
平成１８年度第１回石狩市浜益区地域協議会議事録 

日 時：平成１８年 ４月２６日（水） １４：００～１５：４５ 
場 所：浜益支所 ２階庁議室 
資 料：石狩市浜益区地域協議会広報「浜地協だより」第１号 
    資料１ 平成１８年度 浜益区地域協議会開催計画（案） 
    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．会長挨拶 
 ３．議  事 

１）地域協議会だよりの編集発行について（報告） 
２）当面の運営方針について 
３）グループテーマについて 
４）その他 

 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 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    
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：無し 
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１．開 会 

【支所：宮田課長】 

 只今から平成１８年度第１回目の石狩市浜益区地域協議会を開催いたしたいと思います。 
会議始まる前に、私４月 1 日から加藤前課長の後を受けまして、地域振興課の方に参りました宮田で

ございます。よろしくお願いします。それから３月３１日まで担当でありました永塚主任が、同じく４

月１日付けの人事異動で産業振興・農業総合支援担当の方に異動になりましたので、合わせて報告させ

ていただきます。よろしくお願いいたしたいと思います。 
それでは早速会議に入っていただきたいと思います。実は今日、石橋会長が病気療養中の為に欠席さ

れていますので、北嶋副会長の方から会議を進めさせていただきたいと思いますので、その旨よろしく

お願いいたします。それでは北嶋副会長、会長挨拶をお願いします。 
 
２．会長挨拶 

【北嶋副会長】 

 皆さん、お忙しいところ有り難うございます。春が行ったり来たりという状況でありますけれど、ご

出席いただきまして有り難うございます。会長の石橋さんは課長のお話にもあったように、病気療養中

でございますので、私が議事進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。 
【支所：宮田課長】 

 有り難うございます。続きまして大原区長よりご挨拶をいただきます。 
【支所：大原区長】 

 それでは、年度始めの第１回目という事でありますので、少しだけ、お話をしてみたいと思います。

昨年、平成１７年度は７回の会議を開いていただいた訳なんですけど、どちらかというと、この場では

日程に追われまして、中々これからやろうという本来の議論まで出来なくてですね、十分な議論が出来

なかったんでないかと思っております。去年から引き続きまして、議論する部分もあろうかと思います

が、出来るだけ来年度に向けた、事業化に向けた色んな議論を活発にしていただきまして、何とか具体

的な取り組みまで進めるようにしていきたいと思いますし、我々もそのための支援をしていきたいなと

思います。 
 それから浜益は立浪さんが委員になられていますが、今年は新市の総合計画が策定される年でありま

す。先日もそれの第１弾としての新市の構想というものを地域の方々と意見交わしましたけど、合併を

期に協議会で議論されてました、新市建設計画につきましては、これをベースにして、今後の新市の総

合計画の柱になる訳でございますが、何せ石狩市のみならず、他の市町村も含めてですね、非常に財政

状況が大きく変わって来ております。従いまして、それの中身についての見直しも、ある意味では改め

て地域が合併後の状況を踏まえた中で議論していく、こういう事になっていくと。 
石狩市としても１８年度の予算は前回ご報告したとおりでございますけども、１９年度に至ってはで

すね、今、北海道庁が財政再建の見直しをやっておりますが、全くそれと同じで非常に財政状況が厳し

い中身になっております。各事業、事務も含めてですね、要するに０ベース、それをやるかやらないか、

必要か必要でないかという議論も既にこの４月からスタートしています。事業の中身について、一応の

目標についてですけど、全体事業の２割をどうやって減らそうかというような厳しい状況でございまし

て、こんな事ばかり言っていては中々夢というか、これからの地域協議会の色んな議論に水を注す事に

なろうかと思いますが、決してそうではなくて、今までのやつをもうちょっとスタートから見直すとい

う事に実は迫られて来ております。我々もそういう意味では新市の中の浜益区の役割、位置付けを明確
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に、そういうものに議論として取り組んでいきたいなというふうに思っております。それが１つでござ

います。 
 それから実は１８年度の浜益区の主要な課題でありますけども、色々沢山あります。ただその中でも

大きな柱としてですね、我々が今、１８年度に精力的に取り組んだというのは、より産業振興とそれか

ら生活基盤の整備、そういうものを２つの柱に掲げてやっていきたいなと思っております。前回も色々

話は出しておりましたけども、産業振興についてはこの浜益区域の経済の自立化的な、自立化は中々出

来ないんですが、そういうものをするために何を必要としてやっていくのか、そういう事でございます。

ものによっては一次産業で伸ばしていく、或いは商工も含めてでございますが、そういう中の地盤の中

心に観光をすえた中で、それぞれの産業間をどうやって連携させるか、或いは新たなものを作り出して

いくか、そういうような事に着目しながらですね、何とか新しい浜益の産業づくりに力を入れていきた

いと思います。今年の平成１８年度の予算でも、和牛関係とか観光の副産的な物をどうやって作り合わ

せていくのか、というような事を宿題として浜益区としていただいておりますけども、そういう産業振

興にまず、力を入れていきたいと思っております。 
 それから２つ目の生活の関係でございますが、この地域コミュニティと言いますか、地域の生活活動

体をどうやって維持していくか、或いは確保していくか、ということを２つ目の柱にしてですね、この

場でも議論ありました新交通システム、それの足なり生活をどうやって確保していくか、という事に力

を入れて、生活路線の、バスございますが、そういうものの確保についての色々な検討をしていきたい

なと思っているのが１つ。 
 もう１つは、もう時間無いですが、浜益高校の存続問題。これも我々地域の教育、或いは地域の共同

体としての、地域のコミュニティとしての１つの大きな教育環境の確保という意味での柱でないかと思

っています。それと合わせた、浜益中学校の建設、建て替えももちろん関係あることでありますので、

そういう教育環境の確立や確保をどうやってしていくかという事を目指してですね、これ以外にも沢山

課題あるんですが、大きな柱の中の２つとして生活の関係では、交通と教育というのに力を入れながら

皆さんと又、議論して、或いはご支援いただきながらやっていきたいなという意識を持っております。    
何れにしても今年度は昨年に引き続きの２年目になる訳でございますが、今日の議題にもありますが、

