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平成１８年度第４回石狩市浜益区地域協議会議事録 

 
日 時：平成１８年 ８月２８日（月） １３：３０～１６：００ 
場 所：浜益支所 ２階庁議室 
資 料：浜益区地域協議会広報「浜地協だより」第４号及び第 5 号 

資料１ ごみ処理に関するアンケート調査＜結果＞ 
資料２ これまでに検討されたグループテーマ 

   
＝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．４＞＜Ｖｏｌ．５＞の編集発行について 
４．議  事 
１）グループテーマについて 

＜テーマ１＞ごみ減量化と資源化【生活・文化グループ】（継続） 
２）その他 

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 石橋 千春  （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 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）地域振興課市民生活・環境衛生担当主査 笹  富雄 
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 
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１．開 会 

【支所：宮田課長】 

 只今から平成１８年度第４回目の石狩市浜益区地域協議会を開催させていただきたいと思います。石

橋会長が欠席されておりますために、北嶋副会長より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】 

 一言だけ。２ヶ月ぶりの地域協議会の開催という事になりますけれども、その間色々な事がありまし

たけれど、ともかく、一つひとつまとめて行きたいというふうに考えております。今日はごみの問題が

主になっておりますけども、それらにつきましては大体今日で終わりにして、来年度の何をまとめて行

くかという事について、本題の方に入っていきたいというふうに考えております。宜しくお願いします。 
【支所：宮田課長】 

 有り難うございます。続きまして大原区長からご挨拶をお願いしたいと思います。 

【支所：大原区長】 

お忙しい中、お集まりいただきまして有り難うございます。１８年度第４回目の地域協議会となりま

したが、冒頭に、実は本協議会の会長であります石橋会長が先日体調を崩しまして、本協議会の委員を

辞任したいと申し出がございました。私どもも自治会からの選出という事で、そういう意味で手続きを

経た上で、この地域協議会としては次回以降に又、委員の選任等含めてご相談というふうにしたいと思

いますので、宜しくお願いします。 
ただ、今後の協議会の運営についても、色々皆さんと協議しなければいけないと思っているんですが、

早いものでこの９月をもちまして浜益区といたしましても１年を迎える。あっという間の 1 年ではなか

ったかなと思っています。ここ最近の事については前回の地域協議会で話しましたので割愛させていた

だきますが、地域協議会の今後の運営につきましては１９年度の予算に向けた色んな個別事業の具体的

な内容をどうまとめていくか、という事もこの地域協議会としてあまり時間が無い中になろうかと思い

ますが、次回以降もその議論も含めてお願いしたいと思っていますし、そういう事業の検討、議論も含

めた中で田岡市長への意見も含めて、１９年度の予算編成に向けて今後色々議論がされると思いますが、

地域振興事業、いわゆる基金の活用も含めてですね、きちんとした事業の組み立てをしていければなと

思っております。１８年度は合併後間もないという事もありまして、あまり大きな事業も含めて具体的

な事業が組めなかったという事ございましたけれど、確かに財政状況厳しいというのは重々承知してお

りますけれども、何とかこの地域協議会から上がった事業を、この地域の皆さんと一緒に行動に移して

事業をやっていくという様なものにしていきたいなと思っています。 
これは私の私見でございますけれど、皆さん合併の時もそうだったと思いますが、やっぱり合併して

もですね、小さなものも大きなものも関係なしにですね、地域の皆さんと守っていかなければいけない、

或いは作っていかなきゃいけないと常に思っております。今の事で言えば９月何かは本当、イベントの

月みたいな事で毎週事業が組まれております。１０日はスポーツフェスティバル、名称は変わりました

が、これも古くからこの地域で村民運動会として、色んな人達が関わって協力してやってきた事業では

ないのかなと思っておりますし、ふるさと祭りも同様の事業だと思っております。何とかこれまで皆さ

んと共に行って来たイベントについては今後も是非継続しながら地域の皆さんのものにしていきたい

なと思っております。又、それが合併後の浜益区の地域の皆さんの力ではないのかなと思っております。  
これからも委員の皆さんには色んな団体の一員として、或いはこの地域協議会の委員としてですね、
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色んな角度からご協力いただきたいと思いますけれども、是非今のようなもの含めて地域のリーダー的

な役割を果たしていただける様、心からお願いをしたいと思います。 
簡単ですけども、これで終わらせていただきます。有り難うございました。 
 

３．報  告 

【支所：宮田課長】 

 有り難うございます。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。よろ

しくお願いします。 
【北嶋副会長】 

 それでは大きな３の報告、１）の地域協議会だよりの４と５につい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、地域協議会だよりＮｏ４とＮｏ５ですね。Ｎｏ４につきましては先程

副会長の方からもありました通り、２ヶ月ぶりの開催で、これは８月の広報とですね、一緒にもう配り

終わった物です。地域協議会の方にまだ報告していなかったものですから、今回、一応配付完了したと

いう事で報告に代えさせていただきたいと思います。それとＮｏ５の方ではＡ４の１枚物裏表。これを

今日広報９月号と一緒に配りたいと思っております。内容につきましては第３回で話し合われた内容の

報告とその裏は編集後記という事で、第４号からですね、今年新しく浜益に赴任された方のご紹介をし

ていまして、９月号（Ｎｏ５）については中学校の先生方の紹介をしています。それと各種行事の紹介

という形で表裏１枚で全戸配付する予定です。報告は以上です。 
【北嶋副会長】 

 はい。何か報告についてご質問等ございませんか。 
【各委員】 

ありません。 
【北嶋副会長】 

無いようですので次に移らせていただきます。 
 

４．議  事 

【北嶋副会長】 

４の議事に入って行きたいと思います。１）のグループテーマについて。これはご承知の通り「ごみ

減量化と資源化」前回の協議会から引き続きでございますが、何か追加説明とかありますか？グループ

の方から。 
【立浪委員】 

はい。一ついいですか。今の地域協議会だより、Ｎｏ５ですね。これに「ごみ減量化と資源化」につ

いて検討するとあったんですけど、この後、ごみへらし隊の方に話をしましたところ、石鹸を作る場合、

あの時のイメージでは集めてここの何処かで作るという話になったんですけど、リサイクルプラザに持

って行けば作ってくれるという、そこまでやっていただけるそうですので、今まで考えていたよりは簡

単かなと思いました。尾崎主査には一応お話しましたよね。持って行けば作ってくれるという事で。 
【支所：尾崎主査】 

はい。 
【北嶋副会長】 
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それでは「ごみ減量化と資源化」について何かありますか。 
【支所：尾崎主査】 

