
平成１７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 １月２７日（金） １５：００～ 
場 所：浜益支所 ２階 庁議室 
資 料：第４回地域協議会会議概要 
    石狩市過疎地域自立促進市町村計画策定経過 
    石狩市過疎地域自立促進市町村計画 主な修正箇所一覧 

石狩市過疎地域自立促進市町村計画 
提言書 石狩市集中改革プラン（素案）への提言 

＝会議次第＝ 
 １．開  会 
 ２．会長挨拶 
 ３．報  告 

１）石狩市過疎地域自立促進市町村計画について（報告） 
２）地域自治区振興事業について（報告） 

４．議  事 
 １）委員グループ制の導入と今後の進め方について 
２）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 加藤 美幸 

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 永塚 俊幸 

委 員 須藤 勝雄 ○ （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 岸本 教範 ○ （支所）地域振興課産業振興担当課長 増田 光雄 

委 員 田端眞佐美 ○ （支所）地域振興課産商工観光担当主任 宇野 博徳 

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 ○   
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委 員 立浪ゆかり ○   

委 員 木村 武彦 ○   

委 員 寺山 広司    

傍聴人：なし 

 
１． 開  会 

【支所：加藤課長】 
皆様ご苦労様です。只今から平成１７年度第５回石狩市浜益区地域協議会を開催させていただきます。

最初にご報告申し上げます。岸本アイ委員、田中委員につきましては本日欠席される旨のご報告をいた

だいております。又、岸本教範委員につきましては所用がございまして１０分程度遅れるという報告が

ありましたのでお知らせいたします。それでは早速会議を始めさせていただきます。会長よろしくお願

いします。 
 

２．会長挨拶 

【石橋会長】 
こんにちは。もう嫌だというほど毎日雪が降っていて大変お疲れのことと思います。たださっき聞い

た話ではまだまだ続くそうですので、あきらめずに投げていただきたいなと思います。いずれにせよ２

００６年始まりまして、最初の会議であります。ひとつ皆様よろしくお願いします。 
第４回の会議の中ではそれぞれグループ分けをしましたが、今回は大きな柱に基づいて肉付けをして

いきたいと思います。今日も若干、報告の後に余裕がありますので、その事で話し合いしていければな

と思います。よろしくお願いします。それでは会議次第に基づきまして報告が２つほどありますので、

事務局の方からお願いします。 
 

３．報  告 

【支所：尾崎主査】 
それでは私の方からですね、報告２点ほど。始まる前に資料の方確認させてください。まず今日のレ

ジメですね、昭和３７年頃の写真付けています。それと第４回、前回の協議会の会議の概要を取りまと

めたもの１枚付いているかと思います。次も一枚もの表、裏で石狩市過疎地域自立促進市町村計画策定

経過とその裏面にですね、計画の主な修正箇所一覧表という事で一枚もの付いております。それと次が、

２枚綴りのもの付いていると思うんですが、平成１８年度地域自治区振興事業の予算概要修正とその下

にもう一枚、それと同じ資料なんですけども地域自治区予算調書２枚。それと最後に、提言書という事

で石狩市集中改革プランということで冊子ついていると思います。以上配付させていただいていますが、

皆さんありますでしょうか。 
それではまず報告１番目という事で、石狩過疎地域自立促進市町村計画について、資料はまず計画策

定経過の方で説明させていただきたいと思います。まずこの過疎計画につきましては石狩市で策定、当

初素案という事で当協議会にも諮問という形でいただいて皆さんにも協議いただいた内容のものです。

浜益の地域協議会からいただいた意見、それと厚田の地域協議会からいただいた意見等も勘案した中で

全市的に石狩市が取りまとめたものです。平成１７年１０月１１日に北海道と事前協議を行い、１０月
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１８日に当協議会へ市長からの意見聴取という事で諮問を受けております。その後当協議会からは１０