協議会の運営については、委員の皆さんと今の話も含めてですね、開催のあり方をどうするか、ここで

の議論だけでなくて、区外、管下への視察だとかですね、地域協議会主体でのこれから目指していく事

も含めて皆さんと色々ご相談しながら取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。以上です。 
 
３．議  事 

【支所：宮田課長】 

 それでは議事に入っていきたいと思います。これ以降は北嶋副会長の進行でお願いしたいと思います。

今日は、この次第にもあります通り、地域協議会だよりの編集報告と、それから当面の運営方針ついて、

グループテーマについて、その他について、ご協議いただく予定となっています。北嶋副会長、よろし

くお願いします。 
【北嶋副会長】 

 あの、議第の(１)ですけども、本来的には委員の皆さんと相談した上で発行したかったんですけど、

事務局の方の仕事の関係、それから時間的な関係ありまして、今回は報告という形で事務局から説明さ

せていただきます。よろしくお願いします。 
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【支所：尾崎主査】 

 それではですね、申し訳ありませんが座ったままでご説明させていただきます。説明する前に資料の

確認をさせてください。まずレジュメですね。それと今、副会長の方からお話しありました「地域協議

会だより」、両面コピーで３枚、全６ページの構成になっています。それとＡ４の表裏で資料１、資料

２となっているもの。その３種類あると思います。ありますでしょうか。大丈夫でしょうか。 
【各委員】 

 はい。 
【支所：尾崎主査】 

それとですね、前回までの協議会の中で、検討結果をペーパーにしてお配りしてたんですけど、今日

ちょっと用意出来なくて大変申し訳ありません。第７回の内容を口頭でざっとおさらいしたいと思いま

す。それで前回検討された内容につきましては、まず平成１８年度の当初予算という事で、浜益におけ

る主要事業のペーパー、それと市全体の予算案の概要、これを資料でお示しして、皆さんにご覧いただ

いて若干の説明を交えながらという事でさせていただきました。それと同じく報告事項という事で第４

期石狩市総合計画基本構想（素案）について。これも資料でお示しして時間の関係もあってですね、こ

れは中身の議論は出来ないで、資料配付という形で留めさせていただきました。そして大まかな策定ス

ケジュールにつきまして概略を説明してという事で前回終了しております。それと後、協議事項の部分

何ですけども、グループテーマについて、中身に一応入りたいなと当初考えていたんですけども、ちょ

っと欠席委員が多かったという部分あってですね、グループ討議については前回止めまして、第６回目

まで検討重ねられました、グループテーマの内容について、その経過を事務局の方から報告したという

ような内容になっています。その他ですね、市の方から出ました市民憲章策定検討委員の推薦について

という事で協議したんですけども、推薦については事務局に一任していただいたんですけども、その結

果については寺山委員の方に事務局の方からお願いして検討委員という事で出ていただいております。

それで、市民憲章については生活環境部の市民生活課が窓口何ですけども、大体７月ぐらいまでの策定

目途という事で準備を進めているという事で聞いております。それで７月１５日にですね、市制１０周

年の記念行事予定されてるんですけど、その際に市民憲章が発表されるという手はずになっているよう

です。前回の内容としては以上です。 
それでは、１８年度第１回の内容に入らせていただきます。この「地域協議会だより」何ですけども、

先程、北嶋副会長の方からもお話しありましたように、本来であればこういうものを作って、どういう

ような編集内容にしてという事を皆さんにお諮りして作成していくという準備を実はとりたかったん

ですけど、最近特に一般住民の方からも「地域協議会って何にやってるんだろう」「何やってるかさっ

ぱり分からない」という声をちょくちょく聞くように実はなってきました。以前にもですね、こんな形

で協議会だよりどうだろうかという事で検討はしてたんですが、実際に中々結論出せなかったという事

で、１８年度、年度替りを契機にですね、じゃ発行していきましょうと。４月６日に総合計画の住民説

明会あったんですけども、その際にもですね、実は広報の話しもちょっと出たんですけど、一般住民の

方で、今の市の広報については石狩市として出しているものですから、区のページがちょっと少ないと。

身近な話題が無くて、全然つまらないという意見もいただいてたんです。以前まではお悔やみだとか、

お喜びだとか、あと学校の先生方が転勤して来たらどういう人が来ただとか、例えば駐在員さんとかも

同じなんですけども、そういう身近な情報が全然無くて、何か良く分かんないなという、実はお話しを

いただきました。それで、今日ですね、第１号という事でまとめてみたら、２回目の分までしか、ペー
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ジ的にも多くなりそうなものだったので整理出来なくて、２回目までという事で全部で６ページと。そ

れで最終ページに身近な話題という事で、入学式の模様だとか、その前の５ページには交通事故死ゼロ

が４月８日で１，０００日達成したというのがあったものですから、その部分をちょっと書き込んでみ

ました。 
それでまず、事前協議出来なかったという部分何ですけど、何とか５月号の広報と一緒に今月の末に

配付したいという事で、皆さんにお諮りしてから作業となるとちょっと間に合わないのかなという部分

あったものですから、第１号につきましてはこういう形で一応出させていただきたいという事で、事後

承諾という形になったんですけど、何とかご承認いただきたいと思います。それで、今回、第１回目、

第２回目の内容について概略という事で、区民の皆さんにお知らせしようかなとまとめております。今

後、第３回目以降の部分もまとめてですね、毎月広報と一緒に持って行けるように挽回していきたいな

というふうに一応考えてますけども、ちょっと遅れてますんで進捗状況によって変わってくると思うん

ですけど、こういう形で今後出来れば発行していきたいと考えてます。一応皆さんのご意見も何かあれ

ばお聴きして、次回以降の発行に反映させていきたいなと思っておりますので、ご協議の方含めてよろ

しくお願いします。 
【北嶋副会長】 

それでは、「地域協議会だより」の第１回目の報告という事で、ご承認いただけますでしょうか。 
【各委員】 

 はい。 

【北嶋副会長】 

 では、そういう事で。皆さんからも他に何か情報がありましたら、よろしくお願いしたいと思います。 

【支所：尾崎主査】 

あの、本来は広報じゃないんですよ。広報についてはちゃんと広報作る部門がありまして、そちらで

編集して発行するという作業してますので、区単独で広報として出すことは仕事のルール上、どうして

も出来ないものですから。「地域協議会だより」という部分で、最終ページに身近な話題を若干提供し

ていくというスタンスについては、これ以上踏み込めないかなと。ただ同じ情報にしても、例えばこん

な事どうだろう、だとかいう部分を。だから紙面についてはあまり大きく増やすという事は出来ないん

ですけども、大体最後の１ページなり半ページという形で費やしていく形になるかとは思いますけども、

そちらも含めてご協議いただきたいと思います。 
【田端委員】 

 はい。それは毎月１回出すという事なんでしょうか。 

【支所：尾崎主査】 

 それを一応予定しています。それと、多分８月号か９月号ぐらいで今までの部分、多分追いつくと思

います。それ以降については大体２回分を１ページ、表裏で１枚にまとめたいと思いますので、そこで

追いつくと次の分からは２ヶ月に１回という形になる可能性もあるかと思います。当面は毎月１回ずつ、

追いつくまでというふうに考えています。 

【田端委員】 

 あのね、さっき社協（社会福祉協議会）に寄った時に、浜益の青年会で「はまます新聞」というのを

何か発行するような話しで、毎月１回考えているようなんですが、その辺だぶったりしても悪いから。

今５月号の広報と一緒に全戸配付するっていうような事のようですが。 
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【支所：尾崎主査】 