事務局の方からいいですか。 
【北嶋副会長】 

はい。 
【支所：尾崎主査】 

それでは資料１、前回の協議の中で可能性含めてアンケート調査、事前調査しましょうという事で、

実は資料１に付いてるのは、区内の飲食店、それと民宿と旅館、それと一般商店でも魚関係を扱ってい

る所は生ごみ出るのかなと思いまして、全部で２４ヶ所にアンケートを依頼しました。それでアンケー

トの内容については１枚目がその回答の結果何ですけども、２枚目にアンケート調査のお願いという事

で、実はこういう内容で調査させていただきました。ちょっとですね、時期的に調査に入りかけたのが

７月、海水浴始まる時期だったものですから、これから忙しい時期迎えて申し訳ないという事もあって、

少しずらして８月のお盆近くに調査させていただきました。内容については２枚目にある通り全部で１

０項目。一つひとつ回答内容について資料１の方でご説明させていただきたいと思います。 
まずですね、年間事業系廃棄物の料金幾らぐらいかかってるのかという事で聞きました。それで回収

出来たのが全２４件中１９件ですね。回答いただいた人が１７件という事で、内容的に答えれないとい

う方も２件いましたので、回答率としては８９．５％。その中でまず問１が料金どのぐらいかかるのか

という事で、全体でここの部分で回答されたのが１２件ありました。それで平均で８万９千円という回

答です。それと問２がですね、そのごみの廃棄物の種類別ですけども、燃えるごみが７０．４％。生ご

みも含めて７０％が燃えるごみという結果になっています。問３では燃えるごみについて更に詳しく聞

いたものなんですけども、大体料金にすると平均で８万円程かかってるという事です。一番多い方右の

方で参考までに年間３０万円もかかってるという回答結果になっています。どの月に多いかという事で、

どうしても集中して多いのは７月８月の海水浴シーズンなのかなという結果になっています。下がピー

ク月の料金ですね。一番多い月で１ヶ月に約２万１千円ぐらい、燃えるごみにかかっているという事で

す。その燃えるごみの内ですね、生ごみとそれ以外のごみはどれぐらいの割合ですかという事で、これ

からいくと６割が生ごみという事になります。今回グループテーマがごみの問題で生ごみの部分が提案

されていたものですから、生ごみを中心にアンケートさせていただきました。生ごみは燃えるごみとし

て多分袋に混合して出していると思うんですけども、生ごみと一般ごみとに分類出来るかという事で調

査したところ、実際にもう分別して出している方というのが半数以上、８件ですね。約５０％ぐらいの

方が最初から生ごみとそれ以外に分けて出していると。その中でも廃棄する際に普段は分けて集めてる

んですけども、最後収集業者に出すときには一緒にしているという事で、この８件と５件、両方合わせ

て１７件中ですから７６．５％ぐらいの方が燃えるごみと生ごみと別々に排出する事が出来ると。両方

混合してるという所が２３．５％という事ですから、大体燃えるごみと生ごみと分別されていると。そ

れであれば何とか燃えるごみと生ごみとそれ以外のごみに分別して出す事が出来るかという問に対し

ては、さっき言ったように多少の負担で可能という方も含めて、可能であると回答がほとんどで、不可

能という方が３件、１７．６％ですね。その理由については、置く場所や臭い、手間、忙しくて手が回

らないという事で分類して出すのは不可能だという回答になっています。次に問７で生ごみを集団回収

するといった場合に参画希望しますかという事で聞いてみました。今ごみを出す負担よりも多いか少な

いかという部分で聞いてみたんですけど、今かかっている料金の半額程度であれば集団回収に参画した

いという方が４件、同額程度であれば参画したいという方が１件、今より多少高くても参画したいとい
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う方は０件で、さすがに高くなるのであれば今まで通りやりたいという事で集団回収は出来ないという

