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平成２１年度第９回石狩市浜益区地域協議会議事録

日 時：平成２２年 ３ 月２４日（木） １８：００～１９：２０

場 所：浜益支所 ２階庁議室

資 料：会議次第

資料１：平成２２年度主要事業一覧【浜益区】

資料２：地域交流施設運営実証事業について

＝会議次第＝

１ 開 会

２ あいさつ

３ 報 告

１）平成２２年度浜益区主要事業一覧について

２）その他

４ 議 事

１）今後の浜益区の地域づくりについて

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 神田 一昭 ○ （支所）支所長 赤間 聖司

副会長 岸本 教範 ○ （支所）地域振興課長 渡邉 隆之

委 員 笹 賢一 （支所）管理課長 佐々木政人

委 員 田中 富子 ○ （支所）市民生活課長 古川 和志

委 員 大久保満彦 ○ （支所）保健福祉担当課長、はまます保育園長、
木村 新吾

委 員 二本柳辰男 ○ 浜益国民健康保険診療所庶務課長

委 員 渡邊真奈美 ○ （教育委員会）浜益生涯学習課長 新井 春生

委 員 渡邉 千秋 ○ （支所）地域振興課地域振興担当主査 小島 工

委 員 白井かの子 ○ （支所）地域振興課地域振興担当主任 藤巻 誠一

委 員 芦澤 肇 ○

委 員 三浦 信悦 ○

委 員 佐々木茂雄

委 員 寺山 広司 ○

傍聴人：０人

１ 開 会

【支所：渡邉課長】

本日、大変お忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。定刻になりま

したので、只今から平成２１年度第９回浜益区地域協議会を開催いたします。本日は、笹委員、佐々

木委員におかれましては所用のため欠席する旨の連絡をいただいております。また、寺山委員も、定

刻に間に合わないが所用が終了次第出席する旨の連絡を受けております。したがって本会議は協議会

協議書第９条第２項の規定に基づきまして、出席委員が過半数に達しておりますので、成立している

ことをご報告申し上げます。本日の協議会終了時間ですが、概ね午後７時３０分頃を予定しておりま

す。それでは、開会に当たりまして神田会長よりご挨拶をお願いいたします。
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２ あいさつ