 それでですね、青年会の方から相談受けました。それと特に青年会の方では、やっぱり周りの方から

の声を聞いた中で、お悔やみとかお喜びの部分がやっぱり気になっていたらしいんです。それで、向こ

うもこういう内容で一応まとめたいと。ただ今回、個人情報の関係で色々難しい問題もあるものですか

ら、私どもはお悔やみについては道新、新聞に載ったものだけに絞らせていただきたいというのと、お

喜びについては、それぞれ各家庭に掲載のご了解をいただいてからでないと載せてないと。今回の３件、

お喜びの部分につきましては各３家庭の方からご了承いただいて載せております。青年会の方というの

は、そういう情報が中々無いものですから、それなら地域協議会である程度まとめれるものがあるんで、

それを材料として作ったという形が後々問題にならなくて良いのではないかという事でお話しており

ました。若干、そのだぶる部分というのも出て来るかなとは思うんですけど。ただ青年会の方もそうい

う行政的な情報というのは、知り得る手段が無いものですから、それであれば地域協議会の方でまとめ

たものを基にして作成するのであれば問題無いのではという事で、そういうご相談はさせていただきま

した。 

【北嶋副会長】 

他に何か。よろしいですか。１回目の「地域協議会だより」よろしいですね。 

【各委員】 

 はい。 

【北嶋副会長】 

 それでは次に進めさせていただきます。あの、当面の運営方針なんですけども、事務局の方からご説

明お願いします。 

【支所：尾崎主査】 

 はい。それではお手元の資料の１の方ご覧いただきたいと思います。これはですね、１８年度の開催

計画をある程度前もって１年組んでおけば活動しやすいかなという部分、これはあくまでも事務局案で

す。最終的に決定していただくのは皆様方の運営しやすい方法、これが１番でございますので、それで

はどうしますかという議論展開になっても中々話まとめるのも大変かなという部分あったものですか

ら、粗方で事務局案を提案させていただきました。それで基本的な考え方何ですけれども、今日が１８

年度の第１回という事になってますので、偶数月ですね、４、６、８、１０月とかその辺を定期的なこ

のような形の協議会にしていってはどうかと。日付と言いますか日程につきましても、今日たまたま最

後の水曜日と。週初め、週末というよりも週の中間の方が意外と行事が入っていないという部分もあっ

たものですから、事務局案としてですね、６月の協議会以降、８月もそう何ですけど、最終水曜日を予

定に入れさせていただきます。ただし、１２月だけですね、最終水曜日となると年末にかかってしまう

ものですから、その前週にという事で、それぞれ全部日程入れさせていただきました。ただし開催時間

の事もありましたので、今回については２時からと。次回については６時からという事で。交互に設定

していって試験的にどの時間帯が良いのかという部分もありますし、個人個人でバラバラだと思うんで

すけど、こういう時間を段階を設けて開催してみてはどうかという事で設定してあります。大体協議の

内容については、今回この１年間の運営方針等をある程度、粗々でもし決めれるものであれば、ある程

度方向性を見出した方が良いのかなという事で考えています。それと２回目以降何ですけども、もし出

来れば５月に日帰り可能な範囲でという事で、前回まで全体で視察研修も良いのではないかという話し

出てましたんで、それらについても５月早いうちに１回行ってですね、その後、又いつもの議論の展開

に繋がっていければ良いのかなという部分あったものですから、１回５月に適当な所を見つけて視察研
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修を行いたいと。それと次回以降からですね、６月、８月、１０月とやるんですけども、その時にこれ

