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平成１９年度第７回石狩市厚田区地域協議会 

 

【日 時】 平成１９年 ９月２８日（金） １６：０５～１７：１０ 

【場 所】 厚田支所 会議室６ 

【出席者】 菅原会長、小野寺委員、河合委員、桐山委員、小林委員、柴田委員、高橋委員、 

畑中委員、藤田委員、八木沼委員 

     （欠席～佐藤副会長、上山委員、笹木委員、長委員） ※正副会長を除きあいうえお順 

【傍聴者】 なし 

【議 題】 (1) これまでの取組状況について（報告） 

      (2) スクールバス一般混乗の実施について（報告） 

      (3) ライフサポート活動の提案について 

【資 料】 資料１：これまでの取組状況 

      資料２：スクールバス一般混乗の実施について 

      資料３：ライフサポート分科会提案内容 

 

１．開会 

○尾山課長：第７回地域協議会を開催いたします。菅原会長のほうからごあいさつをお願いいたし

ます。 

 

２．会長あいさつ 

○菅原会長：皆さんこんにちは。大変暑い夏も時を経ると涼しくなりまして、朝晩はめっきり寒く

なったと思います。 

 平成１７年１０月から、この厚田区地域協議会が発足しまして、任期が２年間ということで、本

日を持って満了ということですね。この間皆様方には大変お忙しい中、精力的な活動並びにご理解

とご協力をいただきましてお礼を申し上げます。本日は４時からの開催ですけれども、お集まりい

ただきましてありがとうございます。 

 今回の議題はここにありますとおり、２年間の総括等々しながら、次の協議会への引継ぎ事項の

確認をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

３．議題 

 (1) これまでの取組状況について（報告） 

○菅原会長：それでは早速議題に入りますが、これまでの取組状況について事務局より説明をお願

いいたします。 

○尾山課長：資料１をご覧いただきたいと思います。平成１７年１０月から合併して、地域協議会

が設置されまして、１７年度では８回、１８年度では１２回、１９年度では７回、総計で２７回の

会議を開催いたしました。その中で取り組んできたことをまとめました。 

 ①諮問事項の審議として、協議会設置早々、石狩市過疎地域自立促進市町村計画の諮問がありま

して、内容を審議して答申していただきました。 

 ②地域振興事業の検討でありますが、まず「あつたの歩み」の発行にあたりまして議論していた
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だきました。これは、今までの厚田の歴史を永遠に語り継ぎたいと期待しまして発行しました。基

