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平成１８年度第５回石狩市浜益区地域協議会議事録 

 
日 時：平成１８年１０月２５日（水） １８：００～２０：００ 
場 所：浜益支所 ２階庁議室 
資 料：会議次第 

  地域協議会だより＜Ｖｏｌ．７＞（案） 
新たな委員の紹介及び役員選任について 

    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．報  告 

１）地域協議会だより＜Ｖｏｌ．７＞の編集発行について 
４．議  事 
１）新たな委員の紹介及び役員選任について 

  ２）地域自治区振興事業について 
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   （支所）区長 大原 嘉弘 
副会長 北嶋 富作 ○ （支所）部長 岩崎 雄三 
委 員 佐々木友治 ○ （支所）地域振興課長 宮田 勉 
委 員 羽山 勇一  （支所）地域振興課地域振興･広報広聴担当主査 尾崎 巧 
委 員 後藤  崇 ○ （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 田中 一房  （支所）地域振興課市民生活・環境衛生担当主査 笹  富雄 
委 員 須藤 勝雄    
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 



 2

１．開 会 

【支所：宮田課長】 

 お晩でございます。只今から第５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。まず北嶋

副会長からご挨拶をいただきたいと思います。 
 
２．副会長挨拶 

【北嶋副会長】 

 皆さん、お晩でございます。お疲れのところお集まりいただき有り難うございます。色々な気象条件

の中で大変な年でありましたけれど浜益区においては幸い、一部を除きまして農、漁業ともまずまずの

秋ではなかったかなと、そのように思っております。 
一方、市の方からは第４期石狩市総合計画、いわゆる戦略計画が出ていますし、又、市の財政再建計

画も出ています。そういう厳しい中での対処にいたしましても地域協議会にかけられた任務も大きいも

のがあるのではないかと思っています。皆さんの英知を出し合って少しでも協力出来れば幸いと思って

おります。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】 

それでは会議に先立ちまして一言。今北嶋副会長の方からもお話ありましたけれど、私も先月末から

今月に入りましてから、何となく忙しい時期だという気持ちになっております。昨日は浜益高校の存続

の関係で、手稲区の中学校９校ほど訪問しました。それで来年の入学生をそれぞれ向けて欲しいという

お願いをして参りましたけれども、非常に手応えが良いというか、きちんと話を聞いてくれているとい

う気がしました。今考えて見ますと中学校の生徒達は丁度進路指導の時期で、これから親御さんと合わ

せて進路に向けて三者懇談をやるようですけども、先生方、皆さん浜益高校の存続問題について知って

いる方がほとんどです。中には浜益に１０年いらして今手稲の方で暮らしている島田先生、そういう方

にも偶然お会いしまして、頑張って欲しいと逆に激励されて参りました。 
先程の副会長のお話にもありましたけれど、石狩市も本当に財政状況が厳しいというのは分かるんで

すけども、先日の説明会でもそうでしたけども、何か皆下向いちゃって、これからの１０年の総合計画、

戦略計画に向けた期待感がほとんど、皆さん財政の厳しさというもので引っ込んでしまって、あまり明

るい顔をしないで皆さんやられたんじゃないかと思います。何かその辺はこれからも１０年先の事を含

めてですね、もう少し明るい戦略計画にしていかなきゃいけないと思っております。明日は自治会長に

同行しまして、合併した岩見沢の北村に視察をする事になっております。 
又、昨日は区内のコミュニティバスの説明会ありましたけれど、何か来年に向けた予算で、来月の中

ぐらいには取りまとめなきゃいけない、そういう時期でちょっと慌ただしい状況になっていますけれど

も、何とかこの地域協議会で色んな議論をして、一つでも来年度の予算に反映出来るような、それは全

額の問題とかではなくて地域協議会の議論の中で生れた事業として組み立てて、来年度事業予算に反映

出来ればというふうに願っております。財政厳しいけれど、私どもも皆さんとともに地域の振興に向け

て頑張っていきたいと思いますので宜しくお願いします。 
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３．報  告 