事ですね。それとあまりにも唐突な質問だったのか今の段階では分からない、どちらとも言えないとい

う方が７件、半数ぐらいが回答出来ないと。それと参画を希望しないという方が２件。これは石狩のご

み処理場に自己搬入しているという方が２件いたので、集団回収には参画希望しないという回答になっ

ています。それで問８の生ごみの処理について何か意見があればお書き下さいという事で６点ありまし

た。生ごみ処理機を購入したら良いと思う、生ごみ処理機を既に購入している、汚水を切る手間がかか

る、金額の問題と手間がかかるという部分が重要になってくるんじゃないかという意見、それと今まで

通りまとめて出した方が助かる、家の前に出すのも大変であり、カラス等も見ていないと駄目だという

事、それと生ごみを入れる袋が５ｋｇ入れでは少なすぎる、１０ｋｇ入れにして欲しいという意見。そ

れでここまで問８までがですね、事業系ごみの生ごみ処理に関する質問です。それと問９以降で廃油、

天ぷら油の処理についてお聞きしました。現在天ぷら油等をどのように処理しているかという事で、新

聞紙等の紙に染み込ませているという方が７件、凝固剤で固めて捨てているという方が７件、約半々で

すね。後はその他という事で、廃油収集業者に頼んでいる、実際に石鹸を作っているという方がいらっ

しゃいました。後、修理工場でリサイクルしてもらっている、事業系のごみとしては出ないという方も

おりました。実際に廃油、天ぷら油の処理にどう感じているかという事もあわせて聞いてみたんですけ

ど、やっぱり非常に困っているという方が５件。やや困っているという方が２件。あまり困っていない

というのが５件。困っていないというのが６件ですから、この辺は困ってる方、困っていない方大体半々

ぐらいという結果になっています。それと廃油、天ぷら油の事について何か意見があればお書き下さい

という事については、廃油を収集して何か使い道はないでしょうか、凝固剤と袋で月５千円以上になる

という方。今回のアンケートには集めて石鹸を作るという事は書いていませんから、率直にこういう意

見出て来たんだと思います。それと油こし器でなるべく使う様にしているという意見もありました。取

り合えず、事前調査ではこのようなアンケート結果になっています。以上です。 
【北嶋副会長】 

事業系ごみのアンケート調査の結果について事務局の方からお話あったんですけども、何かご質問ご

ざいますか。これはあくまでも事業系ごみのアンケート調査の結果ですから。無いですか？なければ前

に進んで宜しいですか。 
【各委員】 

はい。 
【北嶋副会長】 

無ければアンケート調査の結果についてはそういう事で参考にしていただきたいと思います。事業系

のごみの問題については前回から引き続きとなっていますので、これからも検討していきたいと思いま

す。他に事務局の方から何か補足ありますか。 
【支所：尾崎主査】 

取りあえず事前調査についてはありません。実はアンケート調査する際にどういう部分をターゲット

にすれば良いかという事で、実は商工会の方に相談させていただきました。商工会の方に生ごみの話を

したら、既に会員の方から困ってるんだ、何とかならないかという相談あったらしいんです。それで商

工会の方では独自に実はコンポストではなくて生ごみ処理機を検討して見積りをもらった経緯がある

らしいんです。それと前回グループの方から提案あったコンポストの件ですけども、実は今、小学校と

中学校の給食で、残りが結構な量出るだろうという事で、実は今、市の方から各学校にコンポストが配

付されてこれからコンポストによる処理がされる予定になっているようです。今までは当然学校も事業
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所ですから事業系のごみで出していたんですが、１５０ℓぐらいのコンポストが８基ぐらい各学校に配