【神田会長】

、 、 。お晩でございます 日中何かとお忙しい中 協議会にご出席いただきましてありがとうございます

今日は久しぶりの晴天ということで春が急に近づいてきているような感じがしております。また年度

末ということで私も役所生活が長かったもので、また年度末がくれば気が落ち着かないというか十数

年たっても気が抜けない昨今ですけど、今日は皆さんにご案内のように新年度の予算も主要事業ある

程度確定しているようですので、このことも含め事務局のほうから報告していただきまして説明があ

りましたように１時間半、７時半を目処に有意義な会議としたいと思いますのでよろしくお願いいた

します。

【支所：渡邉課長】

ありがとうございました。続きまして、赤間支所長よりご挨拶をお願いいたします。

【支所：赤間支所長】

本日は年度末を控えまして大変お忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。

今年は例年になく雪の日が多く、雪かきなどに大変ご苦労なされたことと思います。

これから農家の方もまた漁家の方も例年にない、忙しさに追われるのでないかと思っております。

さて、平成２２年第１回石狩市議会定例会が３月５日に開催されまして、田岡市長より平成２２年度

の市政執行方針が示されました。その中で大きな重点項目の一つに環境をキーワードとして、各施策

において総合的評価の一つとして環境を加えることとしております。各会計予算につきましては、予

算特別委員会で審議されまして本日可決されたところでございます。２９日の本会議で議決される予

定になってございます。平成２２年度における浜益区に関する主な事業につきましては、別紙資料で

後ほど説明させていただきますが、支所と致しましては区の基幹産業であります農業、漁業、観光の

、 、振興について優先的の取り組みを行い 名勝指定の黄金山をはじめとする観光資源を積極的に活用し

一次産業と観光産業との連携による地場産品の有効活用や交流人口の拡大を図り、活力ある元気な地

域を目指していきたいと考えております。本日は今後の浜益区の地域づくりについて協議していただ

くことになっておりますので、よろしくお願いいたします。私事で大変恐縮でございますけども、こ

の３月３１日をもって定年退職となります、委員の皆様には大変お世話になりました。心から厚くお

礼を申し上げます。ありがとうございました。

３ 議 事

【支所：渡邉課長】

それでは、これより議事進行につきまして神田会長に議長の方、お願いしたいと思います。

【神田会長】

それでは、進行を務めてまいります、議事進行にご協力をお願いいたします。始めに平成２２年度

浜益区関連主要事業について、事務局より報告願います。

【支所：渡邉課長】

それでは、私の方から平成２２年度浜益区関連の資料等についてご説明させていただきます。お手

。 。元の資料に基づき順に説明させていただきます なお事業費等につきまして省略させていただきます

一番上の順を追って説明したいと思います。

始めに地上デジタルテレビ中継局整備事業補助金でございますけども、地上デジタルテレビ放送配

、 。信に伴います難視聴地域の解消を図るため 共同受信施設整備事業の一部を補助するものであります

次の高規格救急車整備事業につきましては、区民の安心安全確保のため、石狩北部地区消防事務組合

石狩消防署浜益支署に配備する、高規格救急車購入費を交付するものであります。次の浜益区竜神川

改修事業でございますけども、流木等漂着ゴミによります河口の閉塞解消のため、消波ブロック設置

による改修工事を行うものでございます。次の札浜線運行費補助は浜益区民唯一の公共交通機関を確

保するため、北海道中央バスに対しまして運行費の一部を補助し運行を継続するものであります。次

に区民の公共交通確保のため運行しておりますスクールバス、スクール混乗、市有自動車運送、浜益

滝川間の車でございますけども、バス運行事業を行うものであります。次の農地水環境保全向上対策

、 、等事業におきましては農地 農業用水等の地域資源の良好な保全管理と自然環境の保全をはかるため

農業者と地域住民などが一体的に実施する活動に対し支援を行うものであります。次の農・林道整備

事業でございますけども、継続事業といたしまして林道毘砂別線開設工事Ｌ＝１１０ｍの開設工事を
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行うものであります。次の畜産業振興対策事業でございますけども、畜産農家の経営安定と基盤強化