月２６日に石狩市長の方に意見として提出しました。それらを受けまして、その期間中平行して北海道

との協議も行っておりましたが、１１月８日に事前協議の回答をいただいております。北海道から事前

協議の回答をいただいたことによりまして１１月１５日に正式協議という事で書類を提出し１１月１

８日に北海道の同意をいただいております。北海道との正式協議が終わったことを受けまして１１月３

０日に第４回石狩市審議会定例会の方へ正式に提案いたしました。１２月１５日に審議会の定例会可決

という事で約１ヶ月間、２ヶ月ぐらいかかりましたが審議会の方に議決いただきまして１２月２０日に

正式に国の方へ提出という事になっております。その裏面にですね、１番最初に示された素案からいろ

いろご意見いただいた中で修正した点６点程ですね、修正をかけたもので最終的に小冊子で５６ページ

ものの綴りでまとめたものになっておりますので、その内容については以前にもご覧いただいています。

変わった点については別紙の方に付いていますので後程ご覧いただければと思います。まずは無事に国

まで提出を終えて正式に計画として発動しております事を報告させていただきます。 
【後藤委員】 

という事は変わったんですか、これは？ 

【支所：尾崎主査】 
 前に提示されました素案から修正点を変更して最終的な形になったものがこれなんです。過疎計画に

ついてはそういう事でよろしいでしょうか。 

 引き続きまして地域自治区振興事業についてという事で、これらについては第３回の協議会から皆様

にご協議いただいた件でございます。今石狩の方では予算編成、最終的な決定といいますか、こちらは

予算案を提出するまでの準備という事でまだ作業進めております。正式に確定したら協議会の方にもそ

の内容についてお知らせしたいという事で以前お話してたんですが、最終的な確定にまだ時間がかかる

ものですから、今回の協議会ではご報告できませんが振興事業のこれまでの経過につきましてお手元の

資料に基づきましてご報告させていただきたいと思います。まずですね、この集計票に３事業載ってい

るかと思います。これまでは予算要求等の事務調整等を行ってまいりました。それで１番最初に取りま

とめた時には４点ございました。この他にですね、ここには載っていませんけども１つ目は自主防災組

織という事で１点、それと村史の編纂という事で２点。ここにはないんですが皆さんからご意見いただ

いて正式に予算要求しましょうという事で進めておりましたが、この２点につきましては区独自の取組

みということではなく新市全体で取り組んでいきましょうという内容から、地域振興事業としては若干

趣旨的にそぐわないと、市直営で取り組んでいく事業という判断を受けまして振興事業としてはおりて

おります。別な形での事業展開が図られていくのかなと。但し、それが１８年度から直ぐにというのは

別な話になるんですけど、いずれにしてもこれら２つの事業については市直営で今後事業展開していく

という感じになっております。 

 それと次にですね、浜益区コミュニティ普及促進推進事業、これは区民カレンダーの製作にかかる部

分ですけどもこの部分につきましては、今正式に区の振興事業として予算要求を進めているところです。

その部分につきましては以前この協議会の中でもお話したんですが、あくまでも１８年度予算という事

で１９年４月にそれぞれの家庭に配られる分のための事業という事で平成１８年度につきましては別

な形で取り組みたいという事でお話していました。そちらの方も準備を進めていまして、それらの経緯

等も含めて各自治会の方にお話して、自治会の方からは自分達で負担していいという事でご了解いただ

いて、今支所の地域振興課、関係各課、それと商工会の事務局と事務局会議を設けましてこれまで３回

ほど打ち合わせをいたしました。それで何とか１８年の４月にそれぞれの家庭に配られるカレンダーを
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作れないかという事で準備進めておりまして、近いうちに正式にそれを作成するための実行委員会を組

織し、正式に活動していきましょうと。内容につきましては正式に実行委員会できた段階で内容確認し

ていくんでしょうけども、今事務局で考えている段階では、全体でおよそ４８万円程度かかるんですけ

ども、その半分の２０万円につきましては自治会の方でそれぞれ負担していただくという事で、村内の

全自治会の方から事前に打診したところ了解をいただいております。残りの半分につきましては正式に

実行委員会を組織し広告料を募って何とか１８年４月の作成に繋げたいという事で近く実行委員会を

組織するための準備を進めていますので、何とか１８年度の作成には目処が立ったという事でその部分

を報告したいと思います。 

 それと１９年度分の作成につきましては１８年度の振興事業という事で形としては補助事業という

形の中で全体予算４８万円程度見込まれているんですけど、その半分の２４万ですね、地域づくり基金

から充当という事で今予算要求の準備を進めています。 

 それから浜益区民スポーツフェスティバルという事で、これについても今関係機関等で内容精査しな

がら詰めております。内容的には従来の方式と若干様相を変えてそれぞれ実行委員会で工夫しながらと

いう事で計画されているようです。これらについても市が直営という形ではなくてですね、補助形式と

いう事でそれぞれ下の方に詳しく資料付いていますが、スポーツフェスティバルについては全体で夏冬

あわせて１０６千円程度、その半分を地域づくり基金から財源確保しようという事で今予算要求の準備

をしています。これらについては大筋この内容で行きましょうという事で今進んでおりますので、まず

報告させていただきます。 

 それとあともう一つなんですが、実は３つ目に和牛生産推進事業という事で、皆さん今日始めて耳に

するかと思います。その内容についてはすぐ下に別紙で付けてございます。細かい内容、それと更に事

業の概要が２枚綴りで綴じられているかと思います。この事業につきましては振興事業という形ではな

くて一般事業費という事で予算要求してまいりました。内容といたしましては和牛の生産、肥育に関わ

る部分という事である意味ですね浜益区独自の取組みの事業でもあります。内容については和牛生産実

態調査、視察研修、調査の分析、報告書作成、今後の事業内容の検討会議、その他という事で事業の概

要について書かれていますけども、市の方でも新規の取組み事業については中々厳しいものがあります

が、地域の独自性を考慮すると中々捨て難い事業であると。市の方としては財政的なやりくりも大変な

中で、地域づくり基金の中で対応できないかという事で実は振興事業の方への転換が検討されてきまし

た。本来これらの事業については地域協議会のご意見をいただきながら予算要求していくというルール

になっておりましたが、その予算を策定する段階でちょっと時間的に皆さんにお諮りする時間がなかっ

たんですけど、今日この会議の中でこの事業についても浜益区の振興事業という事で皆さんのご意見を

いただきながら進めて予算要求していきたいという事をご理解いただき、この後協議していただきたい

なという事で報告させていただきます。報告事項は以上です。 

【石橋会長】 
ただいま報告が３点ほどありましたけれど、１点目、２点目につきましては前回会議の中で何回か協

議していますけれども、今回お話ありました和牛生産推進事業につきましては、皆様何かご意見やお聞

きしたい点ありましたらどうぞ。 

【北嶋委員】 
はい、北嶋です。今和牛関係の説明あったんですけども、浜益和牛の生産改良組合っていうのはどれ

ぐらいの戸数があるんですか？何人ぐらいの集まりなんですか？ 
【支所：加藤課長】 
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１２戸です。 
【石橋会長】 
他に。 