【支所：宮田課長】 

 有り難うございました。それでは３番目の報告から副会長の方に進行をお願いしたいと思います。宜

しくお願いします。 
【北嶋副会長】 

 それでは３の報告１）の地域協議会だよりの関係につきまして説明をお願いします。 
【支所：尾崎主査】 

 それではまず報告という事で、私の方から。第７号になります。お手元にＡ４の１枚物裏表、配られ

ているかと思います。今回は先月２７日に行われたグループ検討会議の内容を基としております。それ

と裏面はいつものように当地域の話題といいますか、そういうものを掲載しております。以上です。 
【北嶋副会長】 

 今説明ありました地域協議会だよりについて何かご質問ありませんか。 
【各委員】 

ありません。 
【北嶋副会長】 

無いようですので議事を進めて参りたいと思います。 
 

４．議  事 

【北嶋副会長】 

次第の４の議事に入っていきたいと思います。１）の新たな委員の紹介及び役員選任について、事務

局の方から新しい委員の紹介をお願いします。 
【支所：宮田課長】 

はい。それでは私の方から。今回の浜地協だよりの中段にも紹介されておりますけれども、９月６日

に自治会連合会の総会が開催されまして、団体推薦委員として羽山勇一さん、柏木の自治会長さんが選

任されています。以上報告します。 

【北嶋副会長】 

それでは役員の選任について、協議の１の資料がお手元に届いていると思います。会長でありました

群別自治会長の石橋千春さん、１８年の１０月３１日をもって体調、それを理由に退任する事になりま

した。それで会長が欠員になっておりまして、その間、副会長の私が代行を務めておりましたが、本日

新しい会長を皆さんで互選していただきたいと思います。宜しくお願いします。 
【後藤委員】 

どういう方法で選出したら良いんですか。推薦ですか。 
【北嶋副会長】 

推薦の声がありますので、推薦で宜しいですか。 
【各委員】 

 はい。 
【北嶋副会長】 

 それでは推薦で。 
【後藤委員】 

それでは今まで副会長をしてこられた北嶋さんにお願いしたいと思うのですが。 



 4

【各委員】 

異議なし。賛成です。 
【北嶋副会長】 

 どうしましょう。正直申し上げまして、年齢と来年の任期まで９月３０日迄を考えて、私で良いんで

すかね。 

【各委員】 

 宜しくお願いします。 

（全体で拍手） 

【北嶋副会長】 

 それでは引き続きまして、私が副会長から会長に上げさせてもらうんですけど、副会長が欠員になり

ますので改めて皆さんとご相談したいと思います。 

【田端委員】 

 副会長も推薦で良いですか。 

【北嶋副会長】 

 皆さん、副会長も推薦という事でご異議ありませんか。  

【各委員】 

 はい。 

【北嶋副会長】 

 無いようです。どうぞ。 

【田端委員】 

 はい。それでは連合自治会の会長であります佐々木友治さんに副になっていただきたいと思います。 

【佐々木委員】 

 それだけは遠慮させてもらいます。柏木の後藤さんに一つお願いしたいと思います。 

【後藤委員】 

 今まで連合会の会長さんがやっていたんだから、それも含めて自治会長の役目として受けてはどうで

すか。 
【佐々木委員】 

 いえ、用事に追われて十分に出席できないで終わる可能性もありますから。何とか一つ。 
【後藤委員】 

 それは皆同じですよ。 

【岸本アイ委員】 

任期は来年の９月３０日迄何でしょう。それまでいかがですか。又来年考え直すという事で。お願い

します。 

（全体で拍手） 

【北嶋副会長】 

 佐々木さんの声が圧倒的に多いんで、委員の方からご推薦いただきましたので、佐々木さん、来年の

９月３０日まで一緒にやっていただけませんかね。 
【佐々木委員】 

 宜しくお願いします。 

 （全体で拍手） 
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【北嶋副会長】 

 副会長に佐々木さんになっていただく事にいたしまして、次に進みたいと思います。議事の２）地域

自治区振興事業について事務局の方からお願いします。 

【支所：尾崎主査】 

 それではお手元の資料、今の資料、役員の選任についての裏になります。協議２地域自治区振興事業

についてという事で記載されております。それで上の３つは平成１８年度、今年度実施されております

振興事業３事業の分です。それと平成１９年度、今後の分の振興事業をどうしていくかという事を皆さ

んと協議していきたいと考えていますけども、その中で取り合えず今、昨年からの継続として予定され

ている３事業ですね。昨年の３事業はそのまま１９年度も継続して行われていく事になると今予想され

ています。この部分についてはこれからの予算編成時期にあわせて担当課の方から地域振興事業として

予算要求していく予定です。それと９月２７日にグループ検討会議行われました。その際に提案された

部分、その後に記してあります。 

まず新規事業として三半船の保存と管理をしていってはどうかと。それと観光案内版の設置という事

で、区内の各観光ポイントや林道マラソン絶景ポイントに設置してはどうかという事でご提案いただき

ました。これの部分も含めて庁内の担当課と一応協議させていただきました。それでですね、三半船の

保存と管理につきまして、実ははまます郷土資料館の修繕事業が平成１９年から２０年という事で今事

業計画に載っています。これは多分予定通り進められていく事と思いますけども、担当課の方としては

三半船の保存、管理の部分についても、その中で併行して、石垣改修が主たる事業何ですけども、その