のための経費の一部を交付するものでございます。次の牧野管理運営事業でございますけども、優良

な黒毛和牛の生産育成を図るため市営牧野の管理運営を行うものでございます。次の漁業振興奨励補

助事業でございますけども、いずれも継続事業でございまして、漁業経営の安定化を図るため石狩湾

漁業協同組合が行います、ウニ種苗放流、粗放的稚ウニ中間育成放流、アワビ種苗放流に対して助成

、 。するほか 海獣被害対策事業としてトドによる漁業被害防止経費の一部を交付するものでございます

続きまして１３番目からの地域自治区振興事業でございますけども、本地域協議会の中で協議確認さ

れました新規２事業、継続３事業でございます。継続事業と致しましては、区民カレンダー制作事業

でございます。区内における各種行事や暮らしに役立つ情報等掲載した、区民カレンダー制作費用の

一部を補助するものでございます。次の浜益「いっぺ、かだれや」林道ウォーク事業でございますけ

ども、浜益区の森林資源を生かした市民参加による観光イベントの開催経費の一部について交付をす

るものでございます。次の果樹振興施設整備事業はさくらんぼの安定生産並びに観光果樹振興を図る

ため、さくらんぼの雨よけハウス整備費の一部について交付をするものでございます。続きまして次

の新規事業と致しまして、水稲育苗兼施設野菜ハウス整備事業についてでございますけども、水稲育

苗作業の合理化省力化によります、農地の集積と安心安全な浜益米の生産並びに施設野菜栽培により

ます、持続可能な農業経営の安定を図るため兼用ハウス整備費の一部について交付するものでござい

ます。次の浜益区地域交流施設運営実証事業でございますけども、旧適沢コミセンを有効活用し、活

力ある地域づくりを推進するため、女性有志グループが行います軽食、喫茶、特産品販売、配食サー

ビスなどの試験営業にかかる施設維持管理経費の一部について交付するものでございます。以上が地

域自治区振興事業でございます。

つづきまして、次の浜益区飲雑用水組合拠出金につきましては、安心安全な飲用水確保のため、滅

菌器設置事業費について交付するものでございます。次の浜益コミュニティセンター改修事業でござ

いますけども、浜益コミュニティセンターの身障者用トイレをオストメイト対応へ改修するものでご

ざいます。一番下にあります群別火葬場解体につきまして、区内５カ所の旧火葬場のうち群別火葬場

の解体を行うものでございます。それと下のほう、６事業ございますけどもこれにつきまして平成２

１年度緊急経済対策事業といたしまして、地域活性等に祖するきめ細やかなインフラ整備などを進め

るため、国の平成２１年度２次補正で措置された地域活性化きめ細やかな臨時交付金に対応いたしま

して、地域経済の回復と市民の安心安全な暮らしの実現に向けて、地域活性化推進事業として繰越明

許費を設定し事業の前倒しを行うものでございます。始めにコミュニティセンター改修事業におきま

しては、柏木コニュニティセンターの屋外階段の改修を行う予定であります。次の浜益国保診療所改

修事業につきましては、外壁等の改修工事を行うものであります。次の観光施設改修事業でございま

すけども、川下海浜公園駐車場等の照明等の改修工事を行うものでございます。続きまして道路等改

修事業でございますけども、群別市街線他の排水工事を行うものでございます。次の公園改修事業で

ございますけども、旧適沢コミセンの外周柵の改修工事を行うものでございます。一番最後になりま

すが、学校教育施設改修事業でございますけども、浜益小学校の老朽化しております遊具について設

。 。置工事を予定しております 以上が浜益区に関連いたしました平成２２年度の主要事業でございます

【神田会長】

只今、平成２２年度浜益区関連主要事業について事務局より報告がありましたが、何かご質問がご

ざいましたらお受けいたします。何かありますか？

【芦澤委員】

事業の中で林道工事ありますよね、１１０ｍですか、単年度として少なくないですかね、有利な起

債、過疎債ですけども使えるわけですよね、利用計画もあるのでしょうけど、事業量を増やして期間

を短くして早期完成を目指すことはできないのですかね？年間１１０ｍって完成まで何年かかるのや

ら、逆にこのくらいの事業量で進めていて途中で凍結とか考えているのだろうか、わかればそこのと

ころ説明願いませんか。

【支所：渡邉課長】

林道事業については、たびたび議会等でですね、事業効果といいますか進捗状況ともあわせた中で

いろいろと議論されているところなんですけど、市の財政部局等とも相談しながら、事業継続して昨

年ですか、林野庁のほうと事業変更協議ということで計画とおり進んでいないものですから、最終の

計画の年度は先送りしたんですけども、市としては状況を見ながらですね、いまの国の事業仕分けと
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かそういう関係もございますので、道としても道の補助金も１パーセントですけども入っていますけ

