えてくれています。じゃ、そういったそこまでちゃんと自主自立で自

分達は浜益の為にやろうという動きが出てきている。その人達がやろうとすること、その内容を協議会

として地域づくり、地域振興、これに効果的なものか、こうやって検討して、そういった目線で検討し

ました。その行動を皆さんと意見交換の中で聞いて検討しました。「これはやっぱり浜益のＰＲに役立

つわ。地産地消にいいわ。産業の振興に役立つわ。これは浜益にとって振興の効果大だよ。」っていう

ふうになっていきます。これはいいなと協議会として判断したとします。次に出てくるのは、じゃ、研

究会の中で役割分担とか責任分担、ちゃんと自主自立でやっていけるのか、根付くことがさせれるのか

という検討をします。それで今の状況を見ると既に２回もやってきている。それが今、役割分担とか責

任分担の形は出来上がっているんじゃないかい。あとはこれが自己責任の事業として定着させることが

可能かどうか見て、検討すると、これは可能な手はないかなと。あとはきちんとした肉付けと役割分担

をもう少し規模、組織を大きくした時に、ちゃんとそれをコーディネートする役割をしてあげれば根付

くんじゃないだろうか。漁業も含めて上手くいくんじゃないだろうかと。また、協議会が判断したとし

ます。今はみんな仮定の話をしているわけだよね。そうするとこれを受けて、きちんとした話し合いに

入ろうぜと、研究会と協議会が意見交換して、先程の課題を考えながらどうすればめざす姿に近づけて

実施できるか、そういうことを意見交換して協議会として出来ることを見つけて応援するんです。その

中で検討したなら何が出てきたかというとサポート関係者。さっき言った色んなサポート有りましたよ

ね。３つのサポート。あれが必要な関係者への支援要請を協議会として行ってあげようと。支援要請っ

て囲みよく付けていますが、まあ協議会としてやるんだけど、実質はいって「おい、おまえら手伝って

やろうぜ。」と声掛けをして、動いてあげようということですね。そうすると、そのサポート者の会議

が必要となってきますから、そういうことの支援、開催の最初ぐらいのそういうことはしてあげましょ

うと。それが協議会として出来るんではないか。それからＰＲ。ＰＲもこういったグリーンツーリズム

というのが出てきたらその研究会の人達だけじゃなく、浜益の区民、住民の方々みんなでＰＲしようと

いう、そのやり方を考えてやるんです。一例をいうと自ら出来ることの検討ということを言っているん

ですが、区民の確保。住民一人でもいいし、一戸あたりでもいいですから、ビラを１０枚刷ります。１

０枚分といったら結構な数になりますね。その宣伝ビラやなんか、それは当然浜益の宣伝ビラとイコー

ルに見れますから、そういうことを協議会として基金を動かして作ってやっちゃう。毎年作るんですよ。

それを各戸１０枚でも２０枚でもいいから渡す。皆さん必ず、札幌行きます。滝川行きます。行った時

に知り合いとか色んなとこで一人少しずつ配ればいいんです。各戸の人が全員行けば、色んな新聞折り
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込みとか何かするよりも色んな面でいいんですね。色んな多方面に配らせることが出来ちゃうんです。