まで少しずつ議論進んで来ましたグループテーマ、それで全体協議にそれぞれですね、徐々に１つずつ

上げていけるようなものを、その１ヶ月空く奇数月の何処かでグループ単位の中に事務局も入って全体

協議出来るような材料作りを奇数月でやっていって、それを次の協議会の中で全体協議の中で提案して

いって、全体で議論してはどうかという事で設定させていただきました。 

それと石狩市の総合計画、今策定中です。それでこの間もですね、区の方の説明会一応ありました。

それで基本構想の素案という事で示されて説明会あったんですけども、今後ですね、この部分について

はパブリックコメントはもう受け付けして締め切りになってますけれども、色んな部分で又協議会の中

でも検討する必要があるのかなという部分があります。向こう１０ヵ年のですね、総合計画ですので、

非常に浜益区に与える影響というのも大きいものですから、協議会としても何らかの形で携わっていっ

て、自分たちの考えなり、意見をどんどん述べていけるような準備をしていった方が良いかなという事

で、その辺のタイミングについてはどの段階で、どの時期でというのは本庁の方とですね、細かい詰め

を行ってませんけど、６月ないし８月、この辺で準備が出来次第、それらの検討もしていただきたいと。    

それで今、総合計画の基本構想の素案という形で出されてますけども、今後戦略プラン、具体的にど

のような事業なるのかと。細かい事業メニューまでは出せるかどうかというのははっきりしないんです

けど、ある程度の事業出しといいますか、項目出しは今後していく予定があるという事ですので、それ

らを戦略プランだとか平行して財政計画も立てていくという事ですので、それらの資料、材料提供され

た段階で、当協議会としても一緒に平行して検討していくと。それで意見反映されるかされないかはま

だはっきりしないんですけど、当協議会としても意見としてまとめていく事も必要なのかなというふう

に考えております。 

それと１０月にこれから順調にいくと第５回目の協議会というふうになるんですけど、それまでには

従来通りのグループテーマの全体協議も徐々にとは思うんですけども。あと１９年度のですね、予算編

成の始まる時期でもあります。ここの段階では１９年度に実行予定の自治区振興事業、１億円の振興事

業何ですけど、これの検討も協議会で入っていきたいなと。この部分についてはある程度、この協議会

でこういう事業をという方向性を出しましたら、それぞれの担当から本庁の担当の方に、今度予算要求

という作業が出てきますので、この１０月の段階で自治区振興事業の検討をしていきたいなと。それで

１２月にですね、第６回の協議会を一応予定しています。この中ではグループテーマの全体協議、さら

に又続けていくのと、振興事業の最終確認といいますか、もう大体この時期になりますと、事業メニュ

ーがほぼ固まる時期ですので、報告も含めた中で最終確認を協議会の中でもしていきたいなというふう

に考えています。それと２月につきましては第７回一応予定するんですけども、この部分についてはグ

ループテーマの年度間の総括をする部分が大事かなと。それと一応３月に第８回という事で、ここでは

予定してますけども、もしこれを２月に繰り上げてやってしまうというのも全然可能かなと思います。

それで最終的には年度末という部分もあるもんですから、当協議会としての全体的な総括を次年度への

対策といいますか、目標といいますか、そういうものをある程度設定していくと１９年度に繋がりやす

いのかなという事で想定しております。 

それと一番下の方にその他想定される事業という事で、例として挙げてるんですけど、厚田区にも同

様の地域協議会あります。こっちの協会の方とも例えば厚田でも良いし浜益でも良いんですが、お互い

の情報交換という場を設けてはどうかだとか、あと浜益区内、それと石狩市内含めて色んな団体、色ん

な各種団体ありますけども、そういう団体との情報交換、交流の場を設けたらどうかというふうな事も

想定されます。その他、市長からの諮問案件がもし発生すれば、その部分についても丁度良い時期にぶ
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つかれば良いんですけども、もし丁度良い場合が無くて、奇数月にやらなきゃならない場合が出てきた

時には、随時追加して協議会を開催していく必要もあるのかなと。こんな感じで粗々のスケジュールを

組ましていただきました。以上です。 

【北嶋副会長】 

 はい、有り難うございます。一応まだ１８年度の計画について、粗々ですけども説明ありましたとお

り、今までの協議の中で５月のスケジュールというのは大変、漁業でも農業でも忙しい部分であるとい

う事で、５月の月は事務局からありました研修は別として、この協議会を休会といいますか、しても良

いんでないかという感じがしますが、その辺お忙しい立場の佐々木さんなり、田中（一房）さん、後藤

さんの方からご意見ありましたら。 

【後藤委員】 

農業関係であれば田植え時期何だよね。出来れば副会長からありましたように、休会となれば助かる

かなと。特に今回も前回もそう何ですけど、１５名中の６名ぐらい欠席ありますよね。こういう欠席者

多いんであれば、グループ討議もね、中々進めないと思うんでね。さっきからどうしたら良いのかなと

考えていたものですから。 

【田中一房委員】 

 浜の方についても、丁度この時期は忙しい時期でもあるから、出来れば休会してもらえれば。 

【北嶋副会長】 

どうですか、女性人の方から何かご意見ありませんか。 

【立浪委員】 

 忙しいですよ、女性は。私達も今日、午前中に道庁の別館で（石狩管内女性団体連絡委員会）総会終

わらせてきて、急いで走って来たとこ何ですけど、本当に結局、役１つという人、多分いらっしゃらな

いと思うんですよね。だからその中で調整するの凄く大変だと思うし、そういう５月はちょっとという、

休もうじゃないかというお声があるんだったら、それはそれで。出来れば欠席というのは、欠席数、か

なりダメージありますから又会議進まないだろうと思いますし、集中して出来るところにもっていける

んだったら、それはそれで私は構わないと思います。ただし、６月もかなり忙しいんですよ。５月は一

次産業の方が忙しいかも知れないけども、６月は何か今日の（石狩管内女性団体連絡委員会）総会でも

決議されましたけれど、忙しい、調整つけるのが難しい。ただし１６時にするとなったら出られない事

もないかな。 

【田中照子委員】 

 毎回、こんなふうに欠席者がいるんだったら、夜の方が良いかもしれない。ようするに必ず体空く時

間帯あると思うの。いくら忙しくても。このままじゃとても進んでいかないと思いますね。だから委員

さん方もそこを考えて、出来るだけ出席するっていう方向に向いてもらわないと困りますよね。 

【支所:尾崎主査】 

 それで、その辺もあって、たぶんスケジュール組むためには、ある程度もう日程決めておけば逆にそ

れに合わせて、もしそれに行事が入るとその日ちょっとずらしてもらえませんかと次に入ってくる行事

に対して、そういうふうに言ってもらえれば良いかなという部分あったものですから。大体次に来る行

事で調整してもらえれば。ちょっと３回続けて９名なんですよ、参加者。やっぱり後藤さん言われた通

り少ないなというのは気になってたのと、グループテーマの方、進まないというのもあるもんですから。 

【支所:大原区長】 

 それで２回目の会議も、こういうグループテーマで協議というのも中々進まないと思うんですよ。そ
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れで、これまた全員が行けるというのは中々難しいと思うんですけど、５月はこういう議論でない視察