付されたと。一度に２基ぐらいずつ敷地内に埋めて処理していくという事で、生ごみとして出すと料金

がかなり嵩むという事で、学校の方ではこういう試みを始めていく様です。 
【北嶋副会長】 

笹主査も出席していますので、毘砂別の自治会としてはごみステーションを置かない事にしてますけ

ども、ごみステーション置くところ浜益区内で何箇所かございますか。 
【支所：笹主査】 

 今事業系ごみの話だったんですけど、一般ごみの事で宜しいですか。 
【北嶋副会長】 

 はい。 
【支所：笹主査】 

先ず、毘砂別の様に完全にごみステーション方式を撤廃して戸別収集に完全に移行した所はありませ

ん。後、冬期間の除雪状況等でどうしてもステーションを残して欲しいという部分もあり、そういう事

で完全にステーションを撤廃するという事はありません。 
【北嶋副会長】 

もう一つ。毘砂別の事で申し訳ないんですけども、除雪の関係上まだ解決ついていないんですけども、

それ以外で区内では大体全部問題ないと言いますか、何か場所によって未解決というのはあるんですか。 
【支所：笹主査】 

 先ずこの９月から戸別収集に移行するという事で、広報やチラシ等で周知させていただいているんで

すけども。後スタートした段階で、時間的なものとか不都合の生じる事が出て来た場合は、再度検討す

るという事で、取り合えず今の段階では戸別とステーションの区分けは９割以上、１００％に近いくら

い進んでいます。後３、４日で１００％区分け出来ます。 
【岸本アイ委員】 

 ごみを出す時は公の場所には置けないんですよね。ここは駄目ですよとかいう事になるのかも知れな

いですよね。 
【支所：笹主査】 

先ず戸別収集に移行するにあたって、今までごみステーションを使われていた方は、そのステーショ

ンが使えなくなって戸別で対応しますと。その戸別の容器とか例えばそれに付随している物、カラスの

被害にあわないとか風に飛ばされないとか、そういう対応出来る物で、じゃ何処に設置するんだと。そ

の時に一応説明会等で言ってるのは、戸別収集車が通る道路で自宅所有地にと。中には無い場合もあり

ますので、そういう場合は公道に出していただく形になるかと思っています。その時に戸別のステーシ

ョンを 1 軒で使う、建てるという場合は例えば公道であれば市なり国なりの許可が必要となってくると

思いますし、そうでなければポリバケツ対応という事で収集車来る時に出して、行った後に戻すという

対応していただければ。 
【岸本アイ委員】 

それは分かりますけど、例えば設置してしまったという場合ありますよね。それが駄目だっていう事

になる場合もありますよね。 
【支所：笹主査】 

 そうなれば、やはり地権者に承諾する形。今のところ地権者に確認して欲しいという事は来ていませ

んが。 
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【北嶋副会長】 

 笹主査、それからごみの問題で再度確認しますけれど、毘砂別地区の場合、葬儀の場合のごみは使用

した人で処理して下さいという事にしてるんですけども、それで宜しいですよね。 
【支所：笹主査】 

はい、そうです。ごみは排出者の責任で持ち帰りして下さいという説明しましたし、それ以降問い合

わせ等は特に私どもの方には来ていませんから、順調にいってるのかなと思っています。 
【佐々木委員】 

今までも葬儀で使った場合は実田でも全部使った人でごみは持っていく事になってますから、それは

ずっと変わってないからね。 
【岸本アイ委員】 

 実田は会館ですからね。今コミセンとかは管理人さんがいるから結構置いて来てたんですよ。そうい

う会館のあり方が違う所は。今回はそういう話になったけど今まで統一されていなかった。 

【田端委員】 

 笹主査、例えば冬と夏でごみ置く場所を変える事出来るんでしょ。除排雪の関係で夏はこっちだった

けど冬はこっちというふうに。 

【支所：笹主査】 

 はい。 

【田端委員】 

 そういう場合は収集業者に連絡して。 

【支所：笹主査】 

 そうですね。収集業者もそうですし、私どもに言って下されば業者の方に連絡取りますから。 

【岸本アイ委員】 

 でも、目に見える所は良いんでしょう。 

【支所：宮田課長】 

 そうですね、除雪の邪魔にならない程度動かすだけですから。 

【支所：笹主査】 

 それで今、これから始まるという段階と、それから冬っていう事で説明会の時にも言われたんですけ

ど、不測の事態というのが一番注意しなければいけないんです。浜益、厚田については風が強い所、吹

きさらしが多分にある所という事で石狩とは違いますよと。途中で収集業者が難しいという事で、そう

いう強い要望があれば、又考え直さなければいけないのかなと思っていますので、先ずスタートさせて

いただきたいなと思います。 

【北嶋副会長】 

 それからもう一つ。昨日だと思うんですが、ごみの関係で各家庭に回覧あったと思うんですけども、

毘砂別地区の場合は商店とかが無いので、会館で集まった時、笹主査も出席されていたからお分かりだ

と思いますが、収集業者のトラックにも積んでごみ袋を買える様にして下さいとお話したんですが、そ

れは宜しいんでしょうか。 

【支所：笹主査】 

 はい、結構です。今回お配りしたチラシには販売店の名簿の中に収集業者の名前も入っています。 

【岸本アイ委員】 

 それとね、ミックスペーパーについてですけども、今は支所に各自持参という事になっていますけど
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も、あれの収集は考えられないんでしょうか。 