それから浜益のことを知ってる人が配りますから、配った時に「あんた、これどういうことさ。」と言

われた時に説明できます。また、そうやったら聞かれるから浜益の住民の方々も覚えていきます。そう

こと事態で浜益の方々が全員宣伝マンになるし、ＰＲになるし、お金をかけないで出来るし、このグリ

ーンツーリズムに対しても良くなるという二重、三重の効果が出てくるんじゃないかなと、私はちょっ

とそういうことも考えてみました。そうすると自分らの出来ることで出来る。そういうところに基金の

お金を使って貰えばいいんじゃないでしょうかね。そうしたらこれは行政への依頼事項の検討にも値す

るかもしれない。本当いうとそのビラを刷るのは１回くらいにしておいて、あとはグリーンツーリズム

が儲かったならば、その資金を回していくというのが一番いいんですよね。そっちの方が永続的に続く

んですよね。それら色々あるんですけれど初回はそういうことも必要かなと。きっかけづくりとして行

政への依頼事項というのも一つ出てくるでしょうと。宣伝のためにスピーカーが必要だとかそういうふ

うになれば、グリーンツーリズムの研究会が何とか事務局になって永続的にやるところに投資をしてあ

げるというのも一つの手かもしれない。そういった研究会が発展した事務局とか運営主体が出来たらそ

こが自主運営をするということを、これが原則です。それを基本に行政としての支援、そういうものが

見えてくるんじゃないかなと。それは研究会が自ら出来ることはやります。それに対して協議会がお手

伝いします。そういうことにして必要な分については行政としてお金を支援する。まさに補完性の原則

そのものなんですね。自分で出来ることは自分でやる。出来ないことについてはどうしたらいいかと一

緒に考える。一緒に考えて、それでは必要なものについては行政と協働でやっていくという、こういう

ことに繋がっていくんですね。ですから地域協議会が浜益区全体での支援、これをコーディネートした

結果、色んなことに広がりを見せる可能性が十分あるということなんです。重要と書いて有りますけれ

ど、地域づくり、地域振興に寄与するもの、これを箱ものとかイベントとか端的なものに限らないで、

まずは、情報交換、意見交換で話を聞く、意見を聴く、意見を出し合う、これが第一段階。それを考え

てこうやって纏める。そして自分達で出来ることは何かを考える。「あんた達、自力でやっていくこと

は何なんだろう。俺たちが手伝えることは何なんだろう。行政に頼むことは何なんだろう。」という役

割を見つけてその分担を考える。またコーディネート、支援の方法を考えてあげる。そのお手伝いをす

るのが二段階目。その先に基金なり、行政にお願いしてお金を出して貰ったり色んなことをする三段階

目。こういう三つの段階を踏むような考え方で、その方法は私が今説明したとおりなんですが、その内

容というのは一定の型にはまらないで幅広く色んなことの検討が可能なんではないか。そういう姿勢で

もって支援・協働を意識しながらやっていくというのが必要なんではないかなと考えております。そう

することで協議会がそうやって動いていくんであれば、支所としても住民の意見を受け取って情報収集

のサポート、先程のグリーンツーリズムで必要な色々な課題が出てきたことに対してさらに必要な情報

収集、実現するために色々なことが必要だということ、また協議会が考えたサポートの仕方を実現する

にはどういうことが必要だという情報収集だとかそういうことは、これは支所の職員がお手伝いすれば

いいんですね。情報収集のサポートですね。それから、意見交換会や何かで色んなやつも事務方はお手

伝いすればいいんですね。関係機関との協議、議論を行うことも出来ますし、必要な場合については永

続的ではないんですが、一時なんですけれども人的なサポートを含めて、色んな制度を考えて上げるこ

とも出来ます。そして先程の行政への依頼事項というのが出てきたならば、支所として真剣に取り組ん

で予算化に向けて動くことも可能なんです。だって支所だって、色々予算要求し易いですよ。自立的に

こうやってみんな動くようになっている。こんだけも効果がある。課題も見つけている。協議会として

もこうやって支援するんだ。浜益全体でこうやって取りあげるんだ。そして効果があるんだということ
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であれば、予算も通り易いんじゃないかなと思います。そして支所としては地域住民の自主的な地域づ

くり、地域振興を支援し、育てる意識を持って住民の皆さんと協働、これが必要な場合には積極的な対

応をしていく。先程来言ったことが重要だということを認識しながら動いて頂ければと思います。 
今まで言ったことを全部一応流れ的に言うと、やはり住民の皆さんとのもう諄いようですけれども意

見交換が必要で、今の例で言うとグリーンツーリズム研究会グループとの意見交換会が為されていて、

専門的な部分の検討とか協議とか情報収集とかそういうものが必要になれば支所が手伝って、協議会が

色んな支援の方法を考えていくという、こういうような流れが組み立って実施されていけば、これ一つ

いいものになるんじゃないかなと考えております。ちょっと話しが諄くなっておりますけれども、こう

いった今言ったのはみんな仮定の例なんですが、こういうこと一つとっても地域協議会の役割というの

は大きなものが有るんではないかなと考えております。まあ、具体例は今挙げた一つなんですが、もう

一つちょっとお話しさせて頂きたいのがあと５分程。ここでほぼ１時間ですが、あと５分程宜しいでし

ょうか。 
もう一つの例というのは、この前のここの地域協議会の議事録を見ていると非常にいいことが載って

おりました。それは自治会支援制度モデルづくり事業っていうんですね。これは支所の職員の方が１９

年度予算を考える時のきっかけづくりみたいに出されたという話しはチラッとは聞いているんですけ

れども、これっというのは非常に一つ大きな考え方の方向性、可能性というのが有るんではないかなと

思っております。そういうのは、滝川の方にライフサポートというのが有るのはご存じでしょうか。そ

のライフサポートというのが有りまして、介護保健に至らない人達。お一人で生活は何とか出来ます。

介護保健のご厄介にまだなるような形では無いです。しかし、若者と一緒に住んでいません。一人の老

人ですとか、独居老人ですとか、夫婦二人の人です。何とか介護保健に、それから人に頼らずに生きて

いけるんだけど、「日々の生活、これ辛いわ。」っていう人がいっぱいいるんです。お年寄りの人にでも。

そういう人達を支援していこうと。雪はねですとか、それとか買い物ですとか、それか病院への通院で

すとか、それか草むしりですとか、そういうものをサポートしていきましょうと。そういうのを自治会

がつくっているんです。その自治会はある程度大きい自治会なんですけれども、全市でやっているわけ

じゃないですよ。その自治会の人達が町内に住む人達の「爺ちゃん婆ちゃんの手助けを、俺たち動ける

人間がしないでどうするんだ。」と言って動き出したんです。もう既に実績をものすごく上げているん

です。それというのはお金を取ったからなんです。ボランティアで単純にただでやってあげるというわ

けじゃないんですね。「応分の負担をしてくださいよ。その方が頼みやすいでしょう。」という、そうい

う意見だったんですよ。だから爺ちゃん婆ちゃんも「やあ、ただでやって貰うと悪くて頼めなかったけ

ど、こうやって（いくらかはちょっと分からないですけれども）チケット制にして貰えれば、気軽に電

話して頼めるわ。」と、いうことが出来る。頼まれた方も単純にボランティアだけで動くんじゃ無いん

で、ガソリン代はくれるし手間賃はくれると。ボランティアなんですよ。そんな高額貰うわけではない

んですけれども、それなりの見合い分は貰えるから動きやすいと。そうなっていくことで、みんなで助

け合いの仕組みが生まれてきたという話しなんですね。そういった形、これは行政が入ってないんです。

自治会で住民の人達が動いているんです。まさしく地域が地域を助け合っていく。そのやり方はまとも

に真似するというのも一つです。それが悪いとは言いません。しかし、浜益バージョンを考えてもいい

んじゃないの。さっき言った給食の配膳のやつ、あれも一つそうですよね。まさしくそのとおりだと思

います。そういったことを複合的に色々やっていくというのは、自分達で浜益では何が足りなくて必要

なんだというのを考えて、そういった動ける人を探してきて育てるという作業を協議会としてすればい

いんじゃないでしょうか。それを一つすごく思うわけなんです。何も支援モデルとしてすぐ助成金とか
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補助金とか、もし、いくんであればそういうふうにいかないで、まず自分達で育ててやるにはどうする