金を活用した中で取り組んでおります。 

 次に体育振興事業としまして、区民の健康維持と地域間、世代間の交流を目的としながら、食や

スポーツを含めて取り組んでいこうということで体育振興事業というものを実施することになりま

した。８月に開かれました「スポーツと食の体験」、今後１１月には「ミニバレー大会」、年明けて

２月には「ウィンターレクフェスタ」を開催する予定でおります。これも基金を活用して行ってお

ります。 

 続いては、委員の中から提案されました交通システムの関係につきまして、地域の高齢者の足の

確保ができないだろうかということで、交通システム分科会を設置しまして取り組んできました。

今回、スクールバスの一般混乗事業として展開することとなりまして、関係部署等と協議を進めた

結果、１９年１０月１日より事業開始が可能だという形になりました。 

 次のライフサポート事業になりますけれども、これもライフサポート分科会を立ち上げ協議がさ

れておりますが、スクールバスの一般混乗ができないゾーンをどうやって対応していくべきかとい

うことで、これまで８回ほど会議を開催しております。お年寄りが「住みよい地域・安心して住め

る地域」を目指し、地域で助け合い、支え合えるシステムを検討するんだと、これを一つの目標と

して検討しております。地域の自治会との懇談会を含めた中で協力を得るとか、情報を得るとか、

地域と密接に連携していかなければいけないというのが理解できたのではないかなと思っておりま

す。詳細についてはこの後になりますが、分科会のほうから取りまとめた報告があります。 

 続きまして、地域協議会の様子や地域の情報が見えないということで、「厚田だより」の発行を検

討をし、前回皆様方にも説明しております。作成にあたっては、地域住民と行政とが一体になって

進めていくことを目的に、作成委員会を設置したうえで事業を推進していこうと考えております。 

 次に③自治連合会との懇談会の実施ですが、記載してありますように、自治会との密接な関係が

必要不可欠であるという協議会委員の認識の中から、任期中に２回の会合を開いております。 

 ④研修会の実施として、１８年１１月には、北海道の清水主幹が来て研修を行っております。そ

れと１９年４月には、市の佐々木部長が来て行っておりますが、それぞれ地域協議会のあり方や進

め方の手法、基金の活用など再確認するという形の中で行っております。 

 視察研修については、交通システム分科会の議論の中で、将来に向けて地域で助け合える仕組み

づくりが必要ということで、先進地である滝川市へ行って、地域で行われているライフサポート活

動について研修してきたというものです。 

 これらが２年間の主な取り組みということで整理させていただきました。裏をめくりまして総括

として記載しておりますが、１期２年間の地域協議会活動、事務局も含めましてですが試行錯誤の

中で取り組んできました。皆さんそれぞれ仕事を持っている中で委員として参加し活躍いただいた

ことにつきましては、厚田区の活性化さらには特色ある地域づくりのために、２年間ご苦労をおか

けしたことに対して心よりお礼申し上げます。また、協議会での議論のみならず、二つの分科会が

発足しまして、多くの委員さんが地域に入って聴き取り調査を行ったり、地域の声を引き出しなが

ら地域ニーズを把握できたことは、委員活動に大きな励みや、やる気・やらなければという強い思

いが芽生え、今後の新委員へ引き継がれることとなります有償ボランティア活動によるライフサポ

ート事業の実現と、新たな発想と今まで以上の地域の声を拾い集めた中での協議が行われることが

期待されるものと感じております。このことがさらなる地域活性化への結びつきや地域協議会のさ

らなる発展、新たな事業展開への第一歩となるものと確信しております。いずれにいたしましても、
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２年間の任期を終え、退任される委員さんにおかれましては、地域づくりの実働部隊の一員として、

また、地域の声の発信源としてご活躍されることをお願い申し上げて２年間の総括といたします。 

○菅原会長：この２年間の地域協議会の取組状況、それと含めまして総括をまとめていただいてお

りますが、委員の皆さんから何かあればお伺いいたします。 

 確かに、何をやればいいんだというところから入ったわけですから、なかなか視点が定まらない

こともありました。いずれにしましても、初めての試み、また他に例のない中で非常にご苦労もお

かけしました。その中で前向きな発想が何点か実現に向かって進んだと、数は少ないですけれども

一定の成果を収めたというふうに私は思っております。 

 この件に関しては、何もなければこれでよろしいですね。 

 

 (2) スクールバス一般混乗の実施について（報告） 

○菅原会長：それではスクールバス一般混乗の実施についてを説明願います。 
○高田主査：私のほうから資料２を説明させていただきます。この地域協議会の一つの成果と言っ

てよいと思いますけれども、１０月１日からスクールバスに一般の方が乗れるようになりました。

今日ですが、各町内会長を通して、このお知らせを回しております。また交通システム分科会の中

で聴き取り調査を行った際に７名の方から「ぜひ利用したい」との声がありまして、その方には事

前に直接説明に回っております。 

 利用の仕方の部分で、料金は取りませんが、事前に運行会社のほうに予約をしてもらうと、事前

に乗りたいという意思を伝えてもらいます。理由としては、学校は結構、学芸会だとか休日の行事

があったりで月曜日が振替になったりだとか、学校から地域には流れているんですけれども、その

辺の事情で待っててもバスが来なかっただとか、そういったことを防ぐために事前に新厚ハイヤー

に連絡をして利用していただくことにしました。皆さんもご存知かと思いますが、あくまでもスク

ールバスということなので、子どもたちがいなくなれば路線もなくなり、スクールバスに乗ること

もできなくなりますので、これを第一弾としてまずは事業を立ち上げ、次につながるものをと考え

ているところです。 

 どのくらいの利用があったかということは、追って皆さんのほうにもお知らせしていきたいと思

いますので、地域の方へもスクールバスが利用できるようになったということを周知していただけ

たらと思います。 

○菅原会長：これについて何かご質問あれば。 

 今の段階で何人か利用したいという方がいれば、結果よかったですよね。なければ次に進めます。 

 