ども、市のほうも見直す時期にきているので、とりあえず平成２２年度、２３年度ぐらいまでは状況

をみながら、工事を進めていきたいということで、延長については例年並みに１１０ｍぐらいと考え

てはいるんですけども、まだいまのところどうするこうするという結論には至っていないです。

【芦澤委員】

逆に、見直しをするとしても当初計画の受益の人達との問題とか、出てこないの？

【支所：渡邉課長】

用地の関係ですがこれから市有地、市の用地なものですから、今後民地に入ってくるので、そうな

れば、今後用地買収とかはこれからですので、あとは補助金の関係ですね。

【支所：赤間支所長】

市では財政再建計画を建てているものですから、平成２３年度までのなかで起債の総額をしぼって

その範囲内で押さえているものですから、今の時点では難しい状況でございます。

【芦澤委員】

わかりました。

【神田会長】

はい。分かりました。何かありませんか？

【芦澤委員】

トド対策なんですけど、いろいろやっていると思いますけど、今年の浜益区の鰊の水揚げ状況をみ

ると厚田、石狩からみるとかなり落ちている、これはトドの被害、影響が大きいのではないか、だか

ら逆に鰊もトドのいない厚田、石狩の方にいってるのではないかと、そういう話が聞こえるんですけ

ども、トド対策事業の効果といいますか、新年度事業での効果ってどうなんでしょうか？逆にトドの

被害によっての水揚げが低いというデータというのはないんでしょうか？

【支所：渡邉課長】

トドの被害対策事業効果なんですけども、トドを拡散させるということで平成２１年度は今までの

倍近い設置を行いましたが焼け石に水な状態で、事業としましては平成２０年度より３カ年計画で一

番トドが上陸している岩に今までより太いピンぐるっとまわして上陸できないような計画なんですけ

ども、今の時点でその岩に上がらないのかといえば上がっている状況でして、やっぱり漁協でガスボ

ンベあるいはハンターによります威嚇といいますか、そういったことでやっているんですけども、や

はりその数自体が増えてない、といいますか、ですからまあ対策としては、その自分の持ち場の利用

領域の被害をいくらかでも飛散させるといいますか、まあ年々その被害は増えているといいますけど

、 。も その被害ことを少しでも増大しないようにといったようなことにしかいまのところなっていない

それとあと強化刺網ですか、それらの支障試験となっていますけども、完全なものになってないもの

ですから、一人ではなかなかそれはできない、二人以上でなければ操業できない危険なものでもある

ものですから、仮にその網をかけたとしても網の中が食われるのは変わらないのであって、ただ漁業

被害額の網の被害額だけが減るだけであって、そういった部分でも専門機関と相談しながらやってい

きたいと考えております。増毛あたりでは猟銃による追い払いをやっているが、被害額は拡大してい

るとのことだそうです。

これからのことですが補償ということも考えていかなければならない時期にきているのではないの

でしょうか。

芦澤委員】【

鰊の水揚げには影響はあるんでしょう。

【支所：赤間支所長】

頭数そのものは減っていないと、逆に増えている。保護対象なものだから１０頭やそこら。１１０

頭から来てるんだから、本来であれば半分ぐらい駆除できればいいんだろうけど、それはできないも

のだから。

【神田会長】

鰊の稚魚の放流は、浜益、厚田、石狩数は同じなのか？

【支所：渡邉課長】

それぞれ２５万尾、２回放流しています。放流の数に差はないのです。厚田、石狩にも出没してい

てその中継基地になっているのではとの説もございます、浜益区だけの問題でなく北海道全体の問題



-5-

となっております。

【芦澤委員】

水揚げもさることながら、漁具の被害のほうがやけに大きいんでしょう。

【支所：赤間支所長】

だから刺せないのさ、逆にね。

【支所：渡邉課長】

ですから休業による被害も何千万もあるんですよね。

【神田会長】

まだ増毛の岩尾あたりでも鰈網やってないみたいです。

【支所：赤間支所長】

保護対象となっているもの自体、国の方針等決まってからでないと、補償うんぬんの話にならない

と思います。

【神田会長】

そのほかにありませんか？

【三浦委員】

水稲育苗施設、これは平成２２年度単年度ということなんだけど、他にも希望者がいて枠に入れな

かった人がいるとの声があるんですが、そのへんはどうなんですかね？

【支所：赤間支所長】

あくまで、事業主体は農協ですので農協がまとめないといけないですね。今回２２年度単年度とい

うことになっていますけど、また農協が事業主体となって農家の事業振興策となれば、これまた支所

としても対応できることかもしれない。

【神田会長】

そのほかありませんか？

【芦澤委員】

緊急対策事業のなかでふるさと公園の転落防止柵やるんですけど、この事業によっていまの交流運

営事業ありますよね、旧適沢コミセンの内部改修することとかできる道ってあるんですか。

【支所：赤間支所長】

国の第２次補正ということで不可能、交流運営事業は２２年度は試験営業であり、運営事業を通し

て新たに改修が必要な箇所があれば別メニューになろうかと思います。

【神田会長】

ほかにありませんか？なければ次に進みたいと思いますがよろしいでしょうか。

、 。 。次に浜益区地域交流施設運営実証事業について 事務局より報告があります 事務局お願いします

【支所：小島主査】

では、私からお手元に配布してある資料２についてご説明いたします。ただいま申しました旧適沢

コミセンですけども、この地域協議会の皆様には昨年の１１月第５回の地域協議会におきまして、浜

益井戸端倶楽部内で検討していた事業計画につきましてご説明させていただきました。その後の地域

協議会におきましても地域振興基金を活用するということで、予算要求の段階もあわせてこの事業に

ついてご説明はしているんですけども、いま現在、実施団体でありますふるさと倶楽部ガルで打ち合

わせをしているんですけども、その進捗状況につきまして私のほうからご説明させていただきます。

団体名や事業の概要につきましては、これまでも説明させていただいているんですが、あらためて事

業の概要です。浜益の食材を生かした軽食、喫茶コーナーの運営、地元特産品、加工品等の直売、高

齢者独居老人等を対象とした配食サービスの実施、これにつきましては土、日、祝日が対象です。そ

れから観光案内所的要素としての観光情報の発信と、これらの事業を行うために運営にかかる維持管

理費の一部を助成するということで３カ年計画を予定しております。事業費につきましては主要事業

の一覧にございますけれども、補助対象事業費が８４９千円に対しまして、今回地域振興基金を４分

の３充当いたしまして最大６３６千円と残りの２１３千円につきましては、団体の方の自己負担とい

。 、 、うことで考えております 事業実施期間なんですが 今年度につきましては６月１３日の日曜日から

９月２６日までの間のうち、金、土、日及び祝日のみの営業ということで考えてございます、そして

今期の営業終了後その実績を踏まえまして、次年度からの本格営業、４月から９月に向けた営業を行

うこととしてございます。裏面なんですけど、これらの事業の概要、事業を行うことによってそのね
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らいと効果なんですけど、風光明媚な景色を生かし、訪れた方々がゆったりとした時間を過ごし区民