研修みたいな形で、時間を取ってもらえる方がいれば中旬以降ぐらいで、視察として事務局の方とも検

討したんですけど、都合つく方々に参加いただいて、日帰りで行ければという案で提案させてください。 

【北嶋副委員長】 

農家の方々、大体５月のいつ頃だったら研修、１日位何とかなりそうですか。 

【後藤委員】 

 ２５日以降だったら田植え何とかなりそうだなと。 

【北嶋副委員長】 

では一応、５月の会議を延期というか、しないという事で。日帰りの研修を２５日以降なら良いとい

う事なので、何処か事務局の方でお願いします。 
【支所:尾崎主査】 

特にこの部分についてはテーマと言いますか、目的だとか、こういう場所とか、もしご要望あれば範

囲は限られるんですけど、そんな遠くまでは行けないんですけど、何かこういうものを見てみたいだと

か、こういう取り組みしてる所あるんだけどみたいなのがあれば、なるべく意向に沿えるようにしたい

と。それでですね、５月なものですから４月もほぼ終わって連休に入りますので、場所のお願いだとか

日程調整というのは連休明けじゃないと出来ないと思うので、やっぱり２５日以降、これもギリギリか

と思います。日程的にも。 
【北嶋副委員長】 

それでは、会議の方は休会いたしまして、研修を２５日以降でよろしいですか。 
【各委員】 

はい。 
【支所:尾崎主査】 

あと何か、あそこのこういう所を見てみたいとかありましたら、せっかくの機会ですから。 
【北嶋副委員長】 

事務局に一任します。 
【支所:尾崎主査】 

一応、事務局として考えていたのは、石狩のリサイクルプラザも含めてなんですけど、長沼の方、こ

ないだ区長お話してた部分と、道の駅あるものですから、道の駅の運営方法だとか、運営にいたるまで

の色んな地元の商工業者の人との接点あったと思うんですけど、そういう苦労した話とか、裏方の人達

と話してみたいなと。今後ですね、道の駅については石狩の中でも実は実施年度についてはまだ未確定

ですが、予定メニューに入ってます。それで、いつ策定するんだというのはまだ決まってないんですけ

ども、もしやるんであれば、浜益も可能であれば手を挙げていく、そういう活動をしていく必要もある

のかなと思います。それで産業・観光部会の方でも、道の駅の話はこれから検討される予定になってま

すんで、それも含めてですね、いずれ何処かで全体協議される材料になるのかなというのがありますの

で、その辺で検討してみたいなと。 
【北嶋副会長】 

はい。研修の方はそういう事で。それでもう一つ、６月２８日、１８時からの会議予定となっており

ますけど、この辺については５月に会議ありませんので決めておきたいと思いますけども。 
【支所:尾崎主査】 

それでですね、区民カレンダーである程度、提案した日程で大きい行事入ってないか、影響ないか確
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認して最終水曜日と。意外と週の初め終わりは行事入るのが多くて、かえって真中の方が良いかなとい

うイメージあったんですよ。 
【北嶋副会長】 

４回以降は一つの目安としておいて、次回の分だけ、３回目の６月２８日、１８時からというのだけ

皆さんで確認しておきたいんです。よろしいですか。 
【各委員】 

はい。 
【北嶋副会長】 

ではそういう事で６月２８日、行うという事で次回決めておきます。研修の関係はよろしいですね。

そういう事で確認いたします。 
【各委員】 

はい。 
【支所：尾崎主査】 

あの、もう１点何ですけども、その他想定される事項という事で、例えば厚田区協議会との情報交換

だとか、区内、市内含めた団体との情報交換等、この辺も今日、結論出さなくても良いですけども、い

ずれどうだろうかと。必要無いだとか、もし要請があれば日程調整含めて検討したいなと思うんですけ

ど。もし皆さんで何か考えてられるような事があれば、この際出していただければ良いかなと思うんで

すけど。 
【北嶋副会長】 

事務局にお伺いしたいんですけど、厚田どのくらいの間隔で会議やられてるんですか。 
【支所：尾崎主査】 

厚田も浜益と同じぐらいで、まるっきり同じペースです。今月は２８日だそうです。担当者からの話

だと向こうは結構、協議会をやりたがってる雰囲気です。ですから月１ぐらいでは、やるんじゃないか

と。情報では。 
【後藤委員】 

前回、前々回だったか、うちの会長がさ、厚田の協議会の方から情報交換が大事だからやろうという

話があったという事で、大事何じゃないかね。 
【支所：尾崎主査】 

そういう会議も必要という事であれば、事務局同士で調整取りたいと思います。 
【支所：大原区長】 
区内の団体とか、皆さん推薦して出ている母体との話とかは、やっぱり１回、地域協議会の中身も含

めて、意見交換やった方が良いんじゃないかというふうには僕も思っていたんですけど、それにしても

手持ちが無い中で各団体と集まって情報交換しましょうと言っても、こちらの方も情報出す方も乏しい

ので、これからの運営も含めた課題、その辺ももちろんあるんですけど、そういう事も絶対やらなきゃ

ならないと思うんですよ。各自治会もそう何でしょうけども、そういう中で今回十分ではなかったです

けど、この「浜地協だより」も含めて、そういう議論あったやつを又お知らせしていく事も必要だと思

っています。だからむしろ厚田の協議会とやるのも時限立法の中でのそういう人達との情報交換なり、

懇談会みたいなものを行政としてもって、色んな意見を聴く場を作っていく必要あるかなと思います。

ただ、この日程を見ると、もうハードだから、それをいつ日程に盛り込むかというと、やっぱり春から

夏にかけてはちょっと。１９年度の予算を議論する前にでも、やはりそういう場面があった方が良いの
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かなと思ってますけども。 
【後藤委員】 

そうすると、今、視察研修で今まで色んな検討、課題あった事も視察しながら、それを我々はこれか

らの地域協議会の中で煮詰めて、その他に全体会議開いた後に、各団体、区長今言ったように農協の青

年部、婦人部なり、漁協の婦人部、青年部あるし、商工会あるし、話しかけてね、やはり実現するとい

う、そういうグループとの討議はこれから大事だと思うんだ。実現するとなれば。そしてそれによって

ね、市の構想にも載っていけるようなね、進め方だったら実現可能だなと。そしてやはり地域協議会も

益々活発化すると。そういう自分の構想もあったけどもね。ちょっと考えてみてたんだけど。 
【支所：大原区長】 
正にその通りだと思うんですよ。やっぱり関わる人が沢山いた方が解決しやすいという事ですから、

如何にハードだけね、道の駅作れば良いというんじゃなくて、そこでの運営も含めたやっぱり地域挙げ

ての物が無いと出来ないんじゃないか。そういう物を目指して意見を吸い上げていくというのが、地域

協議会としての役割としてやっていかないと、市の総合計画の中での位置付けも変になってきますから。

「地域があまり望んでいない施設なのかい？」となると、やっぱり駄目何です。 
【支所：尾崎主査】 

そうですね。地域協議会で音頭とっていかないと。そういう各団体集めて。やはり一番大事なのは 
そういう施設というのは、地元の商店だとか商店街がそれで窮地に陥いるというケースがたまに見られ