【須藤委員】 
はい。ちょっと聞きたいんですけど、今まで過去十何年間もずっと浜益で取り組んできた和牛の事に

ついて、区民は知る人は知っているけど、他の人はほとんど今も知らない人ばかり。ふるさと祭りで和

牛の販売をすればすぐ無くなる、まぁどれぐらい売っているかわからないけれど、それぐらいしか知識

ないと思うんだよね。だから今この問題が出てきたときに結果がどうじゃなくて、もし分かれば何十年

間もやってきた成果、そしてこれからどういう事が出来るか、見通しが分かればちょっとだけ教えてほ

しいなと思います。ほとんど知らない人が多いんじゃないかと思います。 

【支所：岩崎部長】 
 今、担当課長から説明してもらいますのでお待ちください。 
【支所：古川課長】 
 それでは私の方から今までの概要について説明いたしたいと思います。浜益の黒毛和牛の生産につき

ましては昭和３８年度から始まっていまして、当初、農家と漁家を対象にして収入の安定を図るという

事で導入したんですね。歴史的にはもう４２年ぐらいの歴史をもっていまして、過去にはその頭数にし

て６００頭近く、戸数にして７６戸と拡大していたわけなんですけど、やはり年数がたつにつれて後継

者不足や飼用者自体が高齢者という事もありまして現在昨年の１１月３０日現在で飼育戸数が１２戸、

それから飼育頭数が２９０頭というふうになっております。 
 そして、肉牛振興会という振興会で発足した訳なんですけど、平成１１年の４月に全国和牛登録協会

という、その本部が京都にございますけれども、そこから北海道では２７番目、石狩管内でとしては初

めての黒毛和牛の称号といいますか、それをいただきまして、新たに浜益村和牛生産改良組合というふ

うに名前が変わっております。 
 昨年の１０月合併になった訳でありますけども、今は改めて浜益で地域振興に何が必要と考えてみた

ときにですね、浜益の中で観光開発というのを切り離して考える事は出来ないと思うんですよね。また、

あの観光開発にもやはり食べ物というのが切り離して考える事は出来ない。いったい何があるかという

事で４０数年という歴史がある和牛というものがあるものですから、それを合併した事によりまして、

石狩は勿論の事、札幌市も巻き込んだ中で地産地消というのが実践出来るんじゃないかと。それで４２

年という歴史もありますし、技術的にも高度なものをもっていると思いますので、それらの振興を図っ

ていきたいという考えでございます。それで今年１８年度事業につきましては、今までの現在の飼育農

家の経営実績ですとか、分析を徹底的にやってみたいと。１年か２年で事業が成り立つ訳ないんですけ

れど、やった事に対しては評価出していかなければなりませんので、５年１０年というスパンでなくて、

この場合は３年で評価する。それでまた、３年で評価する。というふうに進めていきたいなと考えてい

ます。 
【須藤委員】 
 非常に良い事でないかと思います。それであれば、ただ過去の事じゃないけど終わったんだけれども

やはり４０年間もやってきてね、当初はそういう目的もあったはずなんだよね。それが一つも４０年間

に活かされていないのも事実なんだよね。だからそういう事のないように、その事を私は聞きたかった

んであって、今後こういうのは素晴らしい計画だから、過去は終わって、これからそういうような形、

観光と食、和牛を切り離せないんであれば、実績なりそういう事を踏まえて、ただやるんじゃなくて、
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ただ金をつぎ込むんじゃなくて、しっかりそういう事はしっかり考えて計算していかなければ、私は特

にこの何十年も強く思っていました。 
【支所：古川課長】 
 先程言いましたように、１１年に称号とっていますので、その当時はブランド化を目指すという意気

込みもあったと思うんですよ。あとその導入自体から副業的な要素があったものですから、なかなかそ

ういう専業的に進まなかったというのがあったんだと思います。やはり今の浜益和牛、ほとんどが子牛

として販売しているんですね。肥育して肥育牛として出すのは全体の一割にも満たないと、その販路も

浜益内でいえば、ふるさと祭りで売られるのみということでしたので、先ずあの、肥育、出産から肉牛

で出すまで、期間生産という飼育牛ですね、一貫生産を目指して進めたいと。 
【北嶋委員】 
 あの、ちょっと確認したいんだけどね、和牛の場合ね、旧浜益村の、今の浜益区ですけども村営牧場

の活用などはその中に入っているんですか？ 
【支所：古川課長】 
 入っております。 
【石橋会長】 
 他にある方。まあ、４０年近くの歴史がある訳ですけど、だれか浜益和牛食べた方おりますか？ 
【各委員】 
 何回かあるな。 
 ふるさと祭りでは何回か買ってましたね。 
 早くいかなきゃなくなる。 
【田中照子委員】 
 村内で安い牛肉を家庭に出せる機会があれば、主婦として本当にうれしいですね。 
【須藤委員】 
 ４０年間無かったんだもの。 
【寺山委員】 
 あの、これに出てくるとは私も思ってなかったんでけども、実際この事業でやるきっかけというのは、

