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平成１８年度第６回石狩市浜益区地域協議会議事録 

 
日 時：平成１８年１１月１５日（水） １５：００～１６：４５ 
場 所：浜益支所 ２階庁議室 
資 料：会議次第 
  地域自治区振興事業について 

 
＝会議次第＝ 
 １．開  会 
 ２．あいさつ 
 ３．議  事 
  １）１９年度地域自治区振興事業について 
４．その他 
５．閉  会 

 
出席者：次のとおり 

委    員 職            員 
役 職 氏   名 出欠 所                 属 氏   名 
会 長 北嶋 富作 ○ （支所）区長 大原 嘉弘 
副会長 佐々木友冶 ○ （支所）部長 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  （支所）教育委員会浜益生涯学習課長 渡邉 隆之 
委 員 岸本 教範    
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：０人 
 

１．開  会 

【支所：宮田課長】 

 ご案内した時間となりましたので、只今から第６回石狩市浜益区地域協議会を開催いたしたいと思い

ます。先ず北嶋会長からご挨拶をいただきたいと思います。 
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２．あいさつ 

【北嶋会長】 

 お忙しいところご出席いただきまして有り難うございます。直ちに会議を開きます。宜しくお願いし

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からご挨拶をお願いします。 

【支所：大原区長】 

お忙しいところ有り難うございました。前回１９年度予算の要求に向けての会議を開いていただくと

いう事でお願い申し上げました。地域協議会としての意見を今の会議でご討議いただいて、具体的な予

算化に向けて、もう今週末に迫っておりますけども１９年度の地域自治区の振興事業として要求をして

いくようにしていきたいと思います。前回２点の事業についてはご承認いただいております。出来れば

今日は例として挙げております事業、それを説明する中で議論いただいて、出来るだけ何本かでも挙げ

ていただくという事で議論いただきたいと思います。 
来年度はこの地域協議会も２年目になるという事でありますし、この地域協議会の運営については

色々とご意見伺いする中で、何とか運営のための委員の研修事業、あるいは講師の招聘、そういう予算

もどうなるか分かりませんが、地域協議会として要望していきたいなと。もう一つ皆さんもご承知と思

いますけども、合併時に厚田･浜益に１億円の基金、合併後の地域づくり基金として設けられた訳なん

ですが、合併後１年過ぎて基金の活用について必ずしも当初考えていたような使いやすさ、というふう

になっていないという状況があるのでないかと私はそう思っております。何とか地域協議会の議論を尊

重する形の中で、地域のための事業化という様なものに使いやすくといいますか、内部的にもこれから

議論していかなければいけないと思っておりますけど、この基金の活用については出来れば１９年度当

初の中でもう少し内部での議論をつめていきたいなと心がけております。 
今日は今後の事業について皆さんのご意見を伺いながらですね、時間の無い中でそれをまとめていき

たいと思いますので、宜しくお願いいたします。以上です。 
 

３．議  事 

【支所：宮田課長】 

 有り難うございました。早速議事に入りたいと思いますが、その前に前回新しい地域協議会の委員と

いう事で皆さんにご紹介申し上げましたけれど、たまたま前回欠席されておりましたので、１０月１日

から委員になられました柏木自治会の羽山委員をご紹介したいと思います。 
【羽山委員】 

 どうもはじめまして。羽山です。宜しくお願いいたします。  
【支所：宮田課長】 

 有り難うございました。早速議事に入っていきたいと思います。この後は北嶋会長の進行でお願いし

たいと思います。宜しくお願いします。 
【北嶋会長】 

それでは次第の３番目。１）の平成１９年度地域自治区振興事業について、事務局からお願いします。 
【支所：尾崎主査】 

 はい。それでは私の方から。座ったままで失礼させていただきます。平成１９年度地域自治区振興事

業についてという事で、前回の５回目の地域協議会の継続協議という事で今日開催させていただきまし
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た。前回からの継続協議の中で、次回の会議までに何か素案的な部分、アイデアをある程度事務局で作