か。意見交換で出して、やり方を考えて、その中で行政に頼む。どうしても車１台欲しいとか、何かす

るために簡単な事務所がいるんだったらそれを買い上げるお金、それは１回こっきりですよね。あとは

自分達で運営するからという話しであれば、これ基金の対象になるんじゃないでしょうかね。そういう

ことを考えていけばいいんじゃないかと、思ってしまいました。実はですね、これ浜益今しゃべりまし

たし、浜益でもこういうような案は出たんですけれども、その前に厚田が先に気が付いたんですね。厚

田区ではそれをいち早く聞き付けまして、滝川までもう視察に行ってます。地域協議会の委員さん方が。

そして自分達で分科会を作ってその中で、自分達でそれを厚田バージョン出来ないかということを考え

ようとしてもう動いています。まあ動き出したばっかりですけれども。これはどっちが先とか後とかじ

ゃなく、どっちが真似した真似しないじゃなくて、自分達のその地域に合ったそういうものを考えて自

分達で動こうという、そういう考え方とそういう人達をつくっていこうという、そういうことが必要。

やるということがまず必要なんですね。そこを厚田区はもう動き出してますよということをちょっとお

知らせしておこうかなと。そして浜益にもそういうアイディアが有るということ。アイディアが有るん

であればどうしたらいいかということを、自ら動く、自らそれを根付かせるためにはどうしたらいいか

ということを考えていくことが非常に必要なんじゃないでしょうか。 
最後に一つだけ。皆さん、今まで縷々説明された私の考えなんですけれども、勝手にしゃべらせて頂き

ました。これはこちらの浜益に可能性があるから申しています。現にそういった動きが出て来ているん

です。何もここの協議会が行き詰まっているとは私は思っていません。ここの協議会がよくぞここまで

そうやって話しを進めてきたなと逆に思っています。壁にぶつかるのは当たり前なんです。何かやらな

いと壁にぶつかりません。やって考えたから壁にぶつかっては、今後どうしたらいいんだろうかという

ふうな思いになったと思うんですね。それであればそれを今度越えるにはどうしたらいいか、自分達で

どうしたらいいかと考えるべきなんで、とてもいい段階に来たんではないかなと思っています。正直言

いまして北海道の中でもこうやって壁にぶつかるまで行かないで、入口論でまだワイワイやっていると

ころいっぱいあります。というより北海道だけじゃなく全国でいっぱいあります。先程冒頭で言いまし

たようにこれは地域づくりの挑戦で全日本でみんな同時に進んでいるんです。入口で止まっているとこ

ろもいっぱいあります。浜益はだいぶそれより前に来ているんです。それは意識して構わないと思いま

す。だからこそ余計考えて、創り上げていって、根付かして頂ければと思っております。まさしく先駆

的な例になる要素を持ったところだと思います。皆さんのこれからのご活躍に非常に期待しております。

雑駁ですが私からの話は以上とさせて頂きます。どうもご静聴有り難うございました。 
【支所:宮田課長】 

 大変有り難うございました。意見交換会に入っていきたいと思いますけれど、意見纏める方も時間の

都合があろうかと思いますので、３時まで１０分間休憩に入って宜しいでしょうか。 
【各委員】 

 はい。 
 

～ 休 憩 ～ 

 
【支所:宮田課長】 

 再開します。これから、フリーに意見交換していきたいと思います。話しをお聞きしましたけど、ま

だ具体的にこういうものはどうなのかなという悩み、考え。悩みを持っている方もいると思います。是
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非意見を出して頂きながら、そしてまた、意見を聞いていきたいと思いますので宜しくお願いします。

何かありませんか。 
【支所:大原区長】 

 ちょっといいですか。道内外の関係でも何か、今話された以外でも何かあれば。 
【講師（道）：清水主幹】 

 そうですね。色々あるんですけれども、一番いい例というのが、上越市というのが新潟の方にあるん

です。規模は向こうの方がずっと大きいんですけれども、１４の団体が合併したんです。１３の地域自

治区を持っているんです。石狩と同じように合併に際しての合併の特例の地域自治区だから、１３の市

町村の範囲で持っているんです。その時に、合併協議会で石狩の協議会と同じく将来は全団体に置いて、

自治法上で地域自治区って置けるんです。色々な中学校くらいの大きさとか、色々な大きさに区切って

全地域に置くことが出来るんですけれども、本体である上越市にその時置かなかったんです。それは恐

らく石狩と同じに、合併協議の間で慌てて創っても駄目じゃないかと、それは永続的に地域自治区とい

うものを創って、住民自治、皆さんの意見をきちんと聞いて自分達のやはり組織にしようと、そういう

住民自治をやろうという考え方をまっこと基本から考えて行きたいというのが上越市だったみたいで

す。それは石狩の議論と同じなんです。石狩の小委員会でもそうだったですし、協議会でもそうだった

んです。だから上越の協議会の方でもそれは合併後真摯に検討して、全市でやるための研究をしなけれ

ばならんというそういう意見の基に、先に先行して編入される側の方にだけ創ったんです。数は違うん

ですがやり方は全く同じなんです。向こうの方がやっぱり規模が大きいためにお金はあるんですね。北

海道は少なかったためにですね。呼んできた先生方がすごいんですね。法政から滋賀大学からと色々な

大学教授のエキスパートを呼んできて、研究会を立ち上げて、けんけんがくがくで２年間くらいやらし

たんですね。１年間か２年間かちょっと今日忘れたんですけれども。その報告がこの３月の１週間か２

週間位に、１週間前ちょっと位に出たんです。それがすごくいい内容なんですね。ただ、やっぱりどう

やっていくかというところでは思い悩むことがここと同じようにあるというとこなんですね。石狩とち

ょっと違うというのは、考え方は石狩と基本的には同じで、地域協議会と議会とは別物だというのはし

っかり線を引いています。学者の先生方も引けるものだと知っています。そういう人達が地域協議会は

地域へのことを考える組織なんでということで、ちゃんと定義付けはしてってるんですけれども。向こ

うは公募もやるんですけれども、公募プラス公募で出てきた人がその中で選挙をやります。その地区の

人達で。そういうことをやってます。だから委員が１０名と仮定しますよ。仮に１０名としたら１２名

１３名と出て来ちゃうんです、向こうは。それで選挙をさせるんです。準公選制って言っているんです

けれども。そういうやり方もやっています。ただ、その時に問題点として出てくるのは、１０名以下で

８名位来たら、その人達全員出すのかという問題もあって、そこのところは未だ解決出来ていないみた

いですけれども、そういったことの問題点も出て来て備えてはいますが、そういうやり方もしています。

そうするとやる気のある人達が出てくるんじゃないかという形なんです。だけれどもその中で、各団体

の人達との意見交換もしなきゃいけないんでどうなのかというところもやっぱり問題点として出て来

るんですよね。色んな方法が有るんだなと、上越市さんの方はそれをやることによってどうだという研

究をしていると、そういうような研究も一つ必要なのかなと。あとはやはり地域のことは地域で考える

ためにどうしたらいいかというようなことがやっぱり論じられて来て、その具体的な内容のところでま

だそこまではちょっと書かれてなかったんですけれども、動き方としては色んな研究が進んでるのかな

というのは一つありました。 
あと、地域自治区的な考え方でやっていって、これがねぇ、あるんだけど、そのうちに市長を通じて
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皆さんのところにお配りしようと色々調べてはいるんですけれども、地域自治区でいい事例都市という