浜益も今現在１２戸という事で３００近く牛がいますけども、実際はやはり水田が主の浜益村だったと

ころに和牛が入ってきて、副産物という事で、現在どういう経営状況かといいますと、ようするに肥育

牛になる牛を１０ヶ月から約１年育てたものを市場で個体販売していたんですよね。それがですね、Ｂ

ＳＥの関係で牛肉の高騰ですとか、アメリカ産輸入牛が入ってこないという形で推移しているんですよ。

経営はある程度安定してきていますよと。今後どういう事で方向付けをしていかなければというと、一

軒専業で飼育やっていて、ふるさと祭りには１頭販売しましたけれども、先程も何十年もやっていて浜

益の人でも牛がいるっていうのも知らない、技術的に何をやっているか知らない、公共牧場使って村の

予算使ってやっていても、見えるものが無いっていうのが事実なんですよね。それは何故かというと、

食してないからなんですよ。皆の口に入ってないから何だと思うんですよ。それでどうしたらいいかと

いう事になると、やっぱり食する為に、我々も方向転換していかなければならないと思って、この事業

が私方が言ったのではなくて、要するに経営の方向転換するためのビジョンを明確にするのにこういう

計画で事業をやるのもいいんじゃないかと話が出たものですから、それで例えば明日、明後日終わる農

業じゃないものですから、それであれば今後の事も考えれば、こういう経営のコンサルタント事業を使

ってやるのも一つの手じゃないのかなと。只、事業というのが出たけども、私自身は事業がなくてもこ
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ういうコンサルタント会社の協力を得てやってみたいなと思っていた次第なんですけども。たまたまそ

ういう時期にこの事業がぶつかったものですから、いいのかなと。只、低いとか、私も年間何頭かやっ

ているんですけども、やはり札幌近郊でこうやっているところもあるし、石狩にないものをやっぱり作

っていくためには、良いきっかけになるのかなというふうに思っています。現在もふるさと祭りに出し

ているのは、かなり等級的にもそれからエサとかの市場価格もきちんとしてますんで、ものはかなりい

いものはだとご理解していただきたいと思います。 
【北嶋委員】 
 それで関連して、もう一度だけお聞きしたいんですけど、合併する前の浜益村では、いわゆる土地を

借りて採草して、そしてそれを販売していたと思いますが、これから今お話しするような形でやってい

くという事は、そういう採草、エサの関係なんかはまかなっていけるんですか？ 
【寺山委員】 
 あの草地の方の問題は自分の経営からいくと、今転作という事で田んぼに牧草をまいてそれを刈り取

りする事によってある程度の金額がその協力していただいていた農家さんに提供出来ますようにとい

うシステムで我々はあり方について水田からも牧草を得ていますし、勿論、役場で採草した牧草を使っ

ている農家もあります。只、その分岐点というのはまた、多分みんな分かっていないと思います。要す

るに役場から牧草を買って、今役場で農機を借りて牧草を採草して農家に販売しているという形なんで

す。ですけど、それを分岐点とはみんなわかってないというか、知らないのかなと。昔は牧草の金額も

安かった。只、だんだん色んな事があって牧草の単価も上がっているんですよね。そうすると皆さんが、

自分達でやるにはどういった経営をしたらいいのかとか、例えば今役場で借りているところを畜産農家

何名かで借りて採草地を使って牧草をとってやったらいいかとか、そういう議論も出てくると思うんで

すよね。私もやっているのは、今、足りない分は役場から購入してあとは水田の転作田という事で、協

力実施していただいている農家さんから協力いただいているという段階です。 
【石橋会長】 
 他にありましたら。ちょっと聞いて良いですか？個体として販売した場合と解体で肉塊にして販売し

た場合とどっちが得かしりたいんですが。 
【寺山委員】 
 客観的にいいますと、現在の平均価格でいいますと、子牛１０ヶ月で５０万円くらい、肥育牛だと１

００万円と考えて、まあ、子牛の場合は子牛が１０ヶ月まで育ったエサ代と親牛のエサ代がかかるんで、

それを基準に考えると、１０万か１５万、多くても２０万まあ大体それぐらいが基準だとおもうんです

よ。それで肥育すると、大体１０ヶ月から３０ヶ月ぐらい肥育するんですよ、肉になるまで大体２５万

から１００万円ぐらいです。一頭。今、値段が高くて５０万で販売するより１００万で販売した方が２

５差額がでるんですよ。只、出るんですけど、ようするにみんな牛舎が建て替えしてないんですよ。建

て替えしてないって事は、３０ヶ月置くって事は１０ヶ月ずつ牛が生むものですから、倍、２．５倍牛

舎がないと肥育牛を置くスペースがない。それでみんな悩んでいるっていうのもそこにあるんですよ。

だから今回みたいな事業が出たときに、経営分析、それから複合経営やったときの基準ですとか、そう

いうのをうまく出して貰えないかな、いいのかなと私は思っていたんですよ。只、雑ぱくにいうとそう

いう利益配分、今、育成牛で売ると多分３０万円ぐらい利益あると思います。肥育一貫でやると、５０

は出る。只、その中には建物施設の減価償却費とか、そういうのは入ってないですけどね。１年間で出

る利益が３０万なのか、２年半で５０万なのか、どっちがいいかという事にもなってきますんで、そう

いう形で、今、酪農で乳牛が低迷しているもんですから、牛舎がたくさんあるという事でそういう方々
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が和牛の経営をやって牛舎をどんどん使って利益を上げているという事なんですけど、まあ、現実です。 
一番の課題はみんな食していない。食べたら美味しいんですよ。だけどやっぱりお金が絡むものです