 (3) ライフサポート活動の提案について 

○菅原会長：ライフサポート活動の提案についてということですが、分科会のほうからですね、説

明お願いします。 

○桐山委員：座長が今日、都合悪く欠席しておりますので、出ている資料を読み上げる形になりま

すが私のほうから説明したいと思います。 

 提案の趣旨でございますが、区内の高齢弱者等地域の人たちがお互い助け合い協力して、いくつ

になってもこの地区で安心して住み続けることができる地域の確立を目指し、ライフサポート分科

会が設置され、現在まで８回の分科会を開催し検討が進められてきたところであります。しかし９

月末をもって現委員の改選期となることから、ここでいったん分科会としての大枠の考え方と実施
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に向けたこれからの進め方について、検討した結果・方向性について本日提示させていただき、地

域協議会委員皆様からの意見をいただきたいと考えておりますので、ご意見等よろしくお願いいた

します。 

 これまでの検討経過になりますが、第１回が３月２３日で、これからの進め方について協議、座

長・副座長を互選により決定し、今後の進め方について協議。第２回が５月１８日で、ライフサポ

ート分科会としての目標を全体で確認、「住みよい地域」「安心して住める地域」を目指すと。第３

回は６月１４日、ライフサポート事業を進めるにあたり住民ニーズの把握、区内全域の高齢者を対

象に聴き取り調査を実施。第４回は７月６日、聴き取り調査結果から地域ニーズの確認と支援項目

の検討、調査結果から「交通」「除雪」に苦慮している住民が多いことを認識。第５回は７月２０日、

自治連合会との懇談、これまでの取り組み状況と聴き取り調査結果による住民ニーズを報告。第６

回は８月１日、ライフサポートマップの検討、サポートマップの必要性について議論。第７回は８

月２４日、分科会としての大枠の考え方と今後の進め方を検討、改選期を控えこれまでの活動内容

を地域協議会へ提言する内容の取りまとめ。第８回は９月２０日、地域協議会への提案内容の確認、

ライフサポート分科会として地域協議会への提案内容を最終確認ということで会議を行っておりま

す。 

 裏になりますが、基本的な考え方としまして、①ボランティア意識の高い人たちが集まり、自ら

が組織を確立し自主運営を図る。②聴き取り調査結果から日常生活支援項目を「足の確保」「除雪の

問題」に絞り込み運営をスタートし、その後地域ニーズを確認しながら支援項目の拡大を図る。③

利用者の一覧をデータとして整理しながらライフサポートマップの作成を進める。（個人情報の保護

について十分注意が必要）④事業実施にあたっては他の団体・会社等と競合することのないよう、

今ある組織を十分意識したなかで調整を進め支援項目を決定していく。⑤足の確保については、自

宅から最寄りの中央バス停留所を基本とする。⑥事業主体は任意団体からのスタートとし、最終的

には法人化（ＮＰＯ）を目指すことも視野に入れ検討を図る。 

 次は案になりますが、運営・組織立上げに向けた方向性・取り組みということで、①新メンバー

への引継ぎとして、ライフサポート事業について理解を深める、引継ぎを受けた実施計画案の再検

討。②準備委員会委員の募集として、ライフサポート分科会の方向性・目指すものを地域住民へ周

知し、準備委員会委員を募る。③準備委員会での検討事項として、有償ボランティア組織運営に向

けた詳細・ルールづくり。④ライフサポート事業受付開始、有償ボランティア事業のスタート。こ

ういった方法で取り組むといいのではないかということです。 

 準備委員会というものができるということで、これがどのくらいの規模になるのか、そしてその

委員というのはそれを専門にやるわけですから、より具体的なことを詰めていくことになると思い

ます。 

○菅原会長：はい、ありがとうございます。皆さんのほうからまずはご質問などありますか。 

○尾山課長：ただ今、桐山委員から説明をしていただきましたけれども、新しい地域協議会委員の

中でまたライフサポート分科会を作ります。そこで、この大枠の部分を再度確認しまして、一定の

方向が見えたら準備委員会というものを立ち上げる形となります。この準備委員会はライフサポー

ト分科会の委員の方でもよろしいですが、それとは関係なく地域住民の中からこのボランティア活

動を理解していただいた方に集まっていただいて準備委員会を立ち上げていくと。事業の実現に向

けて立ち上げる組織です。③にある有償ボランティア組織運営に向けた詳細・ルールづくりについ

ては、この準備委員会で検討していただくことになります。ライフサポート分科会と十分な連携を
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とりながら、準備委員会で決まったことを分科会へ報告し、分科会から地域協議会へ報告してもら