部分も含めて保存管理を検討していきたいという事であります。それと観光案内版の方なんですが、こ

ちらは現在、石狩観光振興計画を策定中で、まだ本当にスタート間もない部分で、予定としては総合計

画同様に平成１９年度からの１０ヵ年計画です。ほとんどまだ準備に近い、担当者レベルでの意見のす

り合わせという事で今進められています。その中で観光案内版についても当然協議の過程に乗っており

まして、今の段階では３地域、全地域で統一性のあるものだとか、計画的に何処に配置したら良いだろ

うという部分も含めて検討していく事になるだろうという事で、この部分については今すぐ、ここにこ

ういう看板をという事については、まだ時期として今の段階では早いのかなという事で、観光振興計画

の検討も今している中で、あわせて検討していって、それでも必要な部分が出てくれば改めて振興事業

として検討していった方が良いのではないかという、担当課の方からはそういう事でご意見をいただい

ております。 

後ですね、２７日のグループ検討会議の中で出された意見ですね、これらについては取り合えず一番

下の左側ですね、今回キーワードとして出させていただきました。その中で色々出されたのが、浜益和

牛、浜益米、ふるさと祭り、道の駅、地ビールの浜益ラベル、地産地消、高校の存続、バス等の交通シ

ステムの部分ですね。これらが一応皆さんから出された意見の特徴的な部分と事務局の方で抑えていた

んですけども、これらをキーワードとした新たな想定される事業を、又この中で協議していただければ

なと考えています。ただ、キーワードといった中でも、中々取っ掛かりというのは難しいかなとも思う

んですが、右側に例としてあげてみました。例えば地産地消からは米といいますか、６月１日長沼の方

に視察していただきまして、そこではグリーンツーリズムを協議会立ち上げて研究してたんですけども、

ドブロク特区を申請して、後は農家民宿だとか。例えばそういう取り組みも例なのかなと。 

それと例えば高校存続であれば高等教育の奨学補助事業という事で、高校を存続させるための区外か

らの入学者に対して、どうしても負担が大きくなる分、この振興基金の中から区として何らかの形で支

援するというような事を考えてはどうかとか、そういう発想的な部分を又皆さんとこの場で協議してい
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ただいて提案してみたいと思います。宜しくお願いします。 

【北嶋副会長】 

 それでは、とにかく先程大原区長からもあったように、もうそろそろ１９年度の予算編成に向けて提

案するものは提案していかなければならないという時期に入っていると思います。協議に入る前に１点

だけ確認しておきたいんですけども、継続でやりたいという、和牛生産推進事業の担当課が今日いるん

ですか。 
【支所：尾崎主査】 

 いえ、今日はいません。実は今年、今経営調査行ってるんですが、それの最新的な経営診断をするん

ですけども、これが１９年で一応完結という事で２ヵ年事業で予定されています。 

【北嶋副会長】 

 それでは一応来年度の予算に向けまして協議の２の１９年度分について最初からご相談申し上げて

行きたいと思います。始めに区民カレンダーの製作について、金額はどういう形になるんですか。 

【支所：尾崎主査】 

 取り合えず継続で考えています。予算は基本的には今年度スタートした時が１／２補助だったので。

ただこれも予算の付き具合だと思います。もし１／３補助という話になった場合には、では２／３をど

うするかという部分は当然検討していかなければならないんですけども、何とか昨年同様で予算要求は

していきたいなと考えています。 

【北嶋副会長】 

 はい。カレンダーの件につきまして、どうぞ発言してください。 

【支所：大原区長】 

 １／２補助というのは変わらないんだよね。 

【支所：岩崎部長】 

事務事業の見直しの中でも、これは１／２のままだと思いますよ。もちろん今後変わる事もあるだろ

うけども。 

【支所:尾崎主査】 

 全体的な補助の見直しという部分でかかってくればの場合です。取り合えず１／２補助で３ヵ年とい

うのは規定路線に乗っています。 

【佐々木委員】 

 これは少しぐらい各自治会に負担かかっても、このカレンダーだけはやはり非常に役に立つと思うん

ですよ。どうしても市で出来ないとなったならば、昨年と同じように１戸当たり２００円でしたか、

負担してでも作ってもらいたいと。 

【支所:尾崎主査】 

 それでその負担の部分なんですが、今年配られているカレンダーは自治会から負担する分を了解いた

だいて作成しました。残りは寄付と広告料です。それで１９年度考えているのは今度新たに市から助成

をもらえるんですよ。今やろうとしているのは１８年度事業ですから、更に２年先の部分のカレンダー

の事業なんですけども、広告料と市の補助、それと多少の寄付で何とか賄えるかなと思っています。 

ただ一部ですね、今年は１年乗り遅れたという部分もあって、市の補助は仰げなかったんです。１８

年度版の作成についてはですね。それで本当に簡易に作ったんです。それで穴開いてる部分がプラスチ

ックの補強材が付いてないんですよね。あれが無いとどうも引っかかりがなくて使い辛いという意見が

寄せられたんですよ。 
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それで、実はこのカレンダー作るため実行委員会組織して、実行委員会とも色々協議しながらご相談