から、そういう面も考えていかないといけないなと思っています。 
【支所：古川課長】 
 牛も狭いところで育てると、それなりに小さい牛になってしまう。嘘でしょうというと、いや本当だ

と。広いところで育てると大きくなる。 
【須藤委員】 
 我々ね、確かに過去の事だけど一部の人しか食してない、これはね、生産の説明聞いて大変だなと我々

分かるんだけど、色々な問題も過去になったんだろうけどやっぱりね、村民はね、今はこうなってしま

ったけど、何十年もやっていてね、地元の肉食えないというのは相当、不満とか持っているのは事実だ

と思うよ。一部のその人でないと分からないんだから。たまたま、ふるさと祭りにいけば買えるんだな

と、たまたま安く買えて美味いんだなと、それぐらいよりなかったのね。だから今、こういう計画があ

って色々聞いたけれども本当に観光と結びつけるんだったら、３年３年の計画の中で、しっかりした。

ましてやこういう物があるんなら、利用しながら進めるのが、私はいいんでないかなと思います。只、

やり方とそういうのを見てれば納得のいかない、只、やっていればいいんだろうというふうにみえてき

たものだから、今度は石狩市だとかそういう訳にもいかないだろうから、この十年ぐらいの間に有意義

に進めていければ本当に意義があると思うんだよね。 
【支所：加藤課長】 
 浜益支所としてはですね、合併した後の地域の振興発展というのはやはり観光というのが一つのキー

ワードになるものですから、その一つとして和牛を生かしたというのがあります。今までの和牛の経緯

については様々なものあるんですけども、何よりも大きく変わろうとしているのは生産農家の人達が気

持ちを切り替えてこれから頑張っていきたいという意欲が現れてきたという事もありまして、自分達も 
和牛を観光という側面から一つの核にして、事業に取り組んでいってほしいという事もあってですね、

当初は別な形での予算要求していたんですけど、石狩市の財政が厳しい事情もあって、地域づくり基金

に振りかえるという内部事情があったんです。それで今日このようにして改めて協議させていただいた

次第であります。 
【石橋会長】 
 どうですか、今回新しく出てきました和牛生産推進事業を地域協議会の中の事業として、これからも

推進していくという事で如何でしょうか？ 
【各委員】 
 はい。 
【立浪委員】 
 時間まだいいでしょうか？丁度一週間前ある会議に出たときに、その中に石狩手づくり促進の会とか、

消費者協会関係の会議だったんです。その中の人も実は寺山さんの事も知っていて肉の話になったんで

す。それで、石狩市のブランドっていう事でね、浜益と合併なったんだから、そういう美味しい牛肉が

あるんだったら、何とか手に入らないかと、実は機会があったら、寺山さんにお話しようと思っていた

んです。そうしたら、こういうお話を聞けたもんですから。是非、そういう事を進めていただきたいと

思うし、農業をやるっていう事はね、やっぱりいい材料があるという事で牛を飼っている、豚を飼って

いるという事でやってないところに食べていいと思うんですよ。だから牛だけじゃなくてお米でも何で

もブランド価値が上がってくると思うんですよ。だから是非これはやりましょう。 
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【石橋会長】 
 もう何十年にも前になるけども、まだ大原区長が石狩支庁にいる頃に各市町村集まって円卓会議とい

うのがあったんですよ。それで、たまたま私も浜益から出てその和牛の話をした時に、何とか浜益で黒

毛和牛を普及させて、我々の口にも入るように出来ないものなんですかという意見がかなりあったんで

す。けどもね、その頃から、やっぱり浜益の和牛を食べたいという要望はあったんです。 
【須藤委員】 
 いや、みんなあったのさ。今度はそういう事がないようにしっかり進めて前向きに取り組んで貰えば

いいかなと思います。 
【支所：大原区長】 
 和牛の事もありますけども、やはり食の部分をどうしていくか、地産地消の問題もありますし、我々

今回和牛の計画上げてきましたけども、今まで中々こういう話出来なかったんですね。是非、この機会

に和牛を始めとして地元の食の部分というのを少し見直して、メニューの中に取り込んでいきたいなと

思います。 
【佐々木委員】 
 今、和牛でも寺山さん話したように系統の良いものが高く売れるという事。勿論食べて美味しいから

ね。区長さん今言われたように、うちらも豚の改良種の腹から、大体一腹１２、３頭生まれるんだけど

も、メスだけだと４頭から５頭ぐらいしか出ないんですよ。それを１年か２年飼育して、それに今度、

デロップっていう赤い豚をかけあわせて、そしてそれから出た子が非常に良い子だという事で、美味し

いしね、今そういう事で、品種改良しながらやっているんですけども、そういうような肉であれば俺の

ところでもほしいと言って売れているところですけど。やっぱりみんなから要望があるようなもの作ら

ないと売れないから、一生懸命やっているところです。 
【石橋会長】 
 それではですね、報告の１番と２番は時間の関係上、これで打ち切りたいと思います。それでは次に