うという流れになるかと思います。 

 分科会では、できるだけ早く始められればという気持ちがあるものですから、まずは足の部分と

除雪の部分に絞って事業を立ち上げていきたいと進めております。これらは新しい分科会に引き継

がれることになりますが、準備委員会のほうも私ども事務局として関与していかなければならない

のかなと考えておりますので、事務局としても両方の動きを視野に入れながら動いていきたいと考

えております。 

○菅原会長：皆さんの意見をお聞きしたいと思いますが。 

 今の説明のとおり、実施部隊には別の組織ができるという考え方ですよね。その中にこの地域協

議会のメンバーが参加していただくことも大事ですから、その辺の理解をいただきながら準備委員

会にはぜひご参加をいただきたいと思います。 

○桐山委員：準備委員会が実行委員会になるんでしょ。各地区から５名なら５名集まることができ

れば実現可能だと私は思います。 

○菅原会長：このようなまとめで次の委員さんに引き継ぐということでよろしいですかね。何か付

け加えたいことがあればお聞きしますが。ないようですので、いいですね。 

 

４．その他 

○菅原会長：今までを振り返って、皆さんからお話をしていただければと思いますが、誰か発言の

ある方おりますでしょうか。 

○桐山委員：前例がない中で始まったからね、後からできたところはいろいろなことやってるんだ

ろうけれども。一つ言えば周知の関係でね、こっちで事業をやっているのに、他のほうの違う行事

に参加してるということに非常に憤慨してね。息子や嫁さんが一生懸命こっちでやってるのに、じ

いさんばあさんは自分から申し込んでゲートボールに行っているとかね。団体で代表だっていうん

ならわかるんだけど、考え方違うんじゃないのって。やっぱり区でやってる事業なんだから地域の

人はね考えてもらわないと、少し大きな声を出したんだけどもさ。残念だ。 

○菅原会長：もう少し住民の皆さんが一つになって事業に参加していただけたらよかったなってこ

とですよね。ミニバレー大会やウィンターレクフェスタなども住民が一体となって取り組めるよう

な内容を期待したいということです。他にございませんか。 

 自治連合会との交流というのも一定程度していただくというのも大事ですよね。 

○桐山委員：高齢者クラブとかもね、年間スケジュールの中にこういったことを入れて取り組むと

いうことも必要なことだと思いますよ。 

○菅原会長：そういったこともあって、足の確保というのが検討されているわけですけども、ゆく

ゆくはライフサポート事業のほうに期待したいものですよね。 

 畑中委員さんどうですか。 

○畑中委員：新しい委員さんの考え方にもよると思うんですが、あちこちで結構地域協議会が立ち

上がっているようで、インターネットなどを見るといろいろと出てくるんですが、地域が違います

から同じように考えることはできないんですけれども、全国の状況なんかも情報としてあればいろ

んな発想が広がっていくような気もするので、そういった情報も提供していただけたらなと思って

おります。 

○菅原会長：時間もありますし、順番に一言ずついただきましょうか。次、柴田委員。 
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○柴田委員：全然関係ない話になってしまうんですが、公園の戸田先生の生家のところから恋人の