って提案していくという事で前回終わったかと思います。それで先ず最初に前回承認されました３事業、

資料の上の方に記載していますけど、この内カレンダーの製作とスポーツフェスティバルについてはこ

こに記載の通り予算要求を今進めております。それと３つ目の和牛生産推進事業ですが、これも当初担

当課の方からは予算要求していきたいという事でお話を伺っていまして、皆様にも前回ご協議いただい

たんですけども、この事業については平成１８年度からの継続事業なんですけども、今年度は経営診断

のための基礎調査を行いました。その結果を踏まえて平成１９年度に経営診断をして最終的な和牛生産

に向けてどういう様な取り組みをしていったら良いのかという、そういった方向性を出すための事業で

もあったんです。しかし今年度の基礎調査の結果で判断できる材料、データが揃ったので、あえて又委

託料をかけて経営診断しなくても基礎調査の結果を基にある程度判断出来るという事で、この事業につ

きましては平成１８年度完了という事で担当課の方では考えております。それと事業主体であります和

牛生産改良組合の方とも協議して、そういう形で進めたいという事で１９年度についてはこの事業は行

わないという事で今日確認させていただきたいと思います。 
それと次が先程言いました前回の検討会議の時に出されたキーワードを基に想定される事業を考え

てみましょうという事で、事務局の方で作った素案です。それで今回６つほど考えてみたんですけど、

これらの内容について先ず説明したいと思います。事業は全て本当に頭の中で出来ている部分ですから、

仮称事業になります。 
先ず１番目の自治会支援制度モデル事業に関しては、それぞれの自治会内に支援制度を整備すると。

生活弱者とここには書いているんですが、それらに限らず広い範囲の中で自治会員で困っている部分あ

れば、自治会内でお互いに助け合っていく仕組みを作ってみてはどうかいう事です。ここでは生活弱者

とか障害者とか６５歳以上の高齢者のみの世帯を対象にしてはどうかという事で例事していますけど、

ボランティアだけでは中々進まない部分とか色々ありますし、自分で出来ないけども何とか助けていた

だきたいとかやっていただきたいなという部分、思っていても中々頼めない部分があるのではないかと

いう感じしています。その中で何とか低額有償の中でお互い支援していく、助け合っていく仕組みが出

来ないだろうかという事で、そのモデル作りを先ず手がけてみてはどうかと。この制度に基づいて、例

えば自治会の中にこういう要請が来たらこういう応援体制を作って整備していって、困った方から自治

会の方にどんどん相談できる、そういう仕組みを作ってはどうかという事です。 
例えば実際、市の方でもそういう制度はあるんですけど、雪投げだとか草刈りだとか買物代行、家事等々

幅広く、困った事を気軽に声かけて出来るようにと１つ考えてみました。 
２番目が浜益区特産づくり奨励事業です。この部分については、ふるさと祭りを会場にといいますか、

例年ふるさと祭り開かれているんですけども、その中で農協、漁協、商工会の各青年婦人部の方が色々

工夫こらして出店されています。その中で浜益の素材、色んな良い素材を上手く活用して一年一年の交

代制といいますか、一気に３団体全部という事ではなくて、交代制で何とかそういう素材を活かした特

産品、例えば焼き物だとか、丼とかそういう物でも構わないんですけど、そういう物を考案してふるさ

と祭りの中で商品として活用してみると。それを一般の方、来場者に安く提供していって、もし好評な

物があれば地元の飲食店等でいずれは出せるような、そういう物を目指してはどうかという事です。素

材をそのまま焼いたりとかではなく、ちょっと一工夫凝らした物、例えば今年のふるさと祭りであれば

たぶん浜益牛を使っていると思うんですけども、牛肉コロッケが出されたみたいなんですけど、そうい

う物だとか、ちょっとしたメニュー、各婦人部等でもかなり工夫を凝らしたメニュー出品されていると

ころもあるものですから、そういう取り組みをしてみてはどうかという事でちょっと考えてみました。 
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 ３番目が浜益米の消費拡大キャンペーンという事で、非常に委員の皆様にも浜益のお米は美味しいと