議事の４番目の方に入りまして、委員グループ制の導入について進め方についてという事なんですが、 
只、今までに色んな話し合いしました事も念頭に入れまして、それぞれ会場を別にしてありますので、

それぞれの分野において、お話をしていただければと思いますし、リーダーとサブと選んでいただいて、

大体の骨子の部分に肉付けをしていただきたいなと思います。それぐらいの時間で大体終わるんじゃな

いかと思います。それで、それらについてもっともっと突っ込んでいって、具体的にどうこれから地域

協議会の中で動いていくとかという事になるかと思いますので宜しくお願いします。それでは只今より

休憩します。 
【再開】 
【石橋会長】 
 それでは本会議に移ります。それぞれのグループで時間が足りないぐらいでなかったかなと思います。 
各グループ代表とサブと、それからこの場合に対して骨子だけ、又これについてもっともっと詳しく話

したんだという事について代表の方、発表していただければと思います。それでは観光・産業グループ

からお願いします。 
【須藤委員】 
 座長さんは後藤さんにやってもらいます。副座長は寺山さん、発表は私がやります。記録は田中さん

と。以上このようにうめました。決めた事、要点だけ発表します。観光と産業結びつくんですけど、１

点目は環境整備や住民の観光に対する意識をどうやって向けるか。それと朝市の件が１点。浜益区のＰ
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Ｒの件、それは地産地消について、その他見直していく事について１点、それと道の駅を何とかという

事で１点。 
浜益ふるさと祭りを如何に存続、どうするかという事についてもう１回改めて考えてみないといけない

んじゃないかという事で１点。旧送毛山道を観光に結びつける事について１点。それと毘砂別新田の林

道の何とか観光に結びつける事が１点。それと浜益川の観光・産業について何とか、釣りとかそれだけ

じゃなくて、改めて活用出来ないかという点で１点。まだいっぱいありましたが、大体そのぐらいに一

応なりました。これについて、これから長い時間かけていっぱい意見が出てくる事と思います。以上で

す。 
【石橋会長】 
 ありがとうございました。続きまして福祉・環境の方お願いします。 
【岸本教範委員】 
座長は木村武彦さん、副座長は私という事で、テーマについては初回という事で雑談が多かったもの

ですから、あまり数はでなかったんですが、福祉について１番気になっているのは、除雪サービスで作

業員が不足していたり、高齢者同士でやり合うなど、ボランティア出来る世代が少なくなっているとい

う事で、ボランティアについて、今後どうしていくかという意見が出ました。環境につきましては、下

水道の問題について、予算面だとか、各戸負担の部分だとか色々問題もあると思いますが、人口減とい

うか、要するに居住環境の向上の為にはより綺麗な下水道を整備していく必要あるんじゃないかなと、

将来的に見ても整備の必要があると、そういうような話が出ました。今回は以上です。 
【石橋会長】 
 それでは、生活・文化の方お願いします。 
【立浪委員】 
座長兼発表の立浪です。生活はゴミ減量化、デマンド交通、ボランティア活動の促進。先程発表され

た除雪の事から出ました。文化の方では、浜益小劇場の今後の育成をどうしていくか。各地区のまつり

のあり方。合併か否か、そういったところです。以上。 
【石橋会長】 
 はい、ありがとうございます。これからの第６回の地域協議会の中でこれらの事に、もっともっと肉

付けしていきたいなと思っています。それでは、これからの具体的な活動計画につきまして加藤課長の

方からお願いします。 
【支所：加藤課長】 
 それでは事務局の方から、只今、グループ活動について委員の皆さん意見交換行いまして、おおよそ

の大きいお題目が、それぞれ示されました。今は時間の関係でこの程度で終わりたいと思いますけれど

も、今後ですね、２月の協議会におきまして、再度、又グループ会議を開いていただきましてテーマの

絞り込みにお互いに意見交換をしていただければと思います。例えば観光のグループにおきましては、

環境の整備等もありましたけれど、今、具体的にどのような事をどのようにやっていくのかという事を

もう少し細かく、それぞれ意見交換していただいて絞り込んでいくという事を次回の会議でそれぞれ今

日のような話し合いをしていただければなと思います。それらを集約した後に３月の協議会を持ちまし

て、例えば１年間のスケジュールをたててこの関係は４月の協議会で話し合おうとか、この事業につい

てはこうしていこうだとか、具体的に一つの成果をあげられように掘り下げて話し合いをしていただく

と。このような全体会議の時間を少なくして、グループ会議の時間を大きくとるとか、そういう考えて

おります。その中から具体的な取組として例えば、地域づくり基金にこのような物が充てられるとかな
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れば、それをまた全体会議の中でもちよって、絞り込んでいって、成果を上げられるような予算の仕組

みとか、そういうスケジュールをたてて２月、３月の協議会を開催していったらいいのではと思いまし

て、事務局の方ではそのような事を皆さんにご提案させていただきたいと思います。 
【石橋会長】 
 それではですね、その他に入ります。事務局から。 
【支所：加藤課長】 
 その他の中で、皆様方に今年の新年度予算の中で、浜益の特長ある事業として、一つは林道マラソン