との交流を図る、また浜益の食材のＰＲ、一次産業の振興および農業漁業と観光の連携推進を図る。

また現在社会福祉協議会で実施していない、土、日、祝日の配食サービスを実施することによって、

それらの方々のニーズの対応とともに安否確認も兼ねると。そしてラバーズ・オーシャンとの相乗効

果のよる観光客の入り込み増が期待できるというねらいと効果でございます。そして現時点でのメニ

ューですけども、食事メニューがほたてのカレー６５０円、それから日替わりのお弁当、日替わりラ

ンチ的な意味合いなんですが、ガルのおひるご飯が８００円、それとこうじの男爵コロッケというこ

とで、倶楽部のメンバーでもあります寺山委員さんから男爵を、牛肉につきましても一部、寺山さん

の方から調達できるのではとの話を聞いております。喫茶部門につきましてですが、対象は女性をタ

ーゲットとしているものですからスイーツ系のメニューということで、ガルのシフォンケーキという

ことでトッピングありのものを予定しております。これにつきましてはテイクアウト用も用意してい

ます。そのほかにコーヒーゼリー、それから日替わりスイーツとしての、今日のガルスイーツという

ことで、この辺でいろんな種類の日替わりですとか週替わりといったようなスイーツも用意するとい

うことであります。それからアイスクリームを２００円と、当初からソフトクリームということで考

えていたんですが、ソフトクリームの機械がかなり高額でして、レンタルもかなり高額でして、初年

度につきましてはアイスクリームということで今現在考えております。飲み物につきましてはコーヒ

ー、アイスコーヒー、紅茶、ハーブティー、それからコーラ、ウーロン茶等を考えております。それ

から看板ですね、入り口のところに今現在ラバーズ・オーシャンという看板があるんですけども、そ

の部分に今現在市のリサイクルプラザのほうに依頼してですね、看板を作成していただいている最中

であります。そのイメージなんですが、横１８０センチ縦３０センチぐらいの細長い厚い板なんです

けども、それにこのようなラバーズ・オーシャンとカフェ・ガルというような文字を今掘っていただ

いている最中であります。ベースはちょっと黒っぽい色に掘った字のところを白ぬくような感じであ

ります。高さについては１メートル近く埋めるものですから、３メートル５、６０ぐらい支柱がいま

あるということで、２メートル５０くらいは地表に出るのかなというようなイメージですね。ふるさ

と倶楽部ガルのほうでは、いま打ち合わせをおりまして６月１３日のオープンに向けていろいろな準

備を進めている最中でございます。いまはまだ決定ではないんですけれども、オープニングイベント

的なこともちょっと計画はしているんですけれども、そのときには井戸端倶楽部の会員の皆様、協議

会委員の皆様にもですね、いろいろな形でご協力ご参加いただきたいなと考えておりますので、その

時にはどうかよろしくお願いします。以上です。

【神田会長】

ただいま事務局より報告ありましたが、なにかご質問があればお受けいたします。ありませんか？

【寺山委員】

はい。看板のことなんですけど、これって片面だけなんですか？要するに片方しか入れなくなっち

ゃうって言うか…なのかなあって、往復じゃないですよね。それといまデザインはいってもどうしょ

うもないのかもしれないけど、黒に白だとどこでもあるパターンというのと、バックが緑ですよね夏

であれば、冬のほうが目立って、営業していない時に目立ってなんか、緑が多いとき目立たないのか

なと思ったんですけどその辺は？

【支所：小島主査】

はい。まず１点目の片側か両側かとのことなんですけれども、実は材料の関係もあるんですが、２

、 、本支柱に裏面に着けるとですね ちょっと角度によって両側からは見づらいということがありまして

となると、今この絵は札幌方面からの絵をイメージいただきたいんですけども、北から来た場合です

ともうさらに２本支柱と、さらに２枚の板という風にしなければならないわけですが実はその支柱が

無くてですね、代わりに支柱１本で１枚でちょっと小さくなるんですが、増毛方面からも小さめのや

つを計画してはおります。色目につきましてはですね、リサイクルプラザの担当されている相澤所長

と打ち合わせしているんですが、石狩浜海浜植物センターとかいう施設がありまして、そちらほうに

こういう感じの黒目の白抜きのタイプを実際作られて設置をされているんで、私ちょっと写真もみた

んですが結構白字が目立ってですね、いい感じかなあというようなイメージではありました。

【神田会長】

そしたら、この看板は入り口の？

【支所：小島主査】
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はい、今こっちの正面、１枚目にふるさと塾という写真がありますよね、これはちょっと古い写真