のが、ぱっと見た時に豊田市というのがあったんですよね。 愛知県の豊田市です。なるほどな、いっ
ぱい色んなことやってるな、こんなこと出来ればいいなと思ったんだけど、なぜ、こんなに言い淀んで

いるかというと、あそこ金有り過ぎるんですよね。不交付団体も最たるものなんです。もうじゃぶじゃ

ぶお金有るんです。参考にならないんですよね。いい事業なんだと思うんだけど、余りにもお金有りす

ぎるもんで、ちょっと言い淀んでしまうんです。多くがやっぱり石狩方式のやり方をしているみたいで

す。準公選制を取っているところはもう数僅かだと思います。上越市とあと一つ二つ有るか無いかくら

いだと。ただそういうやり方も考えると、まあそれがいいかどうかというのは私非常に議論のあるとこ

ろだとは思いますけれどもね。それと例的に言うと浜松市というのもあるんです。浜松市というのも静

岡の方で裕福だろうというふうに皆さん思うんでしょうけど、裕福は裕福なんです。北海道の団体に比

べるとずっと裕福なんですけれども。でも浜松っていうのはヤマハがあそこから撤退したり、急激に企

業が色んなところに移転とか、結構苦しいことは苦しくなっているというところで、ただ、そこででも

非常に細かに地域協議会を開いています。すごく変地なところで、ものすごく縦長なんですよ。あの海

からぐーっと山奥まで縦長になっちゃったんです。図を見て貰えば分かるかと思います。そういう意味

ではここと似ているのかもしれません。ところがそこでは何と、協議会の度に本庁の課長は行くわ、次

長は行くわ、支所の職員だけでなくみんな勢揃いして来ているんです。まるで、議会の委員会みたいな

感じですね。あれはあれでそういうふうな役割を持たせているんでしょうけれども、やはり批判が出て

いるんですね。それだったら何のための協議会で、地域の文句を言う団体に今はなっているんじゃない

かという形になって、そこも試行錯誤が続いているというところです。だから皆さんやっぱり思い悩ん

でいるところが非常にあるんですけれども。あと、沖縄の恵那市というところでもやっているんですけ

れども。岡山市がいいことをやっていますね。岡山市が地縁団体との関係、つまり自治会との関係なん

ですけれども、ここ非常にコンタクトを多く取っています。というのは区長会とか女性団体の連絡協議

会、やっぱりこれらの女性を使っているというところが上手ですね、岡山ね。女性の動くパワーという

のを使いまして意見交換会を頻繁にやっています。そして地域の意見を反映させるようにしています。

それから沖縄県の恵那市でも地域懇談会というのを頻繁にやっています。それから松本市という長野県

の地域自治区では「支所長と語りあう会」なんていうのを創りまして、事務方との地域自治区の中での

住民との懇談会。当然、協議会の委員の人達も入ってくるんですけれども、常にそういうことを頻繁に

やっているということをいっております。 
【支所:大原区長】 

 はい、それくらいでいいです。 
【支所:宮田課長】 

その他に、どなたかございませんか。 
【立浪委員】 

 先ほど配食サービスについてご説明いただいたのですが、実際に石狩市と合併になってから、業者に

丸投げになったんです。それまでは、婦人会も手伝って食事もグレードを上げてやってきましたが、年

間１００万円ほど安いところに丸投げになっちゃって質も落ちて大変評判が悪くなっている。なぜ合併

したからと言ってそういうふうになったのかが疑問に思っているし、社会福祉協議会の中でも疑問だが、

とても残念に思っています。 
【講師（道）：清水主幹】 

 いや、まず、２点考えて頂きたいと思いますが、まず１点目はですね、民間がやれるのであればやら
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せれば充分いいんです。それでいいんだと思うんです。つまり、民間ができて、それに応分の分で業者