るんですよ。それはやはり避けないといけないので、そういう人達の話を十分を加味した運営方法だと

かも考えていかなければ、多分作って失敗したという形になっちゃう事が十分あるもんですから。そう

いう意味では地域協議会が中に入って、上手く話しを進めてと。そういうタイミングがですね、上手く

いければ良いのかなというのがあるかなと。 
【北嶋副会長】 

やはり、そのためには地域協議会としてのグループの討議を全体協議して、いくつかにまとめるとか

していかないと。この計画書にある程度の日程いくつか組まれてますけども、そういう形でやはり先程

区長からお話のあった予算要求に合わせてやるのと、やはりそれに向けてまとめる物をまとめていかな

ければいけないという事だと思うんですけど。その為にはやっぱりさっき後藤委員が言ったように、や

はり休まれたら困る、せいぜい１５人程度でやってる会議ですから、やはり出て来てもらって、意見言

ってもらうことが大事になって来るんだと思いますが。 
皆さん他にありませんか。確認します。５月の下旬から６月の始めにかけてという事で、日帰り研修

を行うという事と、次回は６月２８日水曜日１８時からという事だけ確認します。よろしいですか。 
【各委員】 

はい。 
【北嶋副会長】 

ではそのように進めさせていただきます。あと事務局の方から何か。 
【支所：尾崎主査】 

この件についてはありません。 
【北嶋副会長】 

では（３）のグループテーマについて、事務局からお願いします。 
【支所:尾崎主査】 

はい。それでは資料２をご覧いただきたいと思います。もし時間があれば、又今までのグループ討議
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の続きを考えていたんですけども、ちょっと委員が少ないグループもあるものですから、今日は当面の