しながら作ってるんですけど、その中で又協議してみて多少金額が変わるかもしれませんけど、そうい

う部分が使い辛いというのがあるものですから、もうちょっと検討したいと考えておりますので、今こ

のままで予算が認められれば１８年度、今年これから作ろうとしている部分は市からの助成金いただき

ますので、自治会の方の負担はいただかなくても何とか作れるかなと思っています。広告料と一般の方

も含めた中で多少の寄付をお願いしようかなと考えております。 

【北嶋副会長】 

 尾崎主査にちょっと反発する訳ではありませんけれど、予算が認められればという事でなくて、作る

ために協議会としてどうするかという事が先でね、予算は１／３になるか１／２になるか、それは別で

結果的にもっとお金を出さなければいけない事になるかもしれないけど、まず作るかどうかという事。

予算が認められるか認められないかという事は、これは地域協議会としてあげた結果の事だろうと思う

んですよ、私は。だから予算は付くか付かないとかいう事ではなくて、付かなければ浜益区民で全部も

たなきゃいけないし、そのぐらいの覚悟をして、今佐々木さん言ったように作るなら作るという事でい

かなければいけないと思うんですよ。協議会として。 

【支所：大原区長】 

 継続要求していくという事で。 

【支所:尾崎主査】 

３年間は取り合えず継続ですから平成２０年度まで、２１年度分のカレンダーまでは大丈夫かなと。 

【支所:大原区長】 

 １８年度スタートして直ぐ止めたという事業は、今のところ事業の見直しの中ではありません。だか

ら従来通りに振興事業としてあげていくかどうかを確認する。その辺の議論でなければいけないと思い

ます。 

【北嶋副会長】 

 それではまず、カレンダーの件について宜しいですか。何かご意見他にあれば。 

【岸本教範委員】 

 はい。一つ良いですか。これ補助金もらっている関係で一般販売は難しいんですか。例えば関東浜益

倶楽部とかに。 

【支所:尾崎主査】 

 いえ、当然自分達も持ち出しありますのでその辺については問題ないと思いますし、その部分は今年

作った分もやったんですよ。それで、それぞれの代表の方に、小樽と札幌と関東とお願いしたんですけ

ど、取りまとまらなかった様です。ですからそちらへの販売実績は今年は０なんですよね。 

【支所：岩崎部長】 

 基本的には有償販売しても問題ないと思います。 

【支所：尾崎主査】 

 今年も全戸に回覧して、一つずつ配ったんですが、それでも足りない方、住民に限っては２００円、

住民外の方は４００円という事で販売しています。３０部ぐらいは販売されております。 

【岸本アイ委員】 

 それは予約取るんでしょうか。 

【支所：尾崎主査】 

 ある程度在庫があったので、早い物順というか、ある内は販売していました。今でも在庫はあります。 
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【北嶋副会長】 

 今どのくらい残ってるんですか。 

【支所：尾崎主査】 

 ９０部ぐらい。自治会の配付実績が、去年、おととしで大体１，０００部ぐらいだったんですよ。そ

れで今年も１，０００部近いのかなと思ったんですが、実際数量の調査やってみたら、９２０部とかシ

ビアな数字が返って来たんです。そこで１００部近く計算が狂ったというか、１００部少なくて、ちょ

っと足りないぐらいだったかなと。 

【支所:岩崎部長】 

 部数が変わってもそんなに印刷の金額変わらないんですよね。 

【北嶋副会長】 

 はい。カレンダーの関係については事務局の方から説明あった様に１８年度分についてはちょっと穴

の開け方とかについてちょっと弱かったんで、補強しますという事ですけども、その他について何かご

ざいませんか。意見な無いようであればこの辺は継続していくという事で、判断して宜しいですか。 

【各委員】 

 はい。 

【北嶋副会長】 

 それではそういう事にさせていただきます。それではスポーツフェスティバルの関係も継続という事

で。 

【支所:宮田課長】 

 はい、そういう考え方で。 

【後藤委員】 

 ちょっと宜しいですか。これについては冬の場合、今までスキー場を利用してたんだけど、こないだ

市の行政改革の説明の中で、スキー場の閉鎖の話もあった様ですが。 

【支所:尾崎主査】 

 スキー場は１９年度迄。ですからこれも１９年度事業の分ですから、今のままでいくとスキー場を利

用しての最後のスポーツフェスティバルかなと思います。スキー場は１９年度迄ですから、年でいくと

平成２０年の２月か３月迄がたぶん最後だと思います。 

【北嶋副会長】 

 宜しいですか。スポーツフェスティバルの関係も継続で。それから３つ目の和牛生産の関係。今年の

ふるさと祭りはどうだったんですか。肉の関係は。 

【支所：岩崎部長】 

 肉はもう速やかに売れました。早く売れ過ぎて。 

【田端委員】 

 当日はどのぐらい売ったんですか。 

【支所:尾崎主査】 

 １頭なんです。 

【田端委員】 

 我々も欲しかったけど、行ったらもう時間前に２０人も３０人も並んでいたから止めたんです。 

【後藤委員】 

 今年はね、時間前は絶対売らなかったんですよ。 
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【支所：大原区長】 