いう事で色々お話いただいていました。その中で何とか純度１００％の美味しい浜益米をもっと普及出

来ないかという事で、区内の飲食店で純度１００％の浜益産米を使用しているというイメージを植え付

けて、浜益に行ったら美味しいお米が食べれる、そういうイメージ作りをしてはどうかという事です。

取り合えず出来る事というのは、先ずそういうキャンペーンに参加していただける飲食店、出来れば全

飲食店が参加していただいて、そういうポスターとかチラシとか作って店頭に浜益米使用キャンペーン

みたいなポスターを貼って、この店では純度１００％の浜益米を使っていますというイメージを植え付

けていって浜益米の美味しさをＰＲしていってはどうかという事です。それが発展していずれは、かな

り厳しい部分ですが、農家と契約して自然乾燥米の導入を目指していくと。今でも一部自家飯米の部分

は自然乾燥、はさがけをしているところがあります。これが更に進んで自然乾燥米を導入していけるよ

うになれば更に美味しいお米、浜益米を食べれるというイメージが植え付けれるのかなと。お昼は浜益

に合わせて行こうとか、そういう人が増える。そういうところを狙ってみたいなというイメージで考え

てみました。自然乾燥米の導入についてはかなり厳しい部分あるんですけども、非常に手間もかかりま

す。この辺、手間のかかる農家や飲食店で米を扱う部分に対する補填といいますか、例えばそういう部

分で地域振興基金を充てていく。そういう取り組みもいずれ出来るのではないだろうかと考えてみまし

た。 
 ４番目が地域情報発信事業という事で、実はもう浜益青年会で取り組んでいる事業なんですけども、

今年の４月から作り出して５月号からですね、地域協議会だよりとほぼ時を同じく月に１回のペースで

発行しています。この新聞作りも結構用紙代とか取材に歩いたりとか、そういう部分で経費かかる部分

もあって、何とかこれも支援出来ないかという事で考えてみました。ただ色々とこれにかかる部分の情

報、実態を提案している中で調べたんですけど、石狩市全体の青年協議会あるんですけども、市からそ

ちらの方に事業に対する助成金がおりていて浜益の青年会の分も入っているんです。それで浜益の青年

会の活動の中に浜益新聞の発行もあって、助成の部分も一部含まれるという事で、地域振興事業でこれ

を扱うとなると二重の助成金という事になるので、直に浜益新聞という事には出来ないんですけども、

このようなものもどうかと考えてみました。ただ、直には出来ない部分もあるという事を申し添えてお

きます。 

 それと５番目がですね、浜益区グリーンツーリズム推進事業という事なんですけども、実は第２回目

の協議会で長沼町に皆さんと視察した中で、長沼町ではドブロクを特区を取って造っていました。先日

の新聞でも報道ありましたけども、近々デビュー出来る段階まで出来ているという事です。浜益の中で

も非常に美味しいお米が出来ます。それであればその美味しいお米を使ったドブロクを何とか商品化出

来ないかという事で、そういう特産品作りを目指してはどうかという事で考えてみました。実際にはど

ういう形で造っていくかだとか、色んな課題が残っています。そういう取り組みをされているグループ

を調査しなければいけませんし、もしあればそちらの方とも連携を取りながらそういう体制が取れるの

かどうか、まだ課題は残っているんですけども、新たな特産品作りを目指してはどうかという事で考え

てみました。 

それと６番目が高等教育奨学補助事業という事で、実は浜益高校の存続を求める連絡会という会を立

ち上げ、精力的に浜益高校の存続に向けた取り組みをしております。その中で何とか市といいますか区

としても区外から浜益高校に入学して来てくれる高校生を支援していけないだろうかと。そういう事で 

支援制度を活用しながら更に生徒の入学を促進、推進していくという取り組みを何とか出来ないだろう

かという事で、ではどんな支援があるのかという部分で課題は残るんですけども、例えば通学費だとか
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下宿代の一部を負担してみてはどうかと。この部分については道内で他の高校でも浜益高校同様に生徒

獲得で色々苦慮されているところもあります。色々調べてみた中で助成制度作ったりだとか、そういう

取り組みをしているところもあるものですから、それらも参考にしながら浜益区としてもこういう取り

組みをしてはどうかという事でちょっと考えてみました。これは本当に素案ですから皆さん方のアイデ

アだとかをいただきながら、色々検討していただければと思います。以上です。 

【北嶋会長】 

 それでは今、尾崎主査の方から説明ありましたけれど何かご意見ございませんか。 
【羽山委員】 

はい。これに伴う予算はどうなるんですか。 
【支所:大原区長】 

ちょっと私の方から補足をさせてもらいますけれども、ちょっと事務局の資料不足で申し訳なかった

んですが、この６つの案については直ぐに全部やるというふうにはならないと思いますけれど、それに

してもこの事業提案の中身ではちょっと議論のところではとっつきにくい部分もあるかと思うんです

けど、いずれにしても１８年度は継続事業の上の方にありました３つの事業しかやっていませんで、前

回はその内３つを了解していただいたんですけど、今説明したように和牛の関係については１８年度で

完了というような事で１９年度は要求しないと。それ以外のものついて、もう時間があまり無いですが

平成１９年度当初予算の中で何とか頭出しをしてみてはどうかというのがここに並べた６つ何です。そ

れぞれ皆さん色々な思いもあるかと思うんですけども、これを全部挙げるというのは無理だと思うんで

すよね。それで浜益区として何が大きな課題という様な事も含めていくつか出させていただきまして、

例えば浜益高校の問題ですね。この辺については後ほど補足で担当課長から説明させますけれど、今課

題として浜益区で残っている中で、何とか一気には解決しないにしても、その足がかりになるような頭

出しを是非議論していただければ。6 つの内１つでも２つでも１９年度当初予算の中で、この地域自治
区振興事業として先程申し上げた基金を使った中で１億の基金の内、いくらかでも使った中でこれらの

事業のいくつかを１９年度当初からでも立ち上げていただきたいという提案を実は今日させていただ

いています。 
そういうような事でいくつか４番目の地域情報発信事業などについては今事務局からですね、別の市

の助成との関係で二重になるというような事で、ちょっと難しいかなという事でありますが、これはあ

る意味では色んな新しい動きの１つとして取り上げてみたという事もありますので、その辺も含みおき

いただいた中で、他の個別の事業案について皆さんご意見あればいただきたいと思います。 
【北嶋会長】 

 それでは今区長からもお話いただきました通り、出来れば１９年度当初予算の中で取り上げていきた

いという事で、上の２点はご了承いただいておりますから、あえて取り上げませんでしたが、下の６点

について改めてご相談申し上げていきたいと思います。ちょっと最近の問題で高校教育の問題が随分と

色々な事で出されてご努力されて来ている訳ですけども、浜益高校の関係では区外からの入学者に対す

る支援制度について何か考えられている事ございますか。 
【支所：大原区長】 

 渡辺課長から浜益高校の関係の部分、概略も簡単に整理されたものありますので説明させます。 
【支所：渡辺課長】 

 それでは私の方から簡単に説明させていただきます。皆様方には浜益高校の支援活動、又募金活動の

関係でご協力いただきまして本当に有り難うございました。ある程度ご存知とは思いますが、浜益高校
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の状況でございますけれども、新たな高校教育に関する指針という事で平成２０年度から始まる訳何で