運営計画出来ましたんで、今後のための打合せといいますか、この資料にあるのは今までにそれぞれの

テーマでまとめられたものを１枚にしたものです。それでそれぞれのグループのグループテーマについ

てはこれだけ挙がってるんですけども、この部分については例えば削るだとか逆に追加するとか、そう

いう作業はこれから又どんどんしていただければ良いなと思います。それで順次ですね、進捗度という

事で、ちょっと矢印で本当に入口入っただけだとか、ちょっと第２ステージぐらいまでは進んだのかな

という形で一応矢印つけさせていただきましたけど、これが何とか右よりの方まで行くと、全体協議入

っていけるかなという部分あるんですけども、今後ですね、６月にもし１回目、何らかのテーマを全体

協議していくとなれば、グループと事務局とで５月中にある程度煮詰めて、６月に提案出来るように奇

数月で準備を事務局とグループ毎で準備をしていって翌月の全体協議の中で提案していく方法をもし

取れるんであればそういう形の方が良いかなと。それでですね、今これまでの大体の進捗状況というか、

テーマの進み具合、それとテーマの頭出しが一応これだけあります。それで、後これらのそれぞれのメ

ンバーこれに書いてまして、◎の方が代表で、○の方が副代表、座長という事でまとめさせていただい

てるんですけど、もしこの中で６月にもうこれやっちゃいますとか、これやれるんじゃないですかとい

うものあれば、決められるようであればですね、それでもし難しいようであれば、これから事務局で調

整して、そのグループと又話しを進めてという形も良いのかなと。その辺も含めてちょっと検討してい

ただきたいと思います。１回の協議会で１つのテーマで１つのグループの分だけと限定することも無い

んですけど、例えばそれを１回で終わらせなきゃならないというのも逆にありません。だから後、話の

進み具合である程度、この部分については地域協議会ではこういう取り組みをしていきましょうと。そ

れで、それに関わる取り組みでこういう事が必要だとか、こういう予算が必要だと。例えばそれをやる

ために振興事業を充てさせる必要があるとか、そういう展開になる可能性もあると思うんですけども。

ですから１回で別に終わらせるっていう事も考えなくても良いのかなと。そういうふうに話を詰めてい

って、ある程度話しを方向性つけれれば良いのかなという、雑ぱくなイメージ何ですけども。 
【立浪委員】 

はい、良いですか。今あの私、生活･文化グループ何ですけども、石橋会長さんが体調不良の為、７

月頃まで難しいというお話しだったんですけど、取り合えず私と佐藤さんとでお話し進めていって、ゴ

ミの減量化と資源化については、それについては本当に早急な話ですから、これは是非まとめて出した

いと思います。 
【支所:尾崎主査】 

じゃ、事務局も中に入って一緒に進めて。その辺ですね、細かい日程についてはこちらで調整させて

いただきますけど。こういう進め方で良いんでしょうかね。何かちょっと不安何ですけども。 
【北嶋副会長】 

とにかく、福祉・環境グループの場合、ちょっとテーマが多すぎるんで。国でもアップアップしなが

ら、ああだ、こうだとやってる訳ですから難しいんですけども。何せ５人のうちやるとしても２人しか

いない、さっき後藤さんが言ったようにね、話しのしようが無いんですよね。 
【支所：大原区長】 

例えば除雪関係の方は、市の方も地域とどういうふうにするかと色んな議論しなきゃいけないことも

あるし、その辺メンバー全員で話しする必要あるんですけど、座長さんと又話し合う必要もありますね。 
【支所:尾崎主査】 

多分、道の駅にしても例えば視察行って来てとか、次に展開ありますから。それについて又全体で何

 12



れ挙がる時期も近いかも知れませんから。そういう展開かなというイメージはあるんですけども。取り

合えず、今ごみの減量化と資源化の部分については何とか６月の全体協議で出来るようにですね、事務

局で進めたいと思います。 
【支所:大原区長】 

ごみの方はごみ対（ごみ対策課）の方は各自治会単位でも来てくれるんだよね。 
【支所：宮田課長】 

ええ、来ます。幌は明日やるんですよね。 
【立浪委員】 

説明会ですか。婦人会としても以前開いてるんですよね。やりますけども。 
【支所:岩崎部長】 

幌と川下。 
【支所：宮田課長】 

ええ、川下昨日やりました。あの、集まりがあればそこに市から来て改めて説明しますという事で、

出前の説明会やってますよね。これからも受け付けますね。 
【後藤委員】 

産業・観光グループの方で、浜益区に観光専属の職員置くという話し出てたんですが。 
【支所：大原区長】 

ええ、主査２人のうち１人が観光担当になっています。４月に発令しました。専属の女子職員もいま

すから。それで、今回の視察研修で観光産業に関わる色んな関連の所、見れると思うんですよね。だか

らこの中で６月に挙げるというのは、ある程度、地産地消と道の駅という総合的な、この中で何をやる

かと。 
【後藤委員】 

全てが、この観光産業で項目挙げていけば、全てが関係あるんだからね。 
【北嶋副会長】 

ちょっと横道に入りますけども、昨日から千本なら開通に向けて除雪始まったようですけども、例年

連休前に開けてもらってお参りする人の便に供してたという事ありますから。 
【支所：大原区長】 

毎年この時期になると、連休中あそこに行けるかどうかの問合せがあるんです。去年までもお金無い

中、あそこだけは旧道開けるようにしてるんです。合併後も大丈夫かなと思ったけど、ちゃんと開けて

もらったんで。後、田中（一房）さんの方で朝市の関係は青年部がやるという事で。 
【田中一房委員】 

ええ、青年部で。後テナントで。許可の関係で荷捌所になったらしいので、そういった準備してます

よね。 
【支所：大原区長】 

今、観光担当の方も一緒に話し聞いてましたんで、あの漁協と連携とってね、駐車場とか、色んな事、

漁協で出来ない事は手助けというか、支援するように話ししてるんですけど、５月８日にＳＴＶラジオ

で青年部で、２１２か、そこでまたＰＲする予定ですから、次の週からは完全に人来ますから、駐車場

関係とかあの辺にいる人に迷惑かけないようにという話はこちらの方からしてるんですけど、その辺、

商工会、あるいは温泉と連携とって、来た人に１時間でも長くいてお金落としてもらえるように作戦考

えたらどうかと話してるんです。多分一杯になると思います。 
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【北嶋副会長】 

いつから始まるんですか。 
【支所：大原区長】 

４月の３０日から６月の１１日まで。 
【田中一房委員】 

ええ、毎週日曜日だけ。まぁ、土日やれれば良いんだろうけどね、最低でもね。色々な作業の関係も

あるもんだから。 
【支所：大原区長】 

そういう時にね、農家の方もピーマンとか一緒に売ってもらえればね。 
【田中一房委員】 

そうそう、果樹園の物も含めてね。ここで採れる物は魚だけに限らず、何でもここで採れる物はやら

んかったら駄目だと思うんですよ。 
【後藤委員】 

農家の場合、今何も無いもんだから。出来ればね。 
【田中一房委員】 

厚田なんかの場合は、農家の人も一緒になって野菜売って、帰りに漁師の人も野菜を買って帰るまで

になってるそうだからね。 
【支所：大原区長】 

お米無いんですか、お米。 
【後藤委員】 

これはやっぱりね、前もって予算してないしょ、農家が。だからほとんど出してしまってる訳ですよ。

だから浜益でちゃんと袋作ってあるんだよ、米の。だから販売出来るんだ。だけどそういう計画持って

無いしょ、もともと。だから在庫が、ほとんど持って無いと思うんだ。 
【支所：宮田課長】 

毎年やると決まってればね。まぁ、これから。 
【支所：尾崎主査】 

そういう部分あるんで、これから協議会でどうしたら良いだとか、そういう方向を出していって、ど

んどん提案していけば皆が同調して、同じような足並み揃えていけば、じゃ農家の人はこういう物出し

ましょうとか、果樹の人はこういうの出しましょうとか、そういう流れが出来れば良いのかなという感

じしますけど。 
【田中一房委員】 

人の来る時だけやるというのも我がまま何だよね。やっぱり恒常化を図るという、売っていかなきゃ

ないんだから、市場に出す物はあっても、人来ないから店出さないという、これはもう駄目なんだよね。 
【支所：尾崎主査】 

それで最終的に行き着くのが結局、道の駅なんです。それぞれの地区を見ると、そこへ皆持ち込めば、

色んな業種の人が持ち込めば、そこで売れるし、来る人もそこへ行けば買えるというふうに定着すれば

良いんでしょうけどね。 
【田中一房委員】 

１つ作る事をね、目的にして今やってるんだけども、とにかくちょっと普段の仕事の関係でどうして

もかかりっきりという事には中々難しいんだよね。ただ難しいとばかり言ってられないんだよね。 
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【支所：大原区長】 

だからうちの方はね、幸い今年青年部の方でやってくれたんだけど、やっぱり朝市ってその地区の顔

なんだよ。漁協の問題だけでないから、市全体でやっぱり確保していかなきゃいけない。温泉も今度、

うちの直営でなくなったんですけど、出来れば今１０時からですけど、朝市７時からだから、２時間ぐ

らい早く開けて、８時から直ぐ入れるという事をやってもらえれば、来た人がお風呂入れるんですけど。

そういう事を考えてもらえれば。 
【田中一房委員】 

とにかくね、道の駅を作ってしまわない事には、これもまた大事何だろうけども。ここで販売出来れ

ば生活成り立つんだからね。ただ獲ることばかり考えても駄目だし、売っていくという事も大事だから

ね。 
【北嶋副会長】 

この辺の事は又考えていく事にしましょう。あと、説明良いですか。無ければ何かグループの問題に

ついて、ご意見ありませんか。先ほど事務局からありましたように、私たち福祉・環境にいるんですけ

ど、出来るだけ、２人でも３人でも集まった段階でまとめてというか、まとめきれるかどうか分かりま

せんけど、全体会議にかけるように頑張っていきたいと考えています。ただ、テーマが大きすぎる問題

がありますので。 
【佐々木委員】 

これね、我々話し合いながら進めてるんだけど、結局は本庁の方にいくとか、いかなかったとかある

と思うけど、さっき区長の話であれば、かなり財政的に苦しいという事で、これをせっかく挙げたもの

を、予算無いから駄目だと、そういう恐れが無いものですかね。 
【支所:大原区長】 

それははっきり言ってあります。その当時の中身で予算化されるとか、例えば来年から直ぐやるとか、

そういう約束はここで出来ないんです。ただ、それは 1 回だけの提案という事じゃ無しに、この地域協

議会がある限りはですね、協議会としての決定は市長に要求する上では重みがあると思っていまして、

予算の面でいけば確かに大事だけども、来年以降に回してくださいというケースはあり得ます。１９年

度は特にね。冒頭申し上げましたけど、予算の中で新規事業の見直し、継続事業そのものの見直しもや

ってますから、非常に厳しいと思います。少なくても合併後、地域協議会は自治区として１０年間続く

訳ですから、その中ではこの地域の意見として、市長に要求するという通常の陳情要望とは違って、そ

の辺の重みはあると考えていますし、我々はそれを支えとして取り組んでいきたいと思っています。仰

る通り、全部ここで決定したことは、１億円の予算だから、その中で全部使えるという事にはならない

と思います。ようするに優先順位がついて。 
【佐々木委員】 

やっぱり考えてみると、このままでは浜益には人が来ない、はっきりしてるんだから、何か１つ大き

な事やらないとね。そうした場合にはやっぱりかなりの予算必要になってくるからね。そうした場合に

どういうような事になるのかなと正直不安があるんだけど、そういう１つ浜益に行かなければこういう

ものが無いんだと、そういうものをやって初めて結局お客さんが来るようになると。だから今現在の浜

益の田舎にお客さん来るという方法考えていかなきゃならないんじゃないかなと考えてるんですけど。 
【後藤委員】 

自分が考えるのはね、この地域協議会で提案してさ、全体討議で「よし、これで浜益の課題１つ解決

したぞ」というものがあれば、これを期にね、１人個人の議会議員よりも力あると思うんだ。協議会的
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なものの方が。だから実現化に向けてはね、長くやっていく事必要だと思うから、今回駄目だったけど、