 いや、売った売らないじゃなく、もう行列出来てましたからね。 

【支所：岩崎部長】 

 何か３０分ぐらいでもう売れたっていう話もあるんですね。 

【岸本委員】 

 量は増やせないんでしょうかね。 

【支所：岩崎部長】 

 和牛の部分については、正直言って市の方で４０万程助成してるんですよ。ですからあの値段で販売 

出来たんですけど、先程から話されてます事務事業の見直しで間違いなく４０万の部分の補助はもうカ

ットになるものですから、来年は本当にもう、生の金額で売るか売らないかという部分になるかと思う

んです。頭数の拡大については、今迄はふるさと祭りで一頭だすという事で１８ヶ月飼育してたもので

すから間に合うんですが、更に２頭、３頭と増やすとなると今から更に１８ヶ月の期間が必要になって

来て間に合わなくなるという部分もあるそうです。だから当初から２頭、３頭出すという考えで和牛生

産組合の方でいってくれれば、もちろん拡大という事もありますけども。その辺なんです。 

【北嶋副会長】 

 その辺も事務局の方からも少しお話しておいてください。 

【支所:岩崎部長】 

 はい。実際、先程から言っている様に事務事業の見直しの中で言われているのは、ＰＲするのは良い

んだけれども、実際石狩の人方が浜益の牛食べたいと言ったら何処で買えば良いんだと。そういう販路

の問題、やはりルートと言いますか、その辺もしていかないと厳しい部分もあるんですけども。 

【北嶋副会長】 

 私も食べてないから。美味しいんでしょうね。 

【支所:岩崎部長】 

 私の家内が８時から並んで買いまして食べましたが美味しかったですよ。昔は農協の方でも少し売っ

ていたそうですね。年に１回か２回ですか。節目節目で売っていたという話も聞いたんですけどね。 

【北嶋副会長】 

 その辺の対応については又検討する事といたしまして、和牛生産推進事業についても継続申請してい

く事で宜しいですか。 

【各委員】 

 はい。 

【北嶋副会長】 

 ではそのようにさせていただきます。それではグループ、いわゆる９月の２７日にこの場所で集まっ

た委員で色々検討した中で、三半船の保存と管理の関係とか、観光案内の関係、それらにつきましても

一応、市の方でも検討されているようですが、それにあわせて検討をお願いするという事で要望してい

きたいと思いますけれど、宜しいでしょうか。 

【各委員】 

 はい。 

【後藤委員】  

 ちょっと良いですか。あの資料館行く前に右側にあるでしょう。ただああやって囲ってるだけで管理

している人もいるようだけども、一般の人はただ船あるなっていう感じだよね。どういう方法で保存管
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理するんですか。結局観光ＰＲ出来るように展示して管理するなら良いんでしょうけども、ただ保存す

るだけなら意味無いと思うんでね。 

【支所:宮田課長】  

 その辺を含めてですね、確実に希少価値があるかどうかも含めて、これから検討されていくんだと思

うんですよね。 

【支所:岩崎部長】  

 今、教育委員会の文化財の方で検討している事業なんですよ。はまます郷土資料館の改修の一環とし

て。まだその辺の船の保存状態の方法論迄はちょっとこちらでも情報入手してないですけども。 

【北嶋副会長】 

 それとね、今後藤委員が話したように、ああいう形だけで保存して来てるものだから、土台の部分と

かがかなり痛んでいるのではないかと想像つくんですけども、そうすると今あれを新しく作るとしたら

１千万円単位のお金がかかるんだろうと思うんですよ、近くに船大工さんがいないから。山形か何処か

で北前船新しく造るという事で、１億ぐらいですか、募金集めて造るという動きありますけれど、そう

いう事と比べてみましても、やはり一旦腐らしてしまうと、もう中々新しく造るというのは大変だろう

と思うんですよね。ですからこの間のグループ討議の中では一応検討してみてはどうですかという提案

だった訳なんですよ。 

【佐々木委員】  

 今浜益には船１艘しかないですよね。 

【後藤委員】  

 石狩市でも無いんじゃないですか。厚田にもあるとは聞かないし。 

【北嶋副会長】 

 無いでしょうね。 

【支所:岩崎部長】 

 石狩では無いですね。石狩は元々遠洋の船しかないから廃船で撤去しましたからね。 

【支所:宮田課長】 

 保存する時の検討会なども又開かれるでしょうね。その時又、三半船の貴重な部分を訴えていく事に

なると思いますけれど。 

【北嶋副会長】 

 グループ会議の中ではそういう様な事なんですけども、今日せっかく皆さんお集まりですから、皆さ

ん方で何かご意見ありましたら発言していただきたいと思いますけれども。 

【佐々木委員】 

 今入ってる小屋は大分傷んでるんですかね。 

【後藤委員】 

 相当。草むらになってるからね。 

【北嶋副会長】 

 丸太の上に乗ってると思うんですけども、あそこは水が滲みるんですよ。それで乾燥してれば、そう

でもないんだろうけども、その辺がね。 

【田中照子委員】 

 資料館から離す訳にはいかないんでしょうね。前に教育長が中央小の体育館（旧学校施設）とか、あ

あいう所に保管すれば良いのにと言っていたんですけど。体育館自体がもう傷んでいて、要するに公開
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も出来ない。資料館には入らないですしね。 