ができることは業者に、業者がやればお金がかかるんです。住民の皆さんがやっていくには、いろいろ

と手間になる部分があるので、住民の皆さんがやることと同じ効果を生むんであればという前提条件が

付きますが、民間ができるところは民間に任せた方がいいんです。民間企業がやれば従業員を雇ってく

れます。それが地場産業になり得ているんだからとてもいいことだと思います。だから、単純に自分た

ちでやればいいというものでもではない。先ほどの滝川の例はそれまで低価格でやってくれるところが

ないから、じいちゃん、ばあちゃんがそんなにお金を持っていないし、かといってただにするわけにも

いかないという兼ね合いがあって動いたんだということが大きなところだと思うんです。ＮＰＯとかが

あって、そこでできるのであれば、やらせればいいんです。私はそう思います。だって、それでぼろ儲

けしているとか、人からふんだくっているという商売をしているのでなければ、それはそれで成り立っ

ているんであればいいと思うんです。ただ次の２点目が、しかし、質が落ちると話がちょっと別になっ

てくるのかなぁと思います。先ほど民間と競合しあって、喧嘩してまでやるべきではないと申しました

が、もしそこで質の低下があるのであれば、逆に自分たちで競合するのではなく、どのようにしたら向

上するのかを考え、それが地域に根付いている業者であれば話し合いをし、食材等の協力などして互い

にうまくいくのであれば、その研究をした方がよいのではと思います。 
【立浪委員】 

 合併して、石狩市に右倣えしてしまって…。作っている人は以前と同じなのですが…。食材自体も送

らさってきているものを使っているんですよ。 
【講師（道）：清水主幹】 

 だから安上がりになるのですね。 
【立浪委員】 

 そうなんです。だからそこを分けて考えられないかと思って…。 
【講師（道）：清水主幹】 

 そうですね。社会福祉協議会ともっともっと協議して、それがさっき言った意見交換なんですよ。た

だ評判で、爺ちゃん婆ちゃんから「私の食べているのがまずくなったぞ。」というものが聞こえてきた

時に、そこで、些細なことでも社会福祉協議会と協議しますということを伝えられれば、先ほどいった

ことに繋がってくるのかなと。それでも必ずしもいいことばかりができるわけではないのかなと、でも

見方が変わってきますので色々な面で広がっていく。それを繋げていければなと思います。 
【北嶋会長】 

 北海道では、いくつか合併していると思いますが、そのうち地域協議会をつくっているところは何カ

所くらいの団体がありますか？ 
【講師（道）：清水主幹】 

 今日はちょっと表を持ってきていません。地域協議会は色々なパターンに分かれてまして、地域審議

会を置いているところもありますし、特例区のところもありますし、合併時の地域自治区を置いている

ところもありますし、北見市のように法律によらない条例による地域自治区を置いているところもあり

ます。ただ、そんなに多くない。確か、十数カ所だったと思います。道のホームページに載っています。

後で送ります。地域自治区自体になると少なくなります。それを含めて十数カ所だったと思います。 
【後藤委員】 

 この地域協議会は、各種団体から選出されて委員になっている。農協などの各種団体や自治会の会議

でも出席する人があまりいなくて、そうゆうものに全く関心がない。だいたいどの会議でも出席する人
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が決まってくる。まして浜益区は老人ばかりである。でも、みんなそれぞれに意見を持っていると思う。

なんかうまい方法でみんなを集めて意見交換できる場ができないか、このような状況でどのようにして

末端まで伝えられるかが疑問である。どのようにしたらよいのか？ 
【講師（道）：清水主幹】 

 そうなんですよね。よくわかります。まず、場のつくり方についてですが、場のつくり方もいろいろ

あるのですが、何々意見交換会みたいなものも一つで、事務局に、職員に任せるのもあってもいいだろ

うし、町内会や自治会の総会の中でやるというのも一つでしょうし、色々あるでしょうけど、まずはで

すね、自分たちの隣近所や温泉につかりながらや、仲間内での何らかの飲み会などの時に話題として出

す。日常生活の中で心がけていければ広がっていくものではないかと思っています。さっき言ったよう

に自治会や農協の会合、色々な会合ありますよね、その幕間、最後の時にでも何かあればとなった時の

機会を捉えるのも一つですし、年に数回の産業祭りなどの商品決定のアイディアでどの農海産物を出す

とか決定するときなどの会合だと人が集まるのかなぁ。その機会を利用して話題を出して意見交換をす

るとか。ただ一つ注意してほしいのはあまりお金をかけないことですね。意見交換の場や意見を聞くな

どのアイディアは各委員が出していかなければならないんですよね。お金をかけないでやっていくスタ

イルを確立しなければならないんですね。何故かというとお金をかけると長続きしないんですよね。お

金をかけないでみんなでなんかやると言う気になるような方法がいいのかな。消防団の集まりとかはな

いんですかね。 
【後藤委員】 

 役のない一般の者は出てこないんだよね。 
【講師（道）：清水主幹】 

 役のない者ね。う、う～ん。 
【後藤委員】 

農協の総会でも自治会の総会でも役のない者は出てこないんだよな。 
【講師（道）：清水主幹】 

 私の生まれ育ったところ、今ではどうかわからないんですけど、小学校の運動会の後、みんなで一杯

飲みあるんですよね。ここはやっていないんだろうか。 
【後藤委員】 

 学校でも色々あって、生徒とかの関係で、学校の中ではやってないんだわ。 
【講師（道）：清水主幹】 

 やってないの。校庭で、寂しいね。昔ね、運動会の後とか、部落対抗のリレーとかがあってその後一

杯飲みとかあったんだよね。そうゆう時が一番いいんだよね。話に花が咲いてね。酒の力を借りてしゃ

べるの、俺いいと思うんだけどね。自治会での花見の会でもいいしね、奥さん方の料理の会でもいいし

ね。ただ、浜益のことを考える話をするから花見をやるとかそうゆうことではしらけるからそうゆうや

り方でなくてね。何かいいのないんでしょうかねぇとかそういう方法で進めてアイディアをもらって、

乗ってきた人を引き入れて育てて、協議会の委員人って人を育てていくのも役目で、自分たちだけでは、

体がいくつあっても足りませんから。「あそこでこういうのをやってるから、あなた、ちょっとやって

みなさいよ。」と嗾けてやってみるのもいいのではないでしょうか。 

【後藤委員】 

 さっき、グリーンツーリズムの話も出たんだけどね。浜益の農家も高齢化で老人が多くてね、やって

いけない人も出てくると思うんだよね。そういった時に誰かやってくれるという人が出てきて、借家か
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何かに泊まって畑やって、泊まっては帰ってなんかしたりして、やっていければ一つの交流になる。今