すけども、旧指針の中で２年連続１０名の入学生を切った場合、統廃合という事で道教委の方から言わ

れております。ご存知の通り１８年度は７名の入学でした。来年は確かに１２名の卒業生がいるんです

が、今現在の状況としては６、７名ではないだろうかという状況にあります。としますと１８年、１９

年で２年連続１０名を切る形になりますので、浜益高校の廃校、最悪それが避けられない状況にありま

す。そういった事で連絡会を立ち上げまして、ＰＲ活動を実施して来まして、つい先日、札幌市内の北

区、東区、石狩市内、当別、新篠津の各中学校を回って浜益高校をＰＲをして来ました。その中で、１

番ネックになるのが不登校だとか大人数では中々なじめない環境にある子どもを変えてやるためにも

浜益高校は大変素晴らしい高校なのでそういった進路を勧めてやりたいんだけども、親の事を考えると

経済的負担がかなり大きいと。同じお金を出すのであれば、家から直ぐ近くの私立高校に通わせた方が

安心だし、しかしそういった面もあるけども経済的負担が許されるのであれば、浜益高校にもやりたい

と、そういった親もいますという事なんですよね。そういう事から先ほど尾崎主査からも話ありました

通り下宿代の補助だとか。通学費と言っても浜益には通学出来ない状況ですから、そのために今までも

札幌あるいは望来辺りから来ている生徒が下宿している状況ですし、かと言って下宿代が札幌市内と比

べると若干安い事は安いんですが、やはり浜益区に来る魅力として、果たして下宿代が今聞いたところ

によりますと５万から６万円程度ですから、今回学校回りして伺った状況ではやはり３、４万というの

であれば親の方も何とか気持ちが傾くのではないかと。これは実際には分かりませんが、手をこまねい

て見ているより浜益高校の存続と言いますか、高校がある事によって地域の活力、活性化、様々な活動

にもつながっていきますから、極端な話をしますと高校が無くなれば浜益区の地域としてのこれからの

将来的なもの、果たしてこのまま伸びていくんだろうかと。非常に先行きが暗くなると言いますか、そ

ういった事からも何としても高校は残したいという事で、今連絡会の活動をしているところです。さし

あたって来年の募集と言いますか、生徒を呼び込むためのセールスポイントと言いますか、そういった

意味からも予算措置をした中で区の方では安く下宿を用意していますよと、そういう整備をしていきた

いという事であります。その整備をするにあたって、果たしてボランティア的な要素と言いますか、受

入れの体制が出来るかどうか、それもちょっと皆さんに相談しなければならないんですけども、その辺

も連絡会の方が今月の２７日に全体会議ありますので、その中でも相談していきたいと考えています。

以上です。   
【支所：岩崎部長】 

 今申し上げた通り、今日午前中、教育委員会に考え方をお話したんですけど、最終的には渡辺課長が

行って来たんですけど。もちろんこれまで説明している通り浜益区の取り組みとしては皆さん方から活

動費もいただいてそれなりには出来ました。出来る事は最大限やって来ていると思ってはいます。ただ

やはりどうしても外部、区域外から人を集めなければいけないとなると、私自身としては行政的に金銭

的支援という事も１つの対外的に浜益に来ていただく部分ではやはりキーワードと言いますか、支援と

言いますか、そういう事していかなければ来ていただける部分も来ていただけないのかなと。そういう

考え方なんですけども。今日も午前中教育委員会の中で受入体制、特に民宿の部分でもきちんと出来る

のかというのを言われたんですけど、それは方向さえ決まれば浜益の民宿の人達に集まっていただいて、

色々ご相談してどの程度の金額で受け入れていただけるのかという部分は、そう大きな問題じゃないな

という感じはしているんです。ただ金銭的な行政の支援、それが出来るか出来ないかまだ市長の方にも

お話していませんし、教育長の方にもお話していませんから、今日の段階では教育委員会の部長とお話

して教育長の方にもこういう部分で話をあげてくださいという程度ですから、まだ最終的にどうなるか
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は分かりませんけれども。仮にしたとしても本当にそれでは来年１２名の内、７名ぐらい地元、浜益高