【佐々木委員】 

 建替えでもしないとね。そうすれば船の中もすっかり見えるしね。 

【北嶋副会長】 

 本当はね、浮かせて船頭立てて見せれればかなりの数の人が見に来るんじゃないかと思いますけど。 

【岸本アイ委員】 

 興味ある人は見に来るでしょうね。 

【後藤委員】 

 資料館に船頭用の櫂とかも全部ありますからね。 

【田中照子委員】 

 実際漁を体験した人が今元気でいますかね。 

【木村委員】 

 昔のソーラン節を録った録音テープもありますからね。昔テレビで流した事があります。当時の実際

に漁をしていた人に歌ってもらって録音したものが多分何処かにあると思いますよ。ＮＨＫの「ひざく

りげ」の方で流してやったんです。 

【立浪委員】 

 それだったら歌と一緒にこの船を保存するという案も良いですね。 

【後藤委員】 

仮にこのテープがあるとすれば、やっぱり資料館でも流したら効果的だよね。 

【支所:宮田課長】 

 そうですね。そういうアイディアも出しながら資料館の事も考えていけばと思いますね。 

【支所:大原区長】  

 実際に漁をすれば良いんですよ。さけまつりでもやってますから、石狩川で。経験者集めてさ。 

【北嶋副会長】 

 今現在、大分高齢で、もう７０代ですが。 

【支所:尾崎主査】 

 そのイメージを復元したのが、多分小学校でやっている沖上げ音頭ですよね。 

【北嶋副会長】 

 ただ正直言って、ふるさと祭りでやっている子ども達の沖上げ音頭、あれは枠船でタモ立てるんじゃ

ないんですよ。枠船は枠だけだから、別の船で、いわゆる起し船でタモを立ててニシンを揚げる形にな

る。そこまでは申し上げませんでしたけど。 

【岸本アイ委員】 

 でもそういうの分かってる人いないから。今の言葉さえ専門用語で何言ってるか分からないですしね。

【支所:大原区長】  

 今の船は使えるのかな。年に１回実際に網入れて漁をやるとしたら漁業権の問題も出てくるのかな。 

【支所:宮田課長】  

 ありますね。 

【後藤委員】 

 もう海には浮かばないでしょうね。 

 