といった話し合いが浜益区の発展のために今計画されているものですから、その辺の内容と状況説明を

担当の方から若干時間をおかりして皆様方にご報告させていただきたいと思いますので宜しくお願い

申し上げます。 
【支所：増田課長】 
 私、地域振興課で産業振興を担当しております増田です。宜しくお願いします。平成１８年度の浜益

区の観光振興事業としまして、区と致しまして、石狩林道マラソンウォーキングという事で色々、提案

致しました。それで、この事業は特定推進事業という位置におかれましてヒアリングも数回行いまして、

そして採択をされた事業でございます。そして現在のところ、市の財政当局も予算措置をするという事

で動いております。私どもも何度かこの市長ヒアリングが出まして、市長の発言、それから企画財政部

の発言等を開きますと、平成１８年度は予算措置が出来るものと、今、確認しているところでございま

す。それであの簡単ではございますが、事業の概要ですね、皆様方にご報告したいと思います。名称に

つきまして、「いしかり林道マラソン＆ウォーキング」というまだ仮称なんですけど、そういうので今

進めております。それで事業の対象はですね、市内及び道内外の方の興味ある方を対象にし、約３００

人程度の方を集めて今大会を実施したいと考えております。それで事業の内容でございますけが、今言

いましたように、マラソン＆ウォーキングという事ですが、マラソンにつきましては競技とは一線画し

て森林の快適さを休憩しながら自然に親しむという事でございます。更には、森林に親しむイベント、

そして教室、それから環境教育、熱気球を飛ばして、それから浜益の森林観察等を実施すると、そうい

う事業内容になっております。それでは実施したらどうなるかといいますと、観光協会を事務局と致し

まして、関係機関に協力を得ながら、実行委員会を組織致しまして本大会を運営するという予定でござ

います。実施時期といたしましては９月２４日第４日曜日、実はこれふるさと祭りと同時開催させてい

ただきます。開催する事によりまして、より多くの集客を見込めると予定しております。それで林道、

どこを使うといいますと、適沢の浄水場ありますが、国道を浜益から群別に向かいますと間もなく 
右側に浜益実田線林道と、それから途中、浜益龍神沢線の林道を利用致しまして、約１０㎞ほどですね。

そこをマラソンとウォーキングをするという予定でおります。事業費につきましては２８９万円ほど予

定致しまして、市の方から１４０万円の補助を予定して今進めているところでございます。そしてこの

大会は１回じゃなくて、今後継続して本大会を進めて、そして浜益地区の観光振興、地域振興になれば

という事で、第１回目となる今回については、何が何でも成功させたいと、そういう意気込みでおりま

す。何分３００人参加するという事業でございますのでスタッフ、ボランティアの方々をどうするのか

というのを田岡市長の方からも言われていますので、その課題を本庁の方とも十分協議してですね、体

制については万全を期するよう考えております。特に田岡市長は、観光につきましては、挨拶の中だと

かに色々登場させております。浜益の景観については大変興味をもっているという事でございますので、

浜益といたしましても１８年度このような自然を利用したイベントを実施するような事になりました。

それでなんとか、これを成功させながら地域を盛り上げて、今後、益々発展していければと思っており
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ます。先ず、今日は委員の皆様に今後産業振興に関しましてアイディアだとか、アドバイスだとかいた

だきまして、色々ご協力していただく事になると思いますもで、今後宜しくお願い申し上げます。 
私の方からは以上、１８年度の石狩林道マラソン＆ウォーキングの概要についてご報告させていただき

ました。ありがとうございました。 
【支所：加藤課長】 
 只今、増田課長の方から概要のお話をさせていただきましたがこれから事業が具体的に煮詰まって、

またボランティアの方々について要請がある部分につきましては、その時は地域協議会を通じまして、

お知らせする事になりますので、宜しくお願い致します。 
【支所：増田課長】 
 何か質問があれば。 
【後藤委員】 
 これは市から助成金が出るのかい？地域づくり基金とは別に？ 
【支所：増田課長】 
 はい。市からの補助で２８９万円の内１／２、市から１４０万円を助成します。 
【支所：岩崎部長】 
 特定事業という事で重点的にこれらの事業を推進しようという事で全市で５千万円の枠を設けてい

るんですよ。その設けた枠でという事で。 
【支所：増田課長】 
 あの特定推進事業に採択されまして、それで補助金を１／２、１４０万円を充当して、そして今大会

を運営すると。 
【後藤委員】 
 場所は浜益の旧中央小学校の林道から、中学校におりてくる所の龍神沢線かい？ 
【支所：増田課長】 
 その通りです。浜益に１１路線あるんですけど、一番整備されているのがこの路線です。それで車等

についても、普通に往来なるものですから、ここが一番いいのかなと。そして、景観もですね、浜益岳

とか、幌天狗岳とか、黄金山とか全部見えますので、非常に景観として素晴らしい、日本海も一望出来

ますしね。それも含めて、場所的には、最適かなという事で進めております。 
【石橋会長】 
 その他、何かありませんか？先日、宇野さんからこういう話があったんで今、地域協議会の中でも観

光面だとか、関連性あれば、ひとつ参考になるだろうと思っていたんですけども。 
【支所：尾崎主査】 
 最初に説明した市の予算というのは、具体的にこの部分が浜益区の部分というふうには特定出来ない