校に通いますよと、区域外から３名集めますよとなった時、３名集まるという保障は何もないんですよ。

ただ黙って指をくわえて待っているよりは、やる事はやって結果はどうなるか分かりませんけれども、

地域としては精一杯やったほうが良いんじゃないかという気持ちでこういう事を何とか１９年度で取

り組みたいというのが事務局の考え方なんですよ。 
【佐々木委員】 

 それはやはり非常に良い事だと思いますね。仮に来年の卒業生が７人しかいなかったと。そしたら他

から最低でも３人来てもらわなければならない。それには１つの何か条件がなければ他の方から来ると

いうのはちょっと考えられない。やっぱり浜益は環境の良い所だから、今問題になっているいじめだと

かの問題も浜益では全くないですから、やっぱり地域協議会の中でもこれは提案した通り努力しなけれ

ばならないと私は思っています。 

【支所:岩崎部長】 

 例えば現在、石狩の中生振の方に特認校で小学校ありますけれど、これなんか地元の生徒が多分１／

５ぐらいしかいないと思います。後は花川北、南から。直接的な金銭支援というのはしていませんけど、

スクールバスを運行するという間接的な支援というのはやはり政策的に誘導図っていますからね。それ

はやはり効果があるかというと、かつては小学校、昔は中学校もあったんですけど、小学校はやはり地

域の中で残してもらいたいという熱意で特認校という形、行政もそれに応える形でスクールバスを出し

ているという部分ですから。考え方は私はそんなに差異はないんじゃないかと感じているんですね。 

市の市立の学校と道立の学校という部分は多少違うという部分、あるいは義務教育と義務教育でない高

校生のそういう多少の違いはありますけれど、やはり地域に学校を残したいという考えは浜益の人達に

とってはそれなりに強い部分あるんじゃないかと思いますから。 

【北嶋会長】 

 委員の皆さんから何か意見はございませんか。 

【後藤委員】 

 先程区長の挨拶の中にあった地域振興基金の１億円の件ですけれども、浜益高校の問題で区外から仮

に５人来たと。それで下宿代が６万、７万かかるるのであれば、その内４万は見てやるよと。仮に１０

人入っても１ヶ月４０万でさ、１年間だって５００万ぐらいのお金があればね、仮にこの地域振興基金

を使えるとなれば、早速浜益高校に入学すればこれだけの補助がありますよと宣伝出来ると思うし、仮

にこの基金が石狩市の審議会を経ないで、ここの会議の方で決めれるのであれば有効に活用した方が今

後の浜益の教育体制については、石狩とか札幌の方から来る生徒がいた場合でも、親の負担も相当軽く

なるんでね。この基金の使い方が市議会を通さないでこの地域協議会で決めれればという仮定の基で話

してますけれど。その辺はどうなんですか。 

【支所:宮田課長】 

 基金の関係はそこが１番のネックなんですけども、今ある要綱では２つの条件がありまして、１つは

事業として採択出来るのは旧浜益村時代にやり残した事業があればそれはあげれますよと。後は住民が

主体となって取り組む活動に対しては１／２の受益者負担を伴いますけれど、それは認めていきますよ

という事なんですけども、その他にも細かい条件はあるんですけども、それを今の要綱に照らし合わせ

るとですね、この浜益高校の今の助成したいという私達の事業が中々採択難しい様な要綱なんです。そ

れで今日も教育委員会に行って色々話して来たんですけども、その要綱を先ず直せないかという事。そ

して後藤委員も言いましたけれど、これを使うには必ず市議会の議決、予算の審議を受けなければなら
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ないんですよね。こちらに配分になって区長の権限で使えるという様な性格ではないものですからね。

その辺が非常に難しいところで。その予算にのせるためには、今予算要求、査定に入る時期なので、時

間もないという事もありますし、その辺が今我々が非常に悩んでいるところ何ですよね。要綱が直せれ

ば良いんですが。 

【後藤委員】 

 市議会だって、この地域に今までずっとある高校が２年間１０人を切って廃校になるとなったら如何

にして廃校を免れるか、要綱なんて言ってないで、こういう様な方法でやるべきだと思うんだ。熱意に

負けると思うんですよ。市議会だって。 

【支所:宮田課長】 

そこが非常に高いハードルだという事です。それから今日ですね、市に対して色々要望はあるんです

けど、その話は内容はよく理解してもらえるんですが、その前に地域として取り組めるものはないのか

と。これから時間をかけて議会をかけて予算を取っているのではもう既に中学生の進路は決まってしま

って、実質間に合わないんじゃないかという事も言われています。それも想定はしているんですが、そ

の前に地域として取り組めるものが何かないのかと。例えば受入家庭連絡会のようなものを組織して受

入体制を作るとか、そういう事が早道ではないかというアドバイスを受けて来たんです。今日地域協議

会もありますし、又近くに浜益高校の存続を求める連絡会も予定されていますので、そういう独自に取

り組めるものがないのかという事も相談していきたいと思うんですけども、皆さんから色々良い意見、

考えがあれば聞かせていただきたいなと考えて来たんですけれど。 

【北嶋会長】 

田中(照子)委員、何かご意見ありそうですけど。 

【田中照子委員】 

 結局、浜益高校が無くなりますとこれからの浜益の子供達は自分の家から通える学校が無くなる訳で

すよね。そうしたらかなりの出費が各家庭に掛かって来ますからね。今は高校といっても殆んど義務教

育化していますから、中学止まりという事ではないと思うんですよ。そういう事から考えますと、やは

り札幌方面、石狩方面の子供達を受け入れる体制が出来るのであれば本当に良い事だと思いますね。た

だその具体策を私は何も考えていないんですが。先ずは賛成という事ですね。 

【支所:大原区長】 

 予算について約束は出来ませんが、やっぱり事業の提案がされたとしたら、基金の活用というものを

前提に内部での議論を詰めていくしかないと実は思っていまして、今の財政状況は相当厳しくなってお

ります。ただこの基金の性格上、自治区としての大切なそういう対応についてはやはり冒頭私もお話し

た様にこの基金の活用なしには中々この事業というのは出来ないのかなと実は思っていまして、その辺

は提案された中でどうなるかは分かりません。一般の教育サイドの事業を通じての事業で採択されるの

は不可能だと思いますけれど。ただ関係ありますので今日も教育委員会の方と打合せしていますが、何

とか中央突破というか、正々堂々と基金が使えるようにしたいと。今ありました要綱の改正も含めて、

今の要綱でも対処出来ると私は思っていますけれど、かなり去年の事業もそうですけれど結局消去法で

やっていくとどうしても基金が使えないという様な理屈になっているんですけども、それを何とか我々

も努力して最終的にどういう予算化がされるか分かりませんけれど、市の財政厳しい中ではまちづくり

基金の対応しか私はないのではないかと。これも短期的なもので、ここ１、２年で勝負ついちゃうと思

うんですよ。１ケタ台が続けばその対応も出来なくなりますから、何とか２ケタを維持するのに５年も

１０年も多分出来ないと思うんですよね。ですから何とか事業の予算面の事については我々も努力した
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いと思いますけども、今は絶対大丈夫だというお約束は出来ませんがそういう考えでおります。 