 12

【支所:尾崎主査】 

 イベントで実際に漁業権を持った漁師さんがやって、漁協がやる方法でやれば。その辺の部分は事業

の中で色々と。 

【後藤委員】 

 今、船の管理は資料館の方でやってるんですか。それとも観光の方でやってるんですか。 

【支所:尾崎主査】 

 いえ、浜益村時代からそのまま何です。新しい市になってから例えばどうするという部分じゃなくて、

浜益村時代から継続してそのままの状態。管理も教育委員会のままです。それで１９年度から、石垣が

崩れそうだという状態にあるので、それを改修含めてやっていきましょうという事なんですよ。その中

に上手く乗っかれるかも含めて検討していければと。 

【北嶋副会長】 

 そういう事で意見としてあげていただきたいと思います。 

【支所:大原区長】  

 一つの観光イベントに成り得ると思いますね。 

【北嶋副会長】 

 それでちょっと私の方から話題を変えます。木村さん、新聞に出ていましたけどツアー組みましたね。 

【木村委員】 

 グリーンツーリズムですね。 

【北嶋副会長】 

 どうだったんですか結果は。差し支えなければ話していただきたいんですが。 

【木村委員】 

 事業を計画した方としては大成功と言えば大成功かなと。親子で３０人ぐらい、２回に分けて行った

んですけど来た人達は大満足してくれたと。その後もリピーターとして何人か訪れて来てくれました。 

この間反省会をやりましたが、その中で出たのはあまりにもおもてなしが過ぎたのかなと。ツアーに参

加してくれた人の意見では、そこまでやってくれるとこっちが困る、すごい恐縮してたという事があっ

た様です。 

【北嶋副会長】 

 いたれり尽くせり過ぎですか。新聞しか見てないですけど、海産物も出たという事で。 

【木村委員】 

 昼食を挟んでの事業だったものですから、その昼食時にバーべキュー形式でホタテだとかタコ、浜益

で獲れるものを使ったんです。２回目はサケでチャンチャン焼きもしました。きのこも採って来て味噌

汁作ったりとか。米は寺山広司さんのを使っておにぎりを自分で握ってもらったり。浜益の食材の美味

しいところを食べてもらおうと工夫しながらやりました。 

【北嶋副会長】 

 それは何人で。共同でやられたんですか。 

【木村委員】 

 グリーンツーリズムの会員自体は私と善盛園さん、養魚場の岩崎さん、寺山さん４人しかいません。

後スタッフとして普及所の方と支所の観光担当の方でやっています。それだけではスタッフ足りないの

で、ツアー当日にはその家族も含めて手伝ってもらっています。後パートさんを使っているところでは

その方にも手伝ってもらっています。 
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【田中照子委員】 

 基本的に料金はどのぐらいでやっているんですか。 

【木村委員】 

 ２回で大人が８千円、子どもが６千円。後、補助金が出ますのでそういうのも含めてやっています。 

【北嶋副会長】 

 補助金というのは何処から出たんですか。 

【木村委員】 

 道の方ですね。 

【支所:岩崎部長】 

 道の事業、普及所の事業なんですね。参加者は札幌の方が多いんですよね。 

【木村委員】 

 そうですね。石狩の方が１組という感じです。次年度も引き続きやります。予算もつくようで補助金

も若干増えそうだと聞いています。 

【支所:岩崎部長】 

 でもこの事業は儲けはないんですよ。 

【木村委員】 

 そうですね。損はしないように。そこで儲けるんじゃなくて、知ってもらって、広めてもらって、連

れて来てもらうという事でやっていますので。ただ反省の中ではもう少し、やっぱりあれだけ動いたら

少しぐらい利益が無いと割りに合わないという意見もありました。 

【後藤委員】 

 その結果何組か又来ていったという事ですか。 

【木村委員】 

 そうですね。１回目の後、善盛園さんに何組か来て、２回目の後、終わりの時期であっても私の所に

も１組来ていただきました。 

【北嶋副会長】 

 儲けは少なかったかもしれないですけど、浜益を売ったという事については大分価値があったのでは

ないでしょうか。 

【木村委員】 

 そうですね。それで今後の課題としては、会員の中のメンバーの場所使うんですけど、その中でもっ

と色んな浜益の特産品を売るコーナー、宣伝するコーナー、自分の所だけ宣伝するんじゃなくて、もっ

と他の物とか、その場所に持って来て販売するのも良いねと。 

後、バスで移動するので時間が足りなかった。もっと我々と一緒に色んな話をしながらやりたいとい

うのもありまして、スタッフが３０人に対して１人では足りない。全員に色んな話が出来ないので宿泊

を考えたらどうかとか、もっと自由に、バスではなくて現地集合現地解散、そうすると帰りに浜益の何

処かに寄って買い物して帰る事も出来るんで、そういう方法をとったらどうかという意見が出て、次年

度に向けて話を集約して、もうちょっと話を１ランク良い方向に向けていきたいと。 

それともう１点。農家の人の集まり、名前もグリーンツーリズムなんですけども、それをもうちょっ

と漁業の人にも入ってもらえれば良いなというのと、スタッフ的に今は普及所と観光担当の方に協力し

ていただいてるんですけども、もし自分達でやるとなったら結局農家の人は同じ時期忙しいですから、

きめ細かい対応出来ませんから別の団体、地域の活性化を助けてくれる、例えばＮＰＯみたいな団体と
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連絡取り合って協力してもらえたら、おもてなしをしてもらったら良いんじゃないか、そういう所との

接点を今後していったらと思います。 

【北嶋副会長】 

 全く私の私見なんですけど、やはり新聞読んだ時に地域協議会としても何か応援出来る方法ないかな

とちょっと考えたものですから。今聞かせていただいた次第です。 

【木村委員】 

 私が観光グループに入っていたらお話出来たかもしれませんが。そういうご意見いただけると嬉しい

です。私も代表やっていますし。 

【支所:大原区長】 

 民宿とかのグループとか、色んな意味で協力してもらう仲間を少しずつ増やしていく事で、地域の中

での評判も出てくると思いますね。  

【木村委員】 

 まず始めたばかりなので、取り合えず１回やれましたので。 

【支所:大原区長】 

 次のステップに入って、そうするともっと地域で応援する事が出来ると思うんですよ。 

【木村委員】 

 今度から地域の方にも宣伝します。前はお客さんに来てもらうために外には宣伝したんですが、今度

はこれを拡げるため地域にも宣伝していきます。 

【北嶋副会長】 

 ゆっくりゆっくりやられたら良いと思います。私はあまり旅行した所は沢山はないんですけど、今で

もやっぱり行ってみたいなっていう所、ホテルがありまして今でも覚えていますけれど。晩のお箸と朝

のお箸が違ってましたし、大した額じゃなかったと思うんですけど、接待が凄く良かったと。 

【木村委員】 

 今回参加された方は間違いなく浜益のファンになってくれたと思っています。 

【北嶋副会長】 

 どうぞあまり焦らないで、また木村さんの所に行きたいなという、そういう接待が出来れば。何かそ

の他に、せっかく夜集まってお疲れのところですけども。 

【後藤委員】 

 あの、高校のテレビコマーシャルを今朝見たんですよ。浜益高校が生徒募集してるのを。知らなかっ

たんでびっくりしたんですよ。 

【支所:宮田課長】 

 皆さんからいただいた寄付の中で。 

【支所:尾崎主査】 

 不定期の放送なんですよね。何時にやるか分からないと。空いている時間に放送するものですから。 

【田中照子委員】 

 チャンネルは何処なんですか。 

【支所:宮田課長】 

 ＨＴＢなんです。 

【支所:大原区長】 

 スポットで１５秒なんですよ。道新にも広告出たんですけども、中々目に付かない所だったんですよ。 
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【北嶋副委員長】 