後そうゆう方法でなければ有給農地が出てくると思うからね。それは一人で出来ないからね、何人かの

グループでその方法を、今団塊の世代だし、人数も多いしね。 
【講師（道）：清水主幹】 

 それもいいアイディアだと思いますよ。地域は地域の事情として捉えて団塊の世代の人たちを呼び込

む、そしてね夏のいい時期に浜益で余暇を過ごしませんか？冬になったらどうぞ引き上げてください。

いわゆるソビエトでいうダーチャですね。要するに仮別荘を農地のところへ持って、夏場、老夫婦で過

ごして、そこで野菜を作って、海のおいしいものを食べて、そして冬場は都会に引き上げていくという

ことが結構はやっているんですよね。ソビエトでは結構流行っているんですね。 
【後藤委員】 

 ここらでは空き家がいっぱいあるしさ。 
【講師（道）：清水主幹】 

 そういうのはできるかもしれません。そうするとアイディアとしてまたいいんですよ。それを今度皆

さんで話し合うときに、今厚田で問題となっている別荘地の問題の美観景観とか水道インフラ、土地の

問題、道路の問題だとかいろんな問題が出てくる。そういうことの問題整理をするときは支所の方で情

報くださいやと言えばかみ合ってきますよね。だけど頭の中だけでやってたんではだめなんで、じゃあ

農地の人たち、自分たちがそうやって何かあったら手伝ってやれるのか、サポートが必要ですよね。都

会の人たち耕耘機持っていないですしね。散布機も持っていないですよね。有機農法やるって言ったっ

て、ある程度除草などの基本的なことをやってあげないといけないですよね。そうゆうことのサポート

体制を考えてやるのが協議会の役目となってきますよね。 
【後藤委員】 

 北海道では栗山がやってますよね。 
【講師（道）：清水主幹】 

 そういうのを視察に行くのもいいですよね。浜益のパターンで考えていくのが非常にそれが…、グリ

ーンツーリズムみたいに繋がっていくし、派生していくのでいいと思います。 
【後藤委員】 

 栗山では応募人数がいっぱいいて、抽選になったみたいだよ。 
【講師（道）：清水主幹】 

 いいと思いますよ。だって、浜益って栗山よりいいと思うよ。 
【後藤委員】 

 そんなことない。 
【講師（道）：清水主幹】 

 何でかっていったら、夏は温かいし、果物もあるでしょ、海もあるでしょ。グリーンツーリズムなん

かはそれが知らなくて来て良かったと思うから、何がいいのかが分かってくると思いますよ。いいんじ

ゃないですか。それをやるから基金から助成金をつくって何かでそういった人たちに渡すという発想じ

ゃなくて、自分たちが動いてどうサポートができるのかということから入っていって、それで足りない

分をどうしようかという話しの発想でいくんであればそれは二重丸になってくると思います。是非、

色々検討を進めて頂ければと思います。 
【後藤委員】 
 浜益の場合、山有る、川有る、海有るでしょう。山菜何でも採れるでしょう。もの食べれば美味しい
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でしょう。来たいっていうんだけど、こっちが参ってしまうんだよね。 
【講師（道）：清水主幹】 

 だから、最後は浜益だけで考えるということは、俺は一番最初にはそれは考えて欲しいけど、でなけ

れば何も応援部隊の浜益応援隊っていうのを、今度はこっちのグリーンツーリズムをやっているけど、

札幌にそういう評判のいい人達いたら、学生の中に色んな応援隊っていうのをつくって、「来なさいよ。

あんた達そういうこと手伝ってよ。手伝ってくれたら楽しみながら美味しいもの食べさせてやるけど、

アルバイトという形じゃないよ。あくまでもボランティアなんだけど幾分のもの払うんだけど来なさい。   

泊まっていきなさい。」という話しで、それで手伝ってくださいと言ったら人って来るんじゃないでし

ょうかね。そうしたら、「これはいい。アルバイト代わりにもなるし、自分楽しめるし、浜益に行きた

いわ。」という学生が、夏場、いっぱいいると思います。下手したら東京にでも、運賃は全部自分で持

って、ここに何泊かさせて貰って、そういうのを手伝いたいという人は出てくるでしょうね。そういう

のを狙うとか。そういうのも一つの手なんじゃないかなと思いますよ。そうすると、ここの協議会が次

に何を考えるかというと、そういう人達を民宿に泊めたら金かかるよね。だったら、農家の俺ん家に泊

まるだけだったら朝晩の飯くらいはいいぞと。泊めてやるぞ。その代わりおまえ等はちゃんと浜益のこ

とをよく勉強して、みんなに努めてガイドの役割せいよとか、荷物運びせいよとか、そういうような応

援部隊になれよと。お父さん田舎にいて忙しいんだったら、お前らそれをやってくれよ。米は食わせて

やるぞという話しになれば、また人は集まってくる。二重三重にもいいのかな。そういうところも考え

た方がいい。 
【後藤委員】32:40 
 手間がない。 
【支所:宮田課長】 

 その他、ありませんか。 
【立浪委員】 
 来週の２９日に、グリーンツーリズム研究会の木村さん方が関係しているフォーラム有るんですよ。

地域協議会の皆さんにも多分案内いってると思うんです。観光協会の方から。折角いいお話もあったし、

その後、意見交換なども有るかもしれませんから是非出て頂きたいなと思います。 
【支所:岩崎部長】 

石狩市の観光協会が事例発表をするんです。 
【立浪委員】 
 そこで、地域振興課の人達が知らないというのは問題だと思うんです。結局そこは役所の縦割りで、

ちょっと問題があるかなと思ったんで、敢えて言わせて貰ったんですけれども。 
【講師（道）：清水主幹】 
 さっき言った意識改革というのは、そういう部分にも言えますね。 
【支所:岩崎部長】 

 今、あの皆さんにもパンフレット、ちらし持ってきますから。 
【支所:宮田課長】 

 今、資料をお配りしますのでお待ちください。 
【講師（道）：清水主幹】 
 （資料を見て）ああ、これですね。こういうところには是非どんどん行くべきですね。こういう人の

話を聞くというのもいいですね。 
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【支所:宮田課長】 

 その他有りませんか。（間）無いようですので、清水主幹にお願いした講話についてはこの辺で終わ

らせて頂きたいと思います。清水主幹今日は有り難うございました。 
【講師（道）：清水主幹】 
 いいえ。 
【各委員】 

 どうも有り難うございました。（拍手） 
【支所:宮田課長】 

 何回も来て貰うのは気の毒なんですけれども、また分からないことが有れば宜しくお願いします。 
この後休憩して、事務局の方から報告があります。 

 
～ 休 憩 ～ 

 