なんですが、いまここにラバーズ・オーシャンというのを張って付けているんですけども、この場所

あたりに…ということで。

【神田会長】

そしたら、南向きみたいに、だから札幌から来るほうは見えるし。

【支所：小島主査】

で、増毛方面からは１枚でちょっと小さくなるんですけども。

【神田会長】

いや、今年は…まあスタートのときはそれでいいのかもしれないけど、やっぱり北から南に流れる

人も半分はあるから、同等くらいの将来…来年度でも考えていいのではないか。

【芦澤委員ほか】

そうだね。

【三浦委員】

はい。寺山委員がね看板黒と白では見づらいとのこともあると思うんだけど、ただ看板だけでなく

てのぼりも検討してもいいんではないのかね。１０本くらい並べるのもいいのではないか？

【支所：小島主査】

はい。のぼりにつきましては、実はこのふるさと倶楽部ガルの次回の打ち合わせが第１週の３１日

、 、 、にあるんですけども 前回打ち合わせた段階ではこの３１日の打ち合わせまでに のぼりがいいのか

旗がいいのか、旗も交通安全の旗みたく真四角の旗がですとか、旗でも三角のとかありますよね、そ

のどれがいいのかと併せてそのデザインをメンバーが考えて持ち寄るというふうにしているんですけ

ども、まあのぼりをやるやらないも含めて次回検討するということで。

【三浦委員】

、 、目立つ方向で検討してるのであれば ガルメンバーに期待すると…８０万の少ない予算なんだけど

こういう意欲のある人達への事業に対しては、どんどん使ってもいいと思うんだけど。

【神田会長】

今年の試験が成功してくれればね、来年から数年単位で内装を改修するなり予算取りもできると思

うんだけど、やっぱり今年が勝負だよね。

【芦澤委員ほか】

看板、小さくないかい？やっぱりのぼりや旗をたくさん設置だね。

【寺山委員】

あともう一つ。どこの家も玄関先が大切だっていうんですけど、ここはいつも気になるのが結構草

がすごいんですよね、入り口というかイタドリの葉っぱとかそういうのがすごい目立ってるんですけ

ど、そういうのをどうかこうなんか我々でもいいですし、当番きめてやるとか、なんかそういう対策

を考えた方がいいのか、それは井戸端倶楽部でやるのか、こういうところでやるのか、違う業者にお

願いするのかは別にしても、なんか考えないと結構草がねブワーとなってくる場所なんですよね、だ

から昇り側にしても下り側にしてもなんかそういう対策をするとまたイメージが変わるんじゃないか

と思うんですけどいかがでしょうか？

【支所：小島主査】

芝刈りなんかにつきましては、公園管理なので公園のほうで委託しているところでやっていただく

というのはあるんですけど、もちろん施設を運営される団体についても、それ以外の部分についても

自分達のある程度イメージですとか、こう見栄えとかもあるかと思いますのでそれにつきましては団

体のほうとも相談して…。

【神田会長】

ほかにありませんか？無いようですのでそれでは議事に入ります。

議題であります今後の浜益区の地域づくりについて意見交換を進めて参ります。

浜益区の将来を見据えたまちづくりについてフリートーキングをしていきたいと思います。なお事

務局より会議案内の中で本議題についての積極的なご意見をいただきたいとしておりますので、委員

皆様の積極的な発言をお願いします。

それでは休憩いたします。
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～休憩中～

【神田会長】

協議を再開いたします。

【寺山委員】

はい。ちょっと個人的な意見も入るんですけど皆さんもご承知の通り、肉牛生産を市の協力のもと

行っているんですけども、他の食材と比較して単価が高いのと出荷の時期にもよるんですが、精肉と

して地域の方々の口になかなか入らない現状です。浜益区の将来を見据えたまちづくりとの議題です

ので、皆さんの意見、アイデアなど聞かせていただければと…。

【三浦委員】

「ほくせん」でＰＲするって新聞でみたんだけど、そこでお願いするわけにはいかないのか？

【支所：赤間支所長】

石狩市全域、厚田区、浜益区での特産品のＰＲですね。たしか牛肉は入っていなかったと思います