近いうちに実現なるだろうと、そういう意気込みでやらなければね。絶対力あると思うんだわ、議会議

員よりも。 
【支所:大原区長】 

まぁ、提案される中身によって、その順位どうしていくかという事はありますが、それは無視される

という事は協議会があるうちはありませんし、要求する以上は協議会での議論を十分行った中で予算付

けてもらうという事になります。 
【北嶋副会長】 

区長、ちょっと確認したいんですが、１億円でしたよね。あのお金というのはある程度、結局、地域

協議会でまとめて提案して、そしてそれを良ければ使えるという事何でしょうか。 
【支所:大原区長】 

基金の性格はそういう事になってます。ただ全体の予算の中でどういうふうに事業を優先付けてやる

か。だから提案したものが、全部その年でスタートするという事は中々難しいのかも知れませんけど、

地域合併の段階での「まちづくり基金」として用意したお金ですから、本来の事業以外の、正に地域協

議会での地域の特徴的な事業として、取り組んでもらうという事になっていますので、それがハードの

部分を考慮するかというのはちょっと選択に合わないと思いますけども。基本的にはそれは要求する中

で議会の承認を得られれば予算化されるという事です。 
【北嶋副会長】 

如何に納得させるかという事が協議会の役割の１つだと。 
【支所:大原区長】 

ですから、事業の順番つけてくださいという話、それだけ財政が厳しい中では全部は駄目だけど、こ

の中で１番優先順位の高いものからやってくださいという注文は当然出来ます。 
【北嶋副会長】 

それでは、各グループが６月の全体会議にかけれるようにという事で。 
【支所:宮田課長】 

もし、各グループでそういうのが固まればですね。 
【北嶋副会長】 

いつまでも固めないという訳にはいかないだろうから、まとめる方向で各グループのご努力をお願い

したいと。 
【支所:宮田課長】 

結論は急ぎませんので、まだ良いんですけど。期限決められてもどうにもなるものでもないし、やは

りじっくり腰をすえて議論してもらう事が大事だと思うんですよね。ですからあまり焦らないでやって

もらえれば。 
【北嶋副会長】 

やっぱり提案するからには、市長をうんと言わせるような提案でないと。 
【支所:宮田課長】 

テーマが８つに亘ってるグループもありますし、全部というのは大変ですから。絞り込んでやっても

らうのが良いと思うんですよね。 
【北嶋副会長】 

それでは（３）のグループのテーマについてはよろしいですか。声が無いようであれば、先に進ませ
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ていただきます。 
【各委員】 

はい。 
【北嶋副会長】 

（４）その他というのは事務局何かあるんですか。 
【支所:尾崎主査】 

大きいその他の方で。協議会とは特に関係ない部分で。カレンダーのお知らせをしたいなと。 
 

４．その他 

【北嶋副会長】 

それでは４のその他に入りたいと思います。事務局の方で何か。 
【支所:尾崎主査】 

それではですね、一応報告という形にさせていただきたいんですけども、区民カレンダー、何とか自

治会の皆さんと広告業者の方もご協力いただきました。それで、まず経過としてはですね、自治会の方

から作成について負担していただくという事を了解をですね、１２月から１月まで調査して意向まとま

ったという事で、２月６日に実行委員会を正式に立ち上げまして、大山商工会長を実行委員長という事

で、当協議会からは会長と副会長に出ていただいて、６名で実行委員会組織しました。その中で色々議

論いただいて最終的なもの、去年より経費安く上げたいという事で、ちょっとグレード下がってですね、

一般の方からはいつもより使い辛いねというのは既にいただいています。これも来年の検討課題何です

けども、内容としては自治会から半分負担、１，２００部作ってですね、４８万ぐらい、１部４００円

ぐらいかかったんですけども、１部２００円についてはそれぞれ自治会の方から負担いただきました。

残りについては広告２４件、この中に２４件広告載ってるものですから、それぞれ１万円ずつ負担して

いただいて２４万、それと募金等行って８万ちょっと、全部で５１万ぐらい収入ありました。それで支

出の方はカレンダーで４８万、それと実行委員会作るために公印作ったんですけども、残りが大体２万

５千円ぐらい。それとカレンダー自体が１００部近く予備がありまして、これらを一般の方に販売して

少しずつ売れてるのと、あと浜益出身者の方に販売の方斡旋して、それぞれの「ふるさと会」事務局の

方に依頼して、欲しいという方もいるという事ですから、それが後いくらか収入あるかと思うんですけ

ど、それらを基に来年作っていきたいなと考えています。来年の作る分につきましては、皆さんからご

協議いただいた地域振興基金の方を半分ぐらい充てれるというのがありますので、何とか２００７年度

版ですね、１９年度版については自治会の負担をなるべくいただかないで、広告と市の補助金とか一般

から寄付を募って何とか作っていけるように、又実行委員会の方に働きかけしたいと思っておりますの

で、報告させていただきます。以上です。 
【北嶋副会長】 

カレンダーの件について説明あったんですけど、何かご質問ありますか。 
【各委員】 

ありません。 
【北嶋副会長】 

それでは最後、大原区長よりお願いします。 
【支所:大原区長】 

それでは、年間の日程が大体決まりましたが、欠席の人の話もありますけど、なるべく私どもも最新
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の情報、出席者には手持ちの情報は全てお伝えしたいと思っております。内部の計画とか会議とかは別

としまして、関係する所のものについては全て、又この次も含めてお話ししていきたいと思っておりま

す。地域協議会の情報が地域の中で伝わっていくように努力して欲しいと思いますし、我々もそういう

事を望みますので、よろしくお願いしたいと思います。今日はどうも有り難うございました。 
 

５．閉 会 

【支所：宮田課長】 

以上をもちまして第１回の地域協議会を終わらせていただきます。有り難うございました。 
 
平成１８年 ５月１８日議事録確定 

 
石狩市浜益区地域協議会 
副会長 北 嶋 富 作 

   