【支所:岩崎部長】 

 先程、極端な言い方で外部から１０人もという話でしたけれど、我々事務レベルではやっぱり半々だ

なと。地元が５人で区域外の人が５人ぐらいでなければ中々こういう補助の部分というのは趣旨を理解

してもらえないんじゃないかと思います。 

【後藤委員】 

 ただ、仮に半分の人が来たと。そういう事に対してこちらの方で自由に使えないのかなと。要綱も廃

止して有効に使わせて下さいと、何かそういう事言えないのかなと。 

【北嶋会長】 

 後、佐藤委員、何かご意見はございませんか。 

【佐藤委員】 

 今日出された中で、住民がもう動いているというのは浜益高校の問題しかありませんので、出来れば

ここを攻めていって欲しいと思いますけれど。他のところはまだ足元見つめても誰が何をやっているか

というところが見えない。岸本さんのあれ（地ビールの浜益ラベル版を温泉で販売する案）ぐらいしか

見えていませんので。我々がもっと見ないといけないんですけど。 

【北嶋会長】 

 渡辺課長、来年の事は大体分かりましたけれどそれ以後のここ４、５年の状況はどういう様子ですか。 

【支所:渡辺課長】 

 先程申しましたとおり１９年度は卒業生１２名、内６、７名程度でないかと。その次の平成２０年が

卒業生は６名です。 

【北嶋会長】 

 確かそこが一番底だと。 

【渡辺課長】 

 その後になりますと２１年度が１１名。その後が１２名、１１名。その先になりますと大体１１、１

２名で推移します。２０年度が６名しかいないというのが大変厳しい状況なんですけども。 

【北嶋会長】 

 もう１回山がありますよね。 

【支所：渡辺課長】 

 いえ、その２０年度が山なんです。平成２０年度が卒業生６名しかいないというのが。後は１１名、

１２名です。今迄の過去の浜益高校への進学状況見ますと平均して７割程度ですから、１２名いると８

名ぐらいという事で。たまたま今年の場合、浜益高校が無くなるのではないかという、そういった噂と

いいますか、憶測が先立って、生徒、保護者が無くならない所にと。そういう噂が先走ってしまって点

が、私達も連絡会を立ち上げるのが遅かったかなと反省しているところ何ですが。通常でしたら昨年程

度、７割程度は浜益高校に進学したのではないかと思います。 

【北嶋会長】 

 この浜益高校の関係、関連につきましてご意見ございませんか。 

【後藤委員】 

 他の事業は後で審議すれば良いけど、この問題は差し迫ったものでしょう。後に回してというのは不

可能に近い話だから、可能ならば集中的に審議して何とか実現するような方向で行くべきではないです

か。 
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【北嶋会長】 

 とにかくずっと今まで色んなところに働きかけて一生懸命やって来た訳ですから、地域協議会として

もそれを支援するというか、応援するというか、やっぱりそれだけの事をして最後のところで駄目だっ

たらその時はその時で、懐に手を突っ込んで持ってくる訳にいかないから、やはりルールに従わざるを

得ない。大原区長、どうでしょうか。委員の皆さんに確認してあげるという方向で。 

【支所：大原区長】 

 さっきもこの２７日、地域で作った連絡会をやる予定しています。その前にこの事業、頭出しをしな

ければいけない部分、連絡会の方とも連携していかなければいけない部分もありました。下宿を営んで

いる方々のグループ化も含めて、これから早急にこれを立ち上げるとしたら関係の人達と協議をしてい

くという事になろうかと思います。ただ問題は今の要綱の中でいう自前の部分と基金で１／２という事

になると中々、例えば６名しか入学者いなくて４名、あるいは７名で３名とかだとしても、何をどれぐ

らい応援してあげるか、それはまだ決めていませんけれど、やはり一番の負担の部分というのはやはり

下宿代というか安い寄宿舎が無いので、その辺の補助になるのではないかなという気がしているんです

が。それでは一人当たりいくらぐらいかというのは別として３名あるいは４名来た子供には１年だけ補

助すれば良いという訳ではございませんし、やっぱり３年間みてやる必要がある。又中身の議論になっ

てくるんですけども、そうしますとたとえ１万円だとしても１２万円、年かかります。それで３年間で

３６万円かかりますよね。そういう様な計算で３人だったらいくら、４人だったらいくらとなった時に

１００万円単位になってくると。そういう事もありますので、どこまで負担するかという事を中身を議

論していかなければと思いますが、ここは通常の１／２補助の事業では持たないと思っています。だか

ら枠組みと予算の要求の仕方は今日お示し出来ませんが、方向性を持って議論していただければ我々も

早急に整備して関係のところに相談すると。どういう形になるかは分かりませんけれど、地域協議会と

してこういう方向でいくべきであるというものをいただければアクションを起こしたいなと。内部的に

どこまで進めるか、教育を武器にして支所だけで動く訳にもいきませんから。 

来年度予算の最終的な予算確定するのは年明けになりますけれど、それまで色んなところで議論出て

くると思います。非常に厳しいと思います。１／２だとしても厳しい。私は本当に１／２で良いのかと。

たぶん受け皿としては持たないと思います。その辺も相談しながら仮の名前であがっていますが、この

通りで浜益高校の存続のための補助事業という事でご意見、ご理解いただければそれで対応してみたい

なと思います。 

【北嶋会長】 

 委員の皆さんの意見としては大方補助事業はやって見るべきではないかと。やって良いんじゃないか

という方向だと思うんですけど、何か異論ある方ございますか。 

【羽山委員】 

 はい。私は先程から大原区長が言ってくれていた予算を捻出するにはそう簡単でないと思います。私

は予算をつけて助成するとかじゃなくて、やはり魅力ある教師を呼ぶ。浜益高校に行けばこういう先生

がいるとか、違う角度でやっぱり魅力を持たせて何か目指している生徒が選んで浜益高校に来る、そう

いうような熱血先生をとにかく獲得すると。この方が余程現実的ではないかと思いますね。親にしても

そういう先生の下で教育させたい、こういう先生というのは必要じゃないかなと。これからの時代は尚

更。 

【北嶋会長】 

 羽山委員の言われたのは意見としては良く分かりますが。 
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【羽山委員】 