【支所：笹主査】 

 各自治会の説明では、今回、収集方法の切り替えの他にごみの減量化についても説明しています。そ

の中でリサイクルを謳ってまして、その手段の中に今言われたミックスペーパーの拠点回収、今でもや

ってるんですが、その協力世帯を増やすとか、廃プラですね、その他プラスチックの部分をどうするか

という事で将来は増やしなさいという事で国では言ってるようですが、財源的なものもあって出来ない

と。それで大型店舗では既にやっておりまして、市全体で追加の収集日を設けてやるというのはまだ決

定ではないんですけども、説明会の中でも触れている事ですから、そう遠くない段階で出てくると思い

ますので、取りあえず大型店舗への白色トレイというんですか、出す事によって減量化出来ると。そう

いうチラシ等での喚起しか今のところやっていないと。 

【岸本アイ委員】 

 昔からやってるんですけど、この際地区内に出来れば良いかなと思ったんですよ。 

【支所：笹主査】 

 石狩の大型店舗まで持って行くのは大変だという事ですよね。今言ったその浜益区内でそういうボッ

クス置いてですね、拠点回収に協力してもらえる所を探してみます。 

【後藤委員】 

 石狩、厚田、浜益の中で浜益がずば抜けてごみを出す量が多いという事だけど、そういうトレイ類が

結構多いんでしょ。高齢化率が多いという反面ごみが多いというのはそういう事情もあるのかなと。 

【支所：宮田課長】 

 そういうのも影響してるんでしょうね。そばに大型店舗でもあればね。 

【北嶋副会長】 

 それから協議会とは直接関係ないんですけど、婦人会の古紙回収、今年の秋はいつ収集するんですか。 

【立浪委員】 

 １０月１３日やる予定です。それで９月、１０月の青年会の「はまます新聞」で出してもらう予定に

なっています。 

【支所：尾崎主査】 

 古紙回収については、「地域協議会だより」の１０月発行号にも載せる事出来ます。取りあえず１０

月は今日の会議の報告を中心に考えていますので、後で古紙回収の情報いただきたいと思います。 

【北嶋副会長】 

 ごみの話について何かお聞きしたいとか疑問点ありましたら。グループの方からこの問題について何

か補足する事ありませんか。  

【佐藤委員】 

 グループとしてではなくて個人的に。今の制度でお金になる部分ありますよね。誰か考えてコミュニ

ティビジネスでやる人に金入るように、もうちょっと細かく分類すればね、お小遣いにはなって減量化

にもつながっていくというふうにならないかと。 

【支所：尾崎主査】 

 今言ったのは団体でやる紙類とかの集団回収とは違いますよね。他の資源物の事ですよね。 

【佐藤委員】 

 紙もお金になるんですよね。 
【支所：笹主査】 



 9

 団体で集団回収すれば、紙の場合、市であれば１ｋｇ５円という形で奨励金だとかそういうものもら

ってやれます。 

【佐藤委員】 

 そういうものもらって、あるグループが減量化に取り組む。例えばごみも一緒に出す物がこれは金に

なるとか分別してちょっと手をかければ。そういう事やって良いものかどうか。 

【支所：尾崎主査】 

 奨励金の事について言えばまだそこまでの回収品目にはなってないです。あくまでも紙ベースですね。 

【佐藤委員】 

 ペットボトル類だったら、今手かけて集めれば今なら資源ごみになるので、何処かの団体で集めてや

ってそれが金になるのかなと。そういうのをみんなで考えてやるのも出来るのかなと。 
【支所：岩崎部長】 

 どうなんでしょう。構わないんじゃないでしょうか。 

【支所：笹主査】 

 良いんですけども、そういう引取り先とかあって、ただ処理経費がかかる、お金がかかるは集める手

間がかかるは、そういうのを市で負担して下さいとはならないと思います。もう一回ちょっと確認して

みないといけないんですけど。 

【佐藤委員】 

 何かごみと一緒に出すのをちょっと分類して、その人に分類賃ぐらい出ればと。 

【支所：岩崎部長】 

 ちょっと違うかもしれないけども、石狩で土曜日資源物回収してますけど、うちはアルミ缶とペット

ボトル混ぜて出して下さいと言っているのは、向こうに行ってまた分けるんですけども、分けて出され

ちゃうとアルミ缶だけを持って行く人がいるんですよ。という事は石狩市にリサイクルプラザあります

けども、アルミ缶を処理する事によって少しは潤うんですよ。ペットボトルは処理費がかかるんですよ。 

分けると良いところだけ持っていかれる事があるんで、あえて分別しないで下さいよと。持って行く人

の対策として。基本的に紙なんかでも戸別になる場合は別何でしょうけども、ステーション何かに置け

ば、その部分は市に帰属される事になりますから、それを新聞持って行くだとか、アルミ缶持ってもっ

て行くだとか、法に抵触する部分もあるんですよね。本所あたりではそれで裁判かかっているという部

分もありますからね。ビジネスとして又何かやるというのであれば、今笹主査言ったように、後の処理

の部分まできちっとやってもらわないと。途中で頓挫されちゃうと困った事になるし、又変にもてあま

して、変な所に投げられちゃう可能性もありますので。 

【北嶋副会長】 

 旧浜益村では老人クラブがアルミ缶だけやってたんですけども、それは市の方で資源ごみとして回収

しますから、それはもうそれでお願いしますという事で。資源ごみとして僕らは出すという事ですよね。 
【支所：岩崎部長】 

 さっき言った、ある団体が全て商売になるかならないかは別に、補助出来ないのかというのが佐藤委

員からあったものですから。 

【北嶋副会長】 

 ただ古紙の関係だけは浜益の連合婦人会でやっていたのが、石狩市の制度では助成金が出るという事

で潤っている。 

【支所：岩崎部長】 
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 結局個人ではなくて、団体が集めなくては最終的に燃やしちゃうという事で、結局コストの事がある

から団体に集めていただいて、それをストレートに持って行っていただいて取り引きしていただければ

減量になるだろうという事です。はっきりいって、アルミだとかプラスチックだとかは処理するシステ

ムが出来上がっていますから。 

【北嶋副会長】 

 この間の新聞ではセイコーマート何かでも古紙回収を一部でやるというのが新聞に出てまして、出来

ればその方が良い。ためておく場所がいらないから良いかなという感じがしますけど。 
【支所：岩崎部長】 

 それは何処に持って行くかは良いと思うんですよ。出来れば浜益の婦人会の方々集めている訳ですか

ら、そこに出していただければ一番良いかなと思いますけども。ここにもセイコーマートありますから、

そういう業者が取り組みをすれば、そういう所に持って行くのも一つの方法ですが。浜婦連は年に２回

ですから毎月少しずつでも集まるんだという事になれば、そういう所に持って行くのも仕方ないかなと

思いますけれども。 

【北嶋副会長】 

 これはちょっと話余談になりましたけれど、それによって婦人会の活動資金にもなっていると思いま

すので。 

【岸本アイ委員】 

 ラッキーだったんですよ。こんなの目的違いますからね。石狩市と合併してこういう制度あるってい

う事でしたから。 

【立浪委員】 

 決して潤ってはいませんよ。一つ良いですか。今年海水浴場でごみの持ち帰りという事をお願いして

たと思いますが、その結果が多分出ているんじゃないかなと思うんですが、大体どんな雰囲気だったの

か教えていただきたいんですが。 

【支所：岩崎部長】 

 持ち帰っていただくというのは結構浸透したんじゃないかなと思うんですけど、ただそれが１００％

その方がごみを家に持って行ったかというのは非常に疑問です。途中に置いて行ったとか、そういう部

分はあった様です。 

【岸本アイ委員】 

 ありました。人家の前に置いて行った事もあったみたいです。 

【北嶋副会長】 

 その方は観光事業の方で考えてもらって。 

【支所：岩崎部長】 

 観光の運営でそういう議論は色々出ていた部分でもあるんですよ。 

【後藤委員】 

 今回ふるさと祭りもあるでしょう。２４日に予定しているんだけど、そこにもごみを回収するごみ箱

置かないという事に決めたんですよ。 

【立浪委員】 

 石狩の市民祭り自体も置いてなかったですよ。 

【田中照子委員】 

 一つ良いですか。海水浴に来たお客さんにごみステーションの事聞いたんですよね。そしたらとても
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すっきりして良かったと。ごみステーションが無くて良かったという意見でした。別な部分では危険な