４．その他（報告） 

【支所:宮田課長】 

続きまして、その他報告。 

【支所:尾崎主査】 

それでは、再開致します。私の方からはその他報告とういうことで、お手元の資料についてご説明さ

せて頂きます。 

まず、地域協議会だより。前回開催後発行したものが№１０と№１１。それを全家庭に配付しており

ますのでご報告します。 

それから、資料は付けていませんが区民カレンダーの部分ですけれども、準備順調に進んでおりまし

て、この３月３０日にも各自治会の方に持ち込みし、配付して頂けるように現在納品の準備を進めてお

ります。昨年導入分から企業の広告を載っけてという形で、今年の部分については地域自治区振興事業

ということで基金事業を活用した中で補助金も貰いながらと、その広告料を充てて事業展開ということ

で、昨年同様、当初は２４件、企業の広告を予定していたんですが、まだ協力して頂けるという企業が

増えたものですから、今年については３６企業の広告を掲載してカレンダーを作ったということで、

近々各家庭に配られると思いますので、ご報告だけさせて頂きたいと思います。 

続きまして、バスの運行の関係なんですけれども、お手元に先週各家庭に全戸配付したもので、「バ

スの運行システムが変わります」というＡ３版の両面印刷されているもの。裏面に浜益滝川間乗合自動

車の関係の部分が載っているものが一つ。それと赤黒の２色印刷になっているダイヤ表ですね、時間表。

これがそれぞれ入札が終わりまして、それぞれ受けて頂ける会社が決まったと、運行する会社が決まっ

たということで、各家庭に配付することが出来ました。それを受けて、この週明けの２６、２７日で各

地区に説明会に入ります。この説明会の日程表が先程追加でお渡しした資料なんですけれども、もしよ

ろしかったら委員の皆さんもそれぞれの地区に行った時に顔を出して頂ければなというふうに思いま

す。この辺の部分については、後程また何か分からないこと有ればまた聞いて頂きたいと思います。 

それと、最後にもう一枚資料あったかと思います。前回の協議会の時に田中委員の方からちょっと尋

ねられた部分で、「浜益の避難場所ってどこなんだろう。」ということで、前回宿題として出された部分。

これは実はですね、３月号の広報と一緒に各家庭に配った「くらしの便利帳」っていうのを配ったんで

すけれども、その中に１２頁、１３頁に避難場所、防災の関係が出ているんですけれども、１２頁の方
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の右下には避難場所の屋内の部分、その次、１３頁の左上の方には避難場所の屋内が出ております。浜

益区においてはそれぞれここの部分が避難場所となっておりますので、この際、委員の皆さんもご承知

おき頂きたいなと思います。報告の部分については以上です。 

【支所:宮田課長】 

 その他の報告が終わりました。何かご質問等有ればお受けしたいと思います。 

【後藤委員】 

 この防災関係の避難場所なんだけれども、何を想定した、というのは、俺の頭の中で想定すれば、津

波の場合、浜益小学校なんかまともに津波をかぶる所なのに、何故避難場所なんだということになるん

だが。台風やなんかは別なんだけれど津波の場合、場所はちょっと上手くないと思うんだけれども。 

【支所:岩崎部長】 

 基本的に屋外は津波のことを想定した非難場所だと思います。今、後藤委員が言ったように例えば浜

益のコミセンのきらりは屋内では載っているんだけど、逆に言えば屋外は浜益は今度、道立高校のグラ

ンドになってますから、多分高台だということで。そういわれる部分もあるんです。また、本所の方と

連絡を取って適切な場所って、果たして柏木にどの程度までの奥地が適切なのかというのは有るんでし

ょうけども、まさか誰かの農地に集まれっていうわけにはいかないでしょうからね。ちょっと難しいと

ころは有るんですが、さっきの部分はごもっともだと思います。特に柏木ですね。それから毘砂別ね。 

【支所：尾崎主査】 

 それぞれの地区に格好の公共施設が有るか無いかという部分は有ったんでしょうけれども、因みにそ

の津波だけを想定していなかったという部分、むしろ逆に津波を想定した方が、最近ちょっと地震が多

いもんですから、そういう部分では今後見直すことも当然必要になってくるかと思いますので、その辺

の今頂いたご意見については担当の方にもまたお伝えしたいと思います。 

【羽山委員】 

 はい。それから、市の方から去年も２回ぐらい避難に対する訓練とか、心構えとか、そういう指導に

行きたいから、自治会の方で日程なり時間が決まったら連絡願いたいと、そういうことで１８年度で２

回くらい案内来てたんだが、果たして当然学校は学校なりに小学校に来ているんだろうという関係から、

去年はそれに対して柏木としては要望しなかったんだけど、当然支所の方にそういう連絡来てるでしょ

う。もし本所から関係者が来るとすれば当然支所からも誰か１人することになるんだし、何か文書だけ

ポツンと郵送で来ても、果たして集まるものか気の毒になる状態でなかなか誰も手を挙げない。「さあ

集まれ。何かあったら困るから。」って言ってもなかなか集まるもんじゃない。わざわざそういう要望

したとしても、５人や３人しか集まらなかったらこれもまた自治会としても面目立たないことになるだ

ろうし。 

【支所:岩崎部長】 

 ここの部分は、確か土曜か日曜日ばっかり。殆どが学校ですとか大きい会館だとか有りますから。大

きい会館は平日でもいいんですけれども。基本的には土曜、日曜にそのエリアの人達に集まって頂いて、

要はメインはですね、そこで自主活動組織のような運営組織のようなものをつくって頂くという、勿論、

その会館、学校の避難場所に市の職員も、まあ向こうは人数が多いですから５人やそのぐらい、あなた

はＡという避難場所の責任者だよという形で決まっているんですよ、もう。その職員も一緒になって行

って、職員は何をつくるかといったら、集まった人達に対してまず自主活動組織、その避難場所の自主

組織。あなたは例えば、食糧が配達されたら食糧を確認して皆さん方に配って歩くんですよとか、連絡

でどうですとかこうするとかそういう組織みたいなものをつくって貰うんですよ。通常の自治会とは別
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に、一つの組織が一つの自治会になっていればいいんですけれども、花川みたいに一つの会館に三つ四