 今の助成事業も意見でしょう。ただそういふうに進んでみようかという。私の言っているのも同じ意

見でしょう。ですから如何に生徒が獲得出来るか。ただ助成しますから来てくださいというのと助成が

無くても良いからあそこの高校はこういう先生がいるからその先生の下で学びたい、学ばせたい、こう

いうような先生を探すのも手ではないかと思います。  

【後藤委員】 

羽山委員の言う事は大変分かるんですけれども、ただ今までもこの浜益高校は特色ある高校という事

で生徒さんも来てくれたし、北海道の中にも、鵡川高校等で野球留学で地元外からの生徒も多いという

のは分かるんだけども、この問題は緊急なんですよ。そこが違うと思うんですよ。それは後から充実さ

せていけば良い事で緊急度合いが違うんだよね。今存続するか廃校になるか時間がない。そこですよね。 

【田中照子委員】 

とにかく持たせないとね。熱血先生はその後の段階で。お金も余り出さなくても来れるような方法に

していくと。 

【支所：大原区長】 

 羽山さんの意見は正にその通りでそういう魅力無いと生徒も中々浜益まで来てくれるというのは確

かにないと思うんですよね。 

【北嶋会長】 

 それでは浜益高等学校奨学奨励補助事業、これについて地域協議会としては一応１９年度予算の中に

予算要求をしていただきたい。予算の額については事務局に一任するしかないと思うんですけども、事

務局どうでしょうか。 

【支所：宮田課長】 

 はい。色々と内部調整ありますので。それから先程の自己負担というのもありますので、そちらも整

理しながらですね、こちらに任せていただければ検討したいと思います。 

【北嶋会長】 

 これで浜益高等学校奨学奨励補助事業については終わりますけれどご異議ありませんか。 

【各委員】 

ありません。 

【後藤委員】 

 浜益高校の存続を求める連絡会というのでも色々話し合われているんでしょう。 

【支所:宮田課長】 

 しています。 

【後藤委員】 

 それとタイアップしながら煮詰めてもらえれば。 

【支所:大原区長】 

 連絡会を抜きにしてはこれは話出来ませんので、そういう具体的な中身については応援団に回っても

らう形になると思うんですけれども、その辺は連絡取りながらこれから煮詰めていかなければと。 

【北嶋会長】 

 あと尾崎主査から説明あった①番から⑤番迄については今後も検討していきたいというふうに考え

ております。 
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【羽山委員】 

 あの①の自治会相互支援制度について、これをこちらの方に提案してもらっていますが、中身は具体

的に考えているんですか。 

【支所:尾崎主査】 

 羽山委員は今回が初めての出席ですので、今迄の経緯を説明しますね。振興事業については今が予算

要求の時期なんですよ。それで８月の地域協議会の時に１回目、先ず振興事業について検討しましょう

と。検討したんですが中々どういう事業が良いかと出ない中で、では差し迫ってくるので９月に検討会

議をやりましょうという事で、その時も色んなアイデアは出たんですが、具体的な事業が無い中で、そ

の検討会議で出された意見をキーワードでピックアップしたんですよ。それが資料の中心に書いてある

浜益中から交通システム策というこの９項目。これを基に１０月２５日の第５回の地域協議会でキーワ

ードを基に皆さんで検討を実施したんですけど、やはり中々これというのが出てこないと。ではこれら

のキーワードを基にして想定される事業は何かないだろうかという事で、それをたたき台にして１９年

度の振興事業として協議会の方から発信していけるものがあればそれは話し合いましょうという事で、

実は今日の会議なんですよね。その中でキーワードの中とはちょっと別なんですけど、むしろ地域自治

区そのものの体質からいくと、メニュー的にこの地域コミュニティというものを重視した中で考えてい

くと、自治区内で色々困っている方だとかそういう部分を自治会の中で助け合っていく、支援していく。

そういう体制を作れないだろうかという、そのモデル作りを先ず手始めにやってみて、それがもし可能

であれば他の自治会だとか、もし１つの自治会で無理であれば全体の連合的な自治会の中でも出来ない

だろうかという事です。簡単にいうと農協さんあたりでいうと色んな作業ありますよね。例えば田植え

だとか稲刈りだとか。それにきちんと料金表出来ていて、どういう作業してもらえれば一日いくらだと

かあると思うんですけど、そんな形で色んな、草刈りだとか、雪投げだとか含めて想定されているんで

すけども、いつまでもボランティアというのも中々難しいですし、頼む方も気の毒で頼み辛いというの

もあるものですから、むしろそういう形でこういう部分についてはいくらでというのをきちんと自治会

の中で、そういう応援体制を作って要請が来たらそこに行ってお手伝いというか、手助けをして上げま

しょうという事です。そういうものを作ってその制度で実施された助け合いの部分で作業してもらった

お宅の方では当然お金が掛かってもという事ですから、自治会経由でやってもらったものについては振

興基金を使って少しでも補助して安く済ませられるようなものという、雑ぱくなイメージなんです。具

体的にこれをこうしていくという様なものではなくて、こういうものを徐々に体制作っていく事を先ず

手始めとして、そういうモデルを作ってみてはどうかという事なんですよね。 

例えば今年であれば蜂が巣を作ったという問合せが結構あったんですよ。浜益村時代は要請があれば

職員が行って蜂の防護服を着て捕ったりしていたんですが、石狩市の制度の中では職員はそこまでしな

いと。それはそれでやっている業者もいるという部分もあって、市では職員の関係もあってそこまでは

出来ないと。それについては業者を使ってやってくださいと。そういうお願いをしていたんですけど、

例えば今であれば石狩から来てもらうのも日数だとか直ぐ来れない場合もあるので、そういう部分も自

治会の方で直ぐ行ける人がいて、区の方には防護服もあるので直ぐ駆除するだとか、本当にちょっと困

った事で良いと思うんですよね。それを自治会のどこかに連絡して応援に来てくれる。そういう事業は

どうだろうかと。そういう雑ぱくなイメージ何ですけども。それらの中身については実際取り組む形の

中で、自治会だとかと協議しながらどういう形が良いだろうとか、そういう体制をモデル地区として作

ってみてはどうだろうかというものです。 

【羽山委員】 
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 この文章見た限りでは、私のところの自治会の中でも非常に苦労して困っている住民がいるんですよ。