物結構放置されていると。釣竿とかやっぱり捨てて行くらしいんですよね。そういう物やっぱり子ども

にとっては結構危険な状態ありましたという事とトイレは朝きれいにしてるんでしょうけど、夕方頃に

はもう汚れてて、２回ぐらい掃除してくれたらきれいになるんじゃないかという意見でしたね。 

【支所：岩崎部長】 

 海水浴の時期に焚火何かして、あるいは焼肉の炭をおこしてそれを回収しないで砂の中に埋めていく

という事もあったみたいですし、又過去にもあったようです。結構委託しているライフセービングの業

者が清掃してくれたり、日中でもそういう現状が見られたりしたら注意したりして、あるいは砂の中掘

り起こしたりしてやっていた部分あるんですよね。 

【木村委員】 

 イベントの関係何ですけど、初めて農業祭りに参加してみたんですよ。そこでは３人から４人体制で

そこで出たごみ、イベントなので焼肉何かもあるんですけど、それを３人とか４人でテントの中で分別

して、時間中に全部処理するという形でやっていて、私が見た限りではすごく良いなと思いました。 

【支所：岩崎部長】 

 多分、農業祭りはＪＡを主体とした実行委員会で運営していますから、実行委員会の中で、今、木村

委員が言われた様に有料か無料か分かりませんけれど、雇ってやっているのかも知れませんけれどね。 

【木村委員】 

 あそこでお金を払って物を売っている方としては、カップも売っているわけですから、それを持ち帰

るというのもおかしいと思うので。 

【支所：岩崎部長】 

 それが市の職員なのか、実行委員会が誰かにお願いして体制組んだのか確認してみます。 

【木村委員】 

あちこちにごみ箱が無くて本当、一箇所だけで集めてやってたんで、これはイベントのごみの処理と

しては非常に良いなと思ったので。 

【北嶋副会長】 

 他に何かありませんか。なければ、何れにしましても、今日ここでお話したから１０月１日から理想

に近いものになるかというのはちょっと難しいですけれど、もっと時間をかけて啓蒙していけば、減量

化や資源化というのが相当進ん行くんじゃないかと思いますので、そういう事でごみの問題については

この辺で一区切りしたいと思います。宜しいでしょうか。 

【各委員】 

 はい。 

【北嶋副会長】 

 では次に進みたいと思います。事務局からいただいた会議の公文書の方に、確か来年度の自治区の振

興事業についてという事で書かれておりましたが、今日のテーマについてはその他という事でしか書か

れておりませんでしたが。 

【支所：尾崎主査】 

 グループテーマという事について、又延長という事でお話したいと思います。それでですね、資料２

と資料３、表裏になったもの、今回テーマ１という事でごみの問題協議していただきました。今後です

ね、その他のグループテーマにつきましても、出来れば進めていただきたいなという部分、それとやは

り冒頭、区長の挨拶の中でもありました様に、昨年は合併して初年度、最初の予算という事で振興事業
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につきましては、バタバタした中で協議会の方に提案して決めていったという経過あったんですけども、

１９年度につきましてはある程度、何ていうかもう少し議論しながら提案していければ理想なのかなと。

今後グループテーマと例えばそれが直結して振興事業につながるかどうかという問題は別ですけども、

それらも見据えた中で、とにかく次が予定ではこのままでいけば１０月開催と。予算の要求時期が１０

月ぐらいに一回目入るものですから、その辺も見据えた中での協議を進めて行きたいなと考えていまし

た。それで資料という事で、資料２の方には他のグループテーマ、資料３につきましては平成１８年度

の地域自治区振興事業として取り扱いしている部分、３事業あるんですけども、それを掲載させていた

だきました。その辺も含めてですね、今後の方向性と言いますか、出来ればここで協議していただけれ

ばと思います。 

【北嶋副会長】 

 平成１９年度分としては、まだ事務局としては何か考えてないんですか。 

【支所：尾崎主査】 

 それで、出来れば持っていき方ですけども、昨年もバタバタした部分あって、事務局の方である程度、

提案的なものをお示しして、皆さんからご承認いただくような形をとらせていただきました。平成１９

年度につきましてもそういう形で良いのかどうかの確認と、それとも協議会の中でこんな事業どうだろ

うかという進め方にして行くのか、その辺も含めて協議していただければと思います。 

【北嶋副会長】 

 ちょっと再確認しますけれども、１９年度の事業計画について、地域協議会の方から意見をまとめて

あげるとしたらいつ頃まで。 

【支所：尾崎主査】 

 １回目の締め切りは、昨年の時期から行くと１０月中に来ます。合併初年度という事もあったもので

すから、去年は１１月一杯と期限切られていたんですけども。ただ当然、協議会の方ではある程度のも

の、方向性と言いますかこの事業で行きましょうというぐらいは固めて、その内容によってはそれぞれ

の原課、担当の方から予算要求という形になるものですから、その次の１２月の協議会ではこういう内

容で振興事業で予算要求しましたという報告が出来るかなと思っております。 

【北嶋副会長】 

 果たして分科会で協議してから本会議にあげるのと、最初からもう皆で思っている意見を吐き出して、

そこでまとめて行くのと、どっちの方が良いのかな。１０月中という事になれば、１０月に会議開いた

んでは遅いのではないかという気がするんですよ。だからこれからはちょっと来年度の予算に向けては

月に一回ぐらいずつでも、１時間か２時間でも集まってもらって話し合わないとまとまって行かないの

ではという気がするんですけども。区長どうでしょうかね。 

【支所：大原区長】 

 今、時期的なものありましたけれど、もうちょっと早くしないと。事業の中身の考え方を皆さんと一

緒に協議する時間が少し私は必要でないのかなと。ですから勿論、次回もし９月に開催していただけれ

ば、それまでの間、それぞれ資料にあるようなグループ毎のグループテーマありますけれども、こうい

う中身の中でより具体的な事業化に向けて何に絞り込んで行くのかという事を先ず議論いただくのと

ですね、事務局サイドもグループテーマの項目毎で関連する、関係する課のもの早めにこの地域協議会

の方で議論して、地域協議会の事業として取り組んでもらえるようなものが出てくれば、それも次回ま

でに、次回というのは従来の２月に一度という事ではなくて、９月、１０月という中で検討していただ

ければ有り難いかなと。出来れば皆さんそれぞれお忙しい方ばかりですので、グループの中では特に観
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光産業の方たちで自主的に集まっていただいて、議論していただくのも結構だと思いますし、その辺は