つという自治会が集まるものですから、そういう訓練をしましょうという部分もあるし。 

【羽山委員】 

 理解しても全然それに対してどうこうと返事しないものだから、再度またそういう催促が来るという

ことなんです。だけど、なかなか自治会としても。 

【支所:岩崎部長】 

 まあ、向こうの方は自主防災組織。今、うちの方は群別がつくったのかな。初めて、まだ訓練という

か、組織をつくって簡単な自主防災組織。防災機具も少し国の補助で一箇所浜益に置いたんですよ。あ

の群別の方で。簡単な自主防災組織、婦人防火組織みたいなものをつくって頂いて、ちょっと訓練して

います。 

【羽山委員】 

 宮田課長、まず記憶有ると思うんだけど、柏木の場合、越智議員も騒ぐ時何年にも亘って、そうやっ

て結局現在に至ってるんだろうが、相当関心高く、自分の身を粉にしてまで様々なああいう期成会をつ

くったりして活動してたんだけど、柏木の場合そういうことで小学校も抱えていることだし、ご承知の

とおり本当に海岸淵で、川下も同じこと言えると思うんだけど、非常に市の関係者の方からそういう案

内入れば、なかなかどう答えるにしても容易じゃないなと思って。先程後藤さん言ったように万が一学

校のうんぬんかんぬんと言っても津波であれば一番先に孤立することになるだろうし、あの辺は海抜０

メートルに近いそういう場所なんだから。学校沈没するまでいかなくても、恐らく食糧の伝達も何も出

来なくなる恐れもある。越智議員が必要以上に力入れてあれだけ運動している地域だから、本当に私も

心痛めているところなんです。 

【支所:岩崎部長】 

 石狩の場合は、一回シミュレーションやっているんですよ。一応、想定シミュレーションって、震度

５かいくらか来れば、石狩湾を震源地とする震度５くらいの地震が起きた時の一応シミュレーションを、

道のあれか何かを使ってやって、そして花川北では一応想定では死者が何人だとか、けがが何人だとか、

全壊家屋は何人だとかって、一応そういう数字。まあ、それがそういうふうになるかどうかは別問題と

して。いずれは多分、本所の方では厚田、浜益の方もシミュレーションを一回かけなきゃならないと思

ってるんじゃないかと思うんですよね。 

【岸本アイ委員】 

 震度５って、浜益でも十勝沖地震か何かの時、震度５くらい来たんじゃなかった。 

【羽山委員】 

 地震そのものよりも問題は津波を伴う地震かどうか。 

【支所:岩崎部長】 

 逆に、あの北海道南西沖地震。あの奥尻の時、意外とこっちは津波が来なかったと聞いたんだが。 

【羽山委員】 

 何センチ。５センチとか３センチとかっていう話しなんだよね。 

【支所:岩崎部長】 

 そうだよね。分からないからね。この前の地震だって。 

【羽山委員】 

 ２、３日前にテレビでやってたのも、日本海は少ないんだもんね、可能性としては。 

【支所:岩崎部長】 
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 八丈島とか向こうの方では結構何時間か後には津波が来たとか。 

【羽山委員】 

 何せ私そんなことで個人的に越智議員が非常にもう心配して、今にも来そうな剣幕でいるんで。 

【支所:岩崎部長】 

 一回、各自治会の皆さん方とその辺ちょっとお話しというか、ご相談しなきゃならない部分だと思う

んですよ。会長さんだけで判断できることでもないし。 

【支所:宮田課長】 

 これも旧浜益村時代の計画をとりあえず市の方に合算させた形になっておりますので、また今後防災

計画の見通しなんかも担当の方に聞いて、また次回にでも報告できれば報告していきたいと思っており

ます。 

【支所：大原区長】 

 いや、もうこれ早急に変えなきゃ駄目だ。 

【支所:宮田課長】 

 そうですね。それは言えますね。 

【羽山委員】 

いずれにしても新年度に入ってから。何とか。 

【支所:宮田課長】 

 ですから、訓練も手紙来るかもしれませんけど、すぐ集まれと言ってもなかなか難しいところもある

と思いますので、市の方でも計画的にやっていくと思いますので、その辺も含めて問い合わせてみたい

と思います。その他にございませんか。 

【北嶋会長】 

 もう何もなければ、いよいよもってあと１９年度に向けてどうするかなんか、事務局の方で日程とか

何か考えてますか。 

【支所:宮田課長】 

 次回の会議は予定どおり５月を想定して。 

【支所：尾崎主査】 

 ５月ですかね。ご相談して次の機会にある程度、任期の関係もあるんですけれども、１年のサイクル

もやりたいなと思うんですけれども。とりあえず任期は９月までなんですけれども、協議会が無くなる

訳じゃないんで、その後も継続されますので、１９年度の計画として次回、１年間こんな形でどうです

か、みたいなのはお示しできればなと、そのために会長と色々相談しながら。 

【立浪委員】 

 それって、５月の、いつもどおり第何、何曜日とかみたいな感じで。 

【支所：尾崎主査】 

 その日程をこの後、次回を皆さんで確認して頂ければいいかなと思っておりますけれども。 

【支所:岩崎部長】 

 遅くなると、また田植えに影響するだろうし、今年は早いのかな。 

【支所:宮田課長】 

 選挙あるんです。 
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【支所:岩崎部長】 

 選挙ある。ああ選挙ね。 

【支所：尾崎主査】 

 ５月２０日です。 

【佐々木委員他】 

 ５月なら忙しいな。 

【北嶋会長】 

 出来れば４月かい。 

【佐々木委員】 

 ４月ならいいけど。５月なら田んぼの支度しなきゃならないし、植え付けしなきゃないし、植え付け

終わるのには５月の末頃までかかる。 

【北嶋会長】 

 ４月の末頃だったらどうですか。 

【各委員】 

 ４月の末頃だったら、まだ何とか。 

【支所：尾崎主査】 

 それじゃ、４月の最後の水曜日にしますか。４月２５日ですね。 

【支所:岩崎部長】 

 時間は。 

【支所：大原区長】 

 あれ、水曜日って何か有ったんだっけ。 

【支所：尾崎主査】 

 何となく水曜日だったんです。スタートした時に水曜日が多かったんです。 

【支所:岩崎部長】 

 割と動きやすいのも有るんで。 

【北嶋会長】 

 時間は。 

【支所：尾崎主査】 

 次のことを考えれば、未だ昼の方がいいかなと思うんですが。 

【支所:宮田課長】 

 昼で宜しいですか。 

【支所：尾崎主査】 

 次が６月になるか７月になると思うんですが、そこが多分、忙しい人のピークかなと思って、それは

夜の方がいいのかなと思うんですが。 

【支所:宮田課長】 

 それじゃ、１時半でどうですか。 

【各委員】 

 はい。 
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【北嶋会長】 

 では確認します。５月は休みで、次回の地域協議会は４月２５日水曜日、１時３０分からの予定でい

いですね、皆さん。 

【各委員】 

 はい。 

【北嶋会長】 

はい、って言っても誰も来ないんであれば休会になってしまうんで、皆さん宜しくお願いします。 

 

５．閉 会 

【北嶋会長】  

 次回の地域協議会は４月２５日水曜日、午後１時半からということで、では、長時間に亘りましてご

協議いただき有り難うございました。第８回目の地域協議会をこれで終了いたします。 

 
平成１９年５月２４日議事録確定 

 
石狩市浜益区地域協議会 
会 長  北 嶋 富 作 

   