その住民はもちろん役場にも合併前から関係の人に相談というか、殆んど談判みたいな感じになってい

るんですけども、自治会としても対応に困っている現状なんですよ。尚且つ社会福祉協議会の方にも話

がいっていると思うんですけど、何せ一方的にものすごい談判なんですよ。それでこの文章見れば何と

かそれに救いの手が出来れば本人も助かるだろうし、我々も１年間に何回となく談判というか、本人は

相談していると言う話なんだけれどもね。 

【支所:大原区長】 

 羽山委員の言われるのはたまたま談判という話なんですけども、それらを含めたいわゆる相互扶助の

自治会内での色んな事をもっと経済的な負担も含めてもっと明確にしていって、今までも言わなくても

やられて来ている話なんですけども、それをもうちょっと明確にする中で、自治会そのものの連携を、

とにかくここでは弱い方という言い方してますけれど、それだけに限らず何ですけども。 

【羽山委員】 

 こんなのがあるとすれば、本人にすれば当然決まっているものに、それでも尚且つさっぱり手を尽く

してくれないのかとなると思うんですよ。 

【支所：宮田課長】 

 やはり行政でやる仕事と住民がやれる仕事ときちんと区別しなければいけないと思うんですよね。例

えば道路にかかるものについては道だとか市、国の方に相談しなければいけないし、何でもかんでも自

治会相互支援制度でというものではないと思います。 

【羽山委員】 

 本人は法務局にもいったし裁判所にもいったし開発局にもいってるし、あらゆるところにいってると。 

【支所:宮田課長】 

 だけど解決しないと。 

【支所:大原区長】 

 それらも含めてという事と、もう１つ重要なこれからの自治会運営の方向性とも関係するんで、この

次のステップの部分お話したいと思いますけれど、今１３自治会ありますけれど、やはり幌から北の方

とかだんだん自治会運営が立ち行かなくなって来ていて、今実質的に幌が床丹、千代志別を応援してあ

げているという、そういう自治会の運営そのものの事も実はこの中に含まれておりまして、やはり送毛

の方もそうですけども、だんだん生活している人達が少なくなって来ている中で、こういうような自治

会の支援作りというのが必要じゃないのかなという感じしていたんです。それで少なくなれば自治会単

独では葬儀１つにしても人手が足りなくなりますし、そういうのもこれから予想されますし、こういう

モデル的なものをやる事で自治会、あるいは連合会とここには書いてありますけど、一気に自治会連合

会で良いのかという問題もありますけれど、そういう仕組み作りをモデル的にやっていって、この浜益

区全体でお互いにやりたいと。１つの例で浜益の斎場の関係についても出来るだけ早くという事でお願

いしていますけれど、１９年度当初かどうかは別としてなるべく早く運営出来るようにお願いしていま

すが、やっぱり今までは４つの火葬場使っていたんですけど、火葬場の運営も結構大変になって来てい

まして、そういう事も含めてもう一回、自治会運営を見直す事によって、中身も含めて検討していった

方が良いのではないかと。 

【北嶋会長】 

 羽山委員ね。先程申し上げました通り、①から⑤迄は次回の協議会で又話し合いしていきましょうと

いう事でございますので。 
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４．その他 

【北嶋会長】 

 ではその他で。宮田課長、次回の１２月の開催についておおよそ決まっていましたよね。１２月の２

０日だったと思いましたが。 

【支所：宮田課長】 

 はい。地域振興事業は当面急がなければならない検討課題だったんですけど、今日浜益高校の存続問

題を取り組めという事ですので、これを予算化に向けて取り組んでいきたいと思います。それで他のも

のは差し迫ってここで決めなければいけないという事ではありませんので、次回１２月の日程は決めて

いましたけども、１２月開くか開かないか皆さんのご意見をお伺いしたかったんです。 

【支所:尾崎主査】 

 今回は予定なかったんですけど、前回振興事業の分を固められなかったものですから、予算の要求時

期の差し迫っているという事で、緊急に今日開いたという事です。ですから１２月の分についても検討

していただければ。 

【北嶋会長】 

 特に無いのであれば。 

【支所:宮田課長】 

 予算の方ももう少し報告が遅れると思うんですけどもね。 

【北嶋会長】 

 では委員の皆さん、次回は１月開催といたしますか。 

【各委員】 

 はい。 

【支所:尾崎主査】 

 では、取り合えず予算の状況を見て、今後は１月と３月開催といたしますが。たぶん１月は予算の最

終的なものというのはまだ示せないと思うんですよ。ある程度固まって記者発表出来るのは２月２０日

前後ぐらいだと思うんですよね。 

【北嶋会長】 

 では１２月は休会として、次回は１月開催したいと思います。宜しいでしょうか。 

【各委員】 

 はい。 

５．閉 会 

【北嶋会長】  

 では、年末のお忙しいところお集まりいただきまして色々有り難うございました。それでは６回目の

地域協議会をこれで終了いたします。有り難うございました。 

 
平成１８年１２月１５日議事録確定 
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