事務局サイドでこうしますという話ではない部分でもありますので、是非議論いただければと思います

が、どうでしょう。早めに取りまとめていただければと思います。 

【北嶋副会長】 

 一番大事なのは、やっぱり来年度に向けて何をどう希望していくかという事だという気がするんです

よね。 

【支所:大原区長】 

 地域から、地域協議会の中でも、お金の話もう少し議論しなければならないだろうと思っていますが、

出来るだけ早目に項目だけでも、まとめの仕方だけでもしていただければ。 

【北嶋副会長】 

 それでは９月、１０月集まりたいと思うんですけど、どうですか皆さん方、忙しくて駄目と言う方も 

いると思いますが。 

【後藤委員】 

 ９月はイベント月間という事もあるし、稲刈りの時期何だよね。それで９月はちょっと。２４日ふる

さと祭りもあるし林道絡めたイベントもある。９月は無理だと思うんだけども。 

【岸本委員】 

 ９月はいつも忙しい時期という感覚ですよね。 

【北嶋副会長】 

 木村さんの方はどうですか。９月は収穫時期ですが、はっきり無理だとか言っていただければ。 

【木村委員】 

 時間的なものもありますよね。 

【支所：大原区長】 

 それであれば、各グループから２人ずつぐらい代表して出ていただいて、そのグループテーマの中で

の項目、今申し上げた中で少しもんでもらう。それで１０月の本会までに一度であれば一度でも結構で

すし、全員というのが中々困難であれば、そういうやり方も一つの方法だとは思うんですけども。 

【北嶋副会長】 

 ９月空いてる時間、支所の方で空いてる時間というのはどうなんですか。 

【支所：宮田課長】 

 私達の方は何時でも。 

【北嶋副会長】 

 佐々木さんの方は９月何とかなります？ 

【佐々木委員】 

 稲刈り前なら良いけど、稲刈り始まればもう。 

【岸本委員】 

 だから今、大原区長言った様に各グループから２人でも３人でも出れたらそれでＯＫじゃないですか。 

【支所：大原区長】 

 グループで偏らない様な形でどなたか出れるのであれば、もう１回グループテーマも整理しながら議

論していただいて、次の１０月の会議につないで行くという。特に地域協議会のスタート、１７年度の

時もそうだったんですが、テーマ毎のやつはそれぞれ重要な事ばかりだったんですが、特に産業サイド

なり全体の、観光だけに偏らず、産業、農業、水産という産業サイドの中でですね、希望も含むんです
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けど、農業で１本、水産でも１本、観光なり商工でも一つぐらいとか。そのぐらいの、大変何ですけど

も部門別というか、絞りをかけていただいて、そのテーマをどうするかという議論をしていただきたい

なと。非常に分かりやすいかなという気がするんですけども、その辺も今お話した様な内容について何

人かずつの代表というか、グループメンバーの方、出られる方で結構だと思うんですが、そこら辺の議

論１回していただければと思いますけれど。うちの方も将来的には１９年度の新たな事業で、特に浜益

区的な新規の事業も含めて考えさせますけれども、それと合わせて協議会の方も本数は特に気にしませ

んけども分野毎でそういうので出ればと考えています。 

【支所:宮田課長】 

 後で、定期の開催で１０月２５日水曜日６時ぐらいからどうでしょうかという事でお話しようと思っ

ていました。それで一応１０月の地域協議会を予定通り定期の地域協議会という事で考えて、９月に集

まるのは１０月の定例会に向けた事前のグループ代表者会議の様な感じで集まって、事前の打合せにし

たらどうかと。今考えているんですがどうですか。それであればグループから１人でも２人でも都合の

つく方が出ていただいて少しでも相談出来るかなと。 

【北嶋副会長】 

１０月の予定は２５日ですね。 

【支所：尾崎主査】 

 １０月２５日の６時からという事で、第１回目提案してたんですが、皆さんのご都合が良ければ５回

目ですね、この日にしようかなと思っています。 

【北嶋副会長】 

 ９月グループ代表者の集まりという形だったら何日の何時からだったら良いでしょうか。９月は敬老

会等、色々ありますから。 

【支所:尾崎主査】 

 林道マラソン、ふるさと祭りもありますから、それ終わらないとちょっと落ち着かないかもしれない

ですね。大体イベントもそこで終わりますので。今予定ではないんですけども、１８年度の３事業あり

ますよね。この部分については１９年度も全て継続事業です。金額ベースで行くと区民カレンダーがち

ょっと変わるかもしれませんけど。後は和牛推進事業まで１９年度はですね、予算要求はしたいなと。

協議会の方にお計りしたいと思っている事業何ですよね。和牛生産事業ももう一年、１９年度も同じベ

ースぐらいで認めてもらえばという事で、担当の方からは聞いております。ですから後これにプラスア

ルファどんな事が考えられるかという部分。後昨年までのように担当者レベルの方で何か考えている所

があれば、又そちらの方に例えば産業団体ありますから、そちらと協議しながら担当者の方から想定さ

れる事業だとかをお示しして、それを協議会の中で検討していただくという事も必要なのかなと思いま

すけれども。 

【支所:大原区長】 

 ９月は２５日ぐらいの週で。ふるさと祭りとか２４日に終わりますので、その月曜日以降で。 

【北嶋副会長】 

 ちょっとご相談申し上げます。予定通り１０月の２５日協議会という形で最終的に来年度に向けた事

業について検討したいという事で、その前の９月２５日の週でグループの代表と言いますか、集まった

人だけで協議したいという事で宜しいですか。 

【岸本アイ委員】 

 時間的には昼か夜か、どちらを考えているんですか。 
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【支所:尾崎主査】 

 それは全然決めていません。 

【立浪委員】 

 ２７日の夜が駄目ですね。婦人会の方もイベントがありますから。日中なら大丈夫ですが。 

【北嶋副会長】 

 では、９月は２７日午後から今日のような時間、１時３０分からという事で宜しいですか。 

【各委員】 

 はい。 

【支所:尾崎主査】  

 グループ代表者の事前会議ですが、ご都合つくのであれば、皆さんで出ていただければ。取り合えず

皆さんにご案内出しますので、都合悪い方は欠席という事で、皆さんにご案内したいと思います。 

 