いんですが、ある程度かかる部分の最後のつめを市の方でやっておりますので、お示し出来るのは２月

の協議会になると思います。本来であれば前回の会議の時も今回の会議でお示し出来るだろうと話して

いたんですけども、ちょっと煮詰めていない部分があって、最終的に固まるのは、多分２月の１０日ま

でにはもう予算書の印刷出さないと間に合わないという事なのでその前には、決まると思うんですけど、

只、この場でちょっと皆さんにお知らせ出来ないものですから、たまたま、今この観光事業につきまし

ては特定事業という事で進んでいって、浜益の地域に関わる事業という事で話題提供的な部分でお話さ

せていただきましたんで、また別な形で最終的なものは、次回の協議会でお話させていただきますので、

ご了解いただきたいと思います。 
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【後藤委員】 
もう一ついいですか。先程グループ会議の中で出たんですけど環境整備という事で、花の問題、道ば

たに花を植えるというような考え、我々農家の方では中山間事業の方で、その中で苗の育成、苗を購入

して今の役場の前にも、また学校関係にも農協から花の苗をやっているんですけども、そういう関係で

あれば観光・産業の中でも話したんですけど、この事業やるのに予算付けというものは、いつも議会に

かかって決定するものなんですか？ 
【支所：岩崎部長】 
 一応、基本的には先程の１億円の部分については議会の承認を得なければならないという事ですね。 
【後藤委員】 
 仮にうちらの方は、苗づくり頼む関係もあるんで間に合わなくなる事もあり得るんで。 
【支所：岩崎部長】 
 まあ、予算については全体的に保証されているものでもないものですから。 
【支所：増田課長】 
 中山間の予算ですか？ 
【後藤委員】 
 いや、中山間は別にして、こっちの方でやるとした場合に、もっと大きく出来るような、そんな気が

するもんだからさ。 
【支所：岩崎部長】 
いいんじゃないですか。１９年度に向けて、例えば地域づくり基金の活用にふさわしいような事業で

あれば、何か、プランタ作りなんかを提案していただければ。 
【支所：増田課長】 
 また、浜益区でも特定推進事業で何かですね、観光・産業の方で何かあれば、提案して採択されれば、

今のように予算措置がされて、選定されて、採択されれば予算措置がされてくるんじゃないかと思いま

す。いずれにしても、提案しない事には、全然話見えてきませんので。 
【支所：岩崎部長】 
 旧石狩市の方でも、花いっぱい運動という事業で各町内会の方に希望数がどれぐらいあるか分かりま

せんけども、ある一定のお花を何種類ですかね多年草も、一年草もあるんですけども各町内会の方に渡

して各町内会の方で、各予定場所に植えていただいて管理してもらうと、こんな感じで行ってますから。

いいアイディアでないかと思います。 
【石橋会長】 
これ自治会に花いっぱい運動の書類きていましたね。 

【支所：尾崎主査】 
 市の方から苗木の募集きていましたよね。じゃ、よろしいでしょうか？ 
【各委員】 
 はい。 
５．その他 

【支所：尾崎主査】 
 それでは他に無ければ、２月の会議の日程決めたいと思うんですが。出来れば２０日の週、２８日ぐ

らいまで開催したいと思っていますが、２７日か２８日に絞ってよろしいでしょうかね？とりあえず、

２７日という事で２時からこの場所でという事で。 
 13



【石橋会長】 
 あの２７日の会議の時間なんですが、今日、話した内容の相当突っ込んだ意見が出ると思うんで、グ

ループ討議の時間をちょっと長くとるようにして、どうですか？ 
【支所：尾崎主査】 
今日より１時間早いんで、もてるかなと思うんですけども。 

【立浪委員】 
 それと、グループが出来たので、グループ毎にどこかで日を改めて個人的にとは言わないけれども、

グループ毎に集まるのは構わないんでしょうか？ 
【支所：尾崎主査】 
 構わないです。あの会場とか用意してほしいと連絡いただければ、もし支所のどこか借りるとか言っ

ていただければ準備致しますので。私どもの方からも一緒に入って記録したり、対応していきたいなと

思いますので。 
【立浪委員】 
 積極的にみなさん会議を。 
【支所：尾崎主査】 
 そうしていただけると助かります。 
【石橋会長】 
 それでは２７日２時からという事でよろしいですね。 
【各委員】 
はい。 

【石橋会長】 
 最後に大原区長さんの方から。 
【支所：大原区長】 
 それでは、この後の時間もありますから、一言だけお話させていただきます。過密日程中、お集まり

いただいてありがとうございます。年頭、職員にもちょっとお話させていただいたんですけど、我々も

何とか考える事も必要ですが、まあ失敗した時も皆さんの前に出て行く事が必要だと。そういう事で

喧々諤々交わしましたけれど、事務局の方にぶつけていただくと。何でもっていう処理は出来ないと思

いますけど、我々の出来ない事がありましたらですね、色んなネットワークを使ってでも専門の方呼び

込んででも、色んな話を具体的にしていくと。形の見えるものに是非していきたいと思っていますので、

今年もどうぞ宜しくお願いしたいと思います。 
【石橋会長】 
 それでは事務局の方、連絡事項何かありましたら。 
【支所：加藤課長】 
 連絡事項は特にございません。 
６．閉 会 

【石橋会長】 
それでは熱心に色んな討議についてご報告いただきましてありがとうございます。これで第５回目地域

協議会を終了します。今日はどうも有難うございました。 
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