 それでは継続事業については事務局の方から市の方にあげていただきたいと思います。その他に何か

ございますか。 

【佐藤委員】 

 浜益の牛肉から、地産地消の事をちょっと考えたら、地域協議会の中では今迄売る方法ばかり考えて

いましたけれど、逆に先程部長言われた通り買う方法が無いという事で、買える方法を提案していくと

いう事出来ないかなと思います。以上です。 

【北嶋副会長】 

 その辺の事につきましては、次回、又検討していきたいと考えています。今日これからまとめるには

時間がありませんので。 

【支所:大原区長】 

 次回までにペーパーに考えられる内容書いたものをまとめてお配りして議論していただきたいと思

います。 

【北嶋副会長】 

 何れにしましても予算が伴いますから、それはやっぱり今のうちから非公式でも良いですから、提案

が無いというと、地域協議会何やってるんだという事にもなりかねませんから。それで地産地消の件と

か、その辺の問題とか今盛んにやっていて、今日区長からもお話あったところですから、何れにしまし

ても、浜益牛の問題、あるいは浜益の米の問題。それからビールの関係で、岸本委員、これ何か話進み

ましたか。 

【岸本教範委員】 

 これはここで検討するまでもない様な事と思いますが、ただ、いつでもやろうと思えば出来るんです

けど、どうやって温泉で販売していこうかなというのを考えている段階。もう図案も出来てるし、ラベ

ルも直ぐ印刷出来るんですよね。 

【北嶋副会長】 

 石狩ですよね、地ビールを作っているのは。それに浜益のラベルを付けて販売しようという。 

【木村委員】 

 販売は温泉ですよね。 

【岸本教範委員】 

 私どもで販売出来るのは温泉しか無いんですよ。 

【北嶋副会長】 

 そういう様な事で。 

【支所:大原区長】 

 それもね、浜益に来た人にお土産として売れれば良いと思うんですけどね。 

【支所:尾崎主査】 

 それでどうでしょうか。前回話合われた中からキーワードという事で、ちょっと単語をあげさせてい

ただいたんですけど、これから例えば発展させて、こういう事もお願いとしてどうだろうかという部分

議論していくのが良いと思っていたんですけども、この場でどうしますと言っても中々出ないのかなと

いう雰囲気、行き詰ってしまうのかなと思います。 

どうでしょう。次回、事務局の方で何か、例えば浜益牛というキーワードからこんな事業だとか、色々

例みたいなのをあげてみて、その中で取り組めそうだとか、出来ない、無理だろうとかそういう議論の
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方が良いんでしょうか。 

【北嶋副会長】 

 今ここで白紙の段階で云々言っても中々前に進まないと思うんですよ。それぞれ専門家じゃないから。

ですからそういう事で地産地消、高校存続の問題については、今やっている部分あるんですけど、事務

局の方で、素案を作っていただいて、次回に協議したいと思いますけれど、どうでしょうか。 

【各委員】 

 はい。 

【北嶋副会長】 

 そういう事で事務局は事務局として、委員は委員としてどうだという事をお考えいただいて、次回協

議したいと思います。 

【支所:宮田課長】 

 それで、出来れば委員の皆さんからこんなのどうだろうかというのあればご一報いただいて、それも

一緒に中に入れてたたき台の一つとして、又皆さんで協議していただくのも一つの方法かなと思います

ので、そういう部分で又何か、本当に電話一本で良いと思いますので。 

【北嶋副会長】 

 それでは（２）の地域自治区の振興事業について、一応今日の段階ではこの辺にとどめたいと思いま

すが宜しいでしょうか。 

【各委員】 

 はい。 

 

５．その他 

【北嶋副会長】 

 それでは５のその他何かありますか。 

【支所:宮田課長】 

 今に関連してですが、最終的に振興事業として提案していく時、地域協議会の意見を聞くという事に

なっています。大体素案固まって最終的に判断仰ぐ時にもう一回地域協議会を開かないといけないと思

うんですよ。今年の場合、予算の要求時期が１１月の中旬なんです。それ迄にこちらの方まとめますの

で、一度地域協議会の決定をしたいと考えています。宜しくお願いします。 

【北嶋副会長】 

 委員の皆さん、そういう事で宜しくお願いします。いつ頃になる予定ですか。 

【支所:宮田課長】 

１１月の１３の週という事で。こちらの行事もありますので、１１月１５日水曜日午後３時でどうで

しょうか。 

【各委員】 

 はい。 

【北嶋副会長】 

 その他のところで委員の皆さんからご意見ありませんか。 

 

―意見なし― 
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６．閉 会 

【北嶋副会長】 

 それでは慎重にご審議いただきまして有り難うございます。来年の９月３０日の任期迄頑張っていき

たいと思いますので、どうぞ宜しくお願いします。今日はどうも有り難うございました。 

 

 
平成１８年１１月１５日議事録確定 

 
石狩市浜益区地域協議会 
会 長  北 嶋 富 作 

   
 

 

  
   