５．その他 

【北嶋副会長】 

 その他で何か。 

【支所:尾崎主査】  

 その他の分も全て終わりましたね。 

【支所:宮田課長】  

 先程区長からありました石橋会長の後任の件ですが、９月６日に自治会連合会の臨時総会を予定して

います。その中で自治会連合会の会長を決めていただく予定となっています。今まで自治会連合会から

この地域協議会の委員を２人選出していただいてまして、石橋会長と佐々木副会長が地域協議会の委員

として出ていただきまして、そのうち石橋さんが協議会の会長という事になったんですけども、連合会

の会長が決まった後にですね、又協議会開いていただいて、会長を決めて行くと。協議会の互選となっ

ておりますので、そういう事にして行きたいと思っております。又そういう事にならないかなという事

に結論なれば、又相談させていただきたいと思います。 

【北嶋副会長】 

 後ないという事であれば宜しいですか。 

【佐藤委員】 

 ちょっと良いですか、１件。会議の前にそれぞれ何かヒントみたいなものがあって、これ聞いてみた

いとかこれ考えてもらいたいとかあったら、事務局に出すようなシステム作ってもらったら良いかなと

思うんですけども。 

【支所:岩崎部長】 

 それは構いません。ＦＡＸでも良いし、電話でも良いですし、支所に来た時言っていただいても良い

ですし、一向に構わないですから。システムというより、何かあればどんどんヒント的なものでもあれ

ば言っていただければ支所としても有り難いですし、大いに結構です。 

【支所:尾崎主査】 

委員の方から、或いはそういう形で出していただいて、それを次の協議会の議題にしましょうと、そ

ういうのは全然構いません。本来のあるべき姿だと思いますので。だからこちらからも皆さんにお話す

れば良いんでしょうけど、委員の方からも遠慮なく事務局の方に言っていただければ。 

【支所:岩崎部長】 
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 あの、各団体を代表しているといったら失礼になりますけども。色々な中で、先程区長が言ったよう

に１９年度の地域事業の中でも日頃からこういう部分で何かやってもらえれば、自分達も助かるんだと

か。そういう事があれば。団体の会議の中で受けていた部分でもあれば事務局の方にお話いただければ、

何か一つの事業メニューが発生するという部分もありますから。 

【北嶋副会長】 

 佐藤さん、それで宜しいでしょうか。 

【佐藤委員】 

 はい。 

【岸本委員】 

 今自治会連合会の話で会長の件出ましたけど、敬老会の件ですけど、それ以前から合同で「きらり」

（浜益コミュニティセンター）でやるという話出てましたけれど、この合併でそういう話何かあるんで

しょうか。 

【支所:宮田課長】 

 合同でやるという事ですか。それは検討されているかも知れませんけども。取り合えず今年は今まで

どおりのスタイルでやるという事なんですね。話し合いが進んでるかどうか、後でちょっと聞いてみま

すね。 

【支所:尾崎主査】 

 何か色々話ありましたよね。地区でやるから出るけど、一つにすると出ない人がいるとか、色々話聞

いた事はありますけども。 

【支所：大原区長】 

 正式に出ているのは今川下だけは一本化しても良いんじゃないかと。それ以外の所はやっぱり自前の

所でやりたいと。 

【支所:尾崎主査】 

 やっぱり対象者が何処か一箇所に行くのは面倒だという人が多いという事らしいですね。 

【支所:大原区長】 

 去年あたり、全部は出てませんけど、それぞれの敬老会出てましたけども、やっぱり合併してもそれ

ぞれの地区で出来る間は地区でやってあげたいという意見がほとんど何です。川下は色々な事情もある

でしょうけども。皆さん浜婦連というか、自治会の婦人部の方でお世話している所がほとんどで、その

人手が足りなくなって来たとか色々な事情があるみたいで。この際出来るのであれば、きらりの話は私

は知りませんけども、一本化してね、是非そうした方が良いという話は川下自治会からは聞いてはいま

したけど。それぞれ少ない所が、千代志別、床丹、送毛何かはほとんど自前で昼食会ぐらいでというよ

うな、人数も確かに少なくなってますので。でも今年の床丹何かも会館に集まってお昼食べますという

話聞いています。一本化するのも一つですし。ただまだちょっと確認していないんですが、厚田は一本

だったんですよね。ところが合併してから地区でやりたいという人が逆に多くなったという事ちょっと

聞いてるんですよね。それは自治会の方で色々お世話いただいての事ですので、全体まとめて皆さんで

やるのが、そういう方向であればそれで良いのかなと。 

【岸本アイ委員】 

 今年の場合は出欠とってるんですよね。それで出席者のみ助成が出ている。 

【北嶋副会長】 

 但し書きあるんですよ。という事は毘砂別の方でやってるんですけど、来ない人にも何か、例えば折
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り詰め持って行くでしょ。そういう数もカウントして良いですよという但し書きがありました。その辺

だけは出席した人だけではないですから。 

【岸本アイ委員】 

 敬老ですからね。何かの事情で出れない人も結構いますからね。それをカットというのはちょっと寂

しいなって感じていたものですから。 

【北嶋副会長】 

 それはカウントで但し書きにありましたから。たぶん自治会長の所にありますから確認してみてくだ

さい。 

【佐々木委員】 

 今まで数えの７０歳で実田村では敬老会してたんですよね。それを今ね、合併になったから７２歳か

らじゃないと対象にならないからというと、その辺、去年敬老者であって今年敬老者じゃないという人

あるんですね。だから役員の中でも色んな意見があって、今年の場合は止むを得ないから数えの７０歳

から今迄どおり全部案内出すと。そして助成は７２歳から何だけども、後は自治会でもって、そして来

年１月の総会でその事を話して皆に承認してもらって、来年からやろうじゃないかという事で決まった

んですよ。 

【北嶋副会長】 

敬老会の関係はそういう事で。 

 

６．閉 会 

【北嶋副会長】 

 それではどうも長時間に亘りまして有り難うございました。再確認いたしますが、９月２７日と１０

月２５日。一つ大いに又意見交換したいと思います。宜しくお願いします。それでは今日はこれで終わ

りたいと思います。有り難うございました。 

 

 
平成１８年 ９月２５日議事録確定 
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