が、インターネットでの受注となると難しいのでは…。安定して供給できる体制でなければ、注文し

ました品物がありませんでは、今後の評判が悪くなってしまう。

【支所：小島主査】

１頭あたりの売値ってどのくらいになるのでしょうか？

【寺山委員】

そういう計算はしないんですよね。まずランクで価格差がありすぎるので一概に言えない。ただ、

ふるさと祭りとかでしたら、浜益区の人達は食べたことのあるのですぐ売り切れとなるが、石狩市で

のイベントだとランクの低い赤みが強い肉のほうがおいしく見える。サシが入っている肉は白っぽく

見えるらしくて、敬遠される。１回食べてもらうとまた買ってもらえるんだけど。浜益ふるさと祭り

、 、 。では１頭まるまる売れる 商品が足りないくらい できれば年数回同様のイベントがあればいいのに

【神田会長】

確かに、私としては年に１回のふるさと祭りしか味わえなくて、物足りなく感じている。

【支所：小島主査】

そう考えると、ふるさと倶楽部ガルのオープン６月はいい時期？

【寺山委員】

ただ、今現在頭数が少ないんで…いま６月に出せと言われても、精肉として出せるものがない…

【神田会長】

まあ、年に３回程度ふるさと祭りと同規模で和牛が味わえるのであれば、私は買うね。

それでは、休憩いたします。

～休憩中～

【神田会長】

協議を再開します。フリートーキングですからまだあると思いますけども、時間も時間ですので今

日のフリートーキングはこれで一応閉じたいと思いますけどよろしいでしょうか？

【寺山委員ほか】

はい。

【神田会長】

それでは、閉じさせていただきます。各委員から出された意見について事務局でまとめていただき

今後さらに議論を深めて参りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

本会議と致します。次にその他で事務局でなにかございますか？

【支所：渡邊課長】

ありません。
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【神田会長】

それでは、本日予定しておりました案件についてすべて終了いたしました。ありがとうございまし

た。続きまして事務局から次期協議会の開催について提案があります。

【支所：渡邉課長】

それでは私のほうから次期開催についてでございますけど、新年度予算のなかでですね地域協議会

にアドバイザーということで予定しておりまして、その中でいろいろな地域づくりについてのお話を

していただくだとか、いずれにしましても地域自治区もちょうど残り後、年度途中で半分になります

んで、将来の浜益区のまちづくりに向けた本格的なそういった取り組みといいますか、続けていって

いただきたいな、そういう意味もありましてですね、アドバイザーを設置、招聘するといいますか、

予定しておりますので、そういったアドバイザーの講演会といいますか、そういった予定もございま

、 、すのでその時期が４月中に開催できるか 翌月にずれこむか調整してみないとわからないんですけど

いずれにせよ４月の開催の月日をきめていただいて、あとはもしアドバイザーのほうで講演会という

ことになればですね、また日程変更となりますけども、一応ここで４月の後半の日程だけ決めておい

ていただきたいなと思います。週としては１９日の週で。２５日の週となると月火水って木曜日から

連休っていいますか、１９日の週の、水曜ですか、水曜日というと２１日か２２日ということで、ど

ちらか。

【神田会長】

どちら、いいですかやっぱり水曜日なら２１日で。一応２１日で。

【支所：渡邊課長】

時間については、新年度になりますんで４月から時間、昼間の時間長くなりますので、農作業いろ

いろな作業が出てきますので６時半からということで、去年の計画で決めてますんで。いかがでしょ

うか？

【神田会長】

それでは、次期開催は４月２１日水曜日、午後６時半からに致したいと思います。よろしいでしょ

うか？

【全員】

はい。

５ 閉 会

【神田会長】

はい、それではそのように致します。

以上をもちまして、第９回浜益区地域協議会を閉会致します。ご苦労様でした。

平成２２年 ４ 月２１日議事録確定

石狩市浜益区地域協議会

会 長 神 田 一 昭