聖地に上がっていくところの階段なんですが、あの状態で整備されてるのかなと思ったんですが。 

○唐沢部長：恋人の聖地に認定される前後に、公園管理を担当している本庁のみどりの課で大きな

修復はできなかったんですが、石につまずいて転ぶようなことがないような部分での整備はさせて

いただきました。限られた予算の中で十分な修復はされておりませんけれども、最低限の整備だけ

になっております。 

○柴田委員：上がったところの芝なんかはどうなんですか、あまり綺麗に見えなかったんですよね。 

○谷本区長：現況の状態での管理なんで新たに芝を張ってということになると、ご承知のとおりの

財政事情なもんでね。言われるのはごもっとものことだと思いますが、現状より悪くならないよう

に努力すると。 

○柴田委員：基金なんかは使えないんですかね。 

○谷本区長：ああいう経常的な部分にはダメなんです。新たにこれからの地域づくりに役立つこと

には使えるんですが。 

○高橋委員：基金というのは、ライフサポートなり住民にプラスとなることに使ってほしい。確か

に恋人の聖地には人が来てるのかもしれませんが、どれだけの人が厚田にお金を落としてくれてい

るのかとなると、食べ物屋さんにも来ていないと聞きますし、朝市なんかでも魚を焼いて食べられ

ればって、それもないんだったら魚買って帰らないという人が実際にいるんですよね。ですから、

もし恋人の聖地に基金を使ったとしても住民に反映されないのであれば使ってほしくない。本当に

必要なことを探してほしいというのが新しい委員さんにお願いしたいという気持ちなんですよね。 

○菅原会長：それはいろいろと考え方がありますからね。人が来るということは直接効果はなくて

も、相乗効果と言いますかありますからね。 

 ライフサポートにしたって、そういったことをやっている地域に私も住んでみようなんてことが

あったら、それも一つの大きな効果ですよね。今いる人たちだけがどうのというわけじゃなくて、

少なからず別な効果もあるのだと思います。 

○藤田委員：私も今日で終わるんですけれども、地域振興を通して、若い人たちが活発に事業とか

できるサポートを地域協議会がしていっていただきたいなということです。札幌市に近い石狩市と

合併したということで、もっともっと若い人たちが地元に戻ってきて、活発な夢のある地域になる

ように、何か事業が出てきたときには活発な意見交換をして、若い人たちがいろいろと活動できる

ようになっていったらいいなと思います。 

○小林委員：研修とか受けてもさっぱりわからないような状態でやってきましたが、ただ体育関係

の事業が新たにできたということがよかったと思います。そういったことからどんどん広がってい

けばと思っております。 

○小野寺委員：この２年間委員をやってきたわけですけれども、特に活発な意見等も出せなくて２

年間が過ぎたなと思っております。私も商工会のほうから推薦されて出てきておりましたので、今

後若い方の意見を取り入れて、厚田区の未来を考えたほうがいいのではと思いまして、今まで商工

会青年部であった方を委員に推薦しております。そういう若い人に今後の厚田区を託したいと思い

ます。基金の活用にあたって、先日佐々木部長さんが収支の合う予算を作っていただきたいという

ような話をしていたかと思いますが、なかなかそんな事業はないと思うんですよ。もっと５年、１

０年先と将来を見て使えるような方法を考えていただきたいと思います。 

○八木沼委員：つじつまが合わないようなことばかり、随分言ったような気もして迷惑もかけたと
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思います。ただ一つ、委員の任期のことで、次の委員もやっぱり９月で終わるんですか。 

○谷本区長：はい、１０月１日から２年後の９月一杯ですね。 

○八木沼委員：やっぱり条例か何かで決まってるんですか。言わせてもらえば、９月というのはう

まくないよね。新しい委員は３月まで延長してもらえないかなっていうのがね、と言うのは、自治

会とかいろんな団体などの役員改選などあるでしょ、そういったことに噛み合うような形にできな

いのかなと。 

○谷本区長：たまたま合併が１０月１日ということから、そこを基点に２年ですよということです

ね。 

○桐山委員：区長の任期にだって絡むんでないの。 

○谷本区長：私も任期は２年で、今月一杯で終わりです。 

○尾山課長：合併のときの協議書があるわけですけれども、合併時がスタートなわけで、そこから

１０年ということですので、そのサイクルに合わせて区長も委員の任期も２年ずつになっています。 

○菅原会長：４月１日が合併だったらよかったんだけどね。でも気持ちはわかります。予算から何

から都合がいいですからね。 

○桐山委員：私は合併協議会委員からずっと関わってきたわけですけれども、地域協議会がこれほ

ど縛られたものだったとは想像もしておりませんでした。法律と平行して検討していたわけですけ

れども、勉強不足で大変申し訳ありませんでした。 

私は一生懸命それなりに努力したと思いますが、住民の方が地域協議会のことを認識していない、

我々もそうですがね、団体の悩みを吸い上げたのになんで何の返答もしてくれないって、ついこの

間言われまして、自治連合会の役員さんからね。 

○菅原会長：それは、私も言われてます。 

○桐山委員：一言だけ言ったんです、それは発言をしたにしても、担当課と団体と協議を重ねる必

要がありますと。 

○菅原会長：何やってるのよっていう話なんですよね。 

○桐山委員：だんだん認識してくると思いますけど、今はまだ協働ということを認識していません

から。 

○河合委員：今、２年間何をやってきたのかなって振り返ってみてるんですけど、私は体育関係で

出てきてて、体育のことはと思いながらも大したことができなくて、一応スポーツについては、８

月にですか、皆さんの力を借りてスポーツと食の体験を開催できました。ミニバレーとウィンター

レクについては、今後も続けてやりたいということで、基金のほうからも助成をいただきましてお

礼を申し上げたいと思います。今後もこの事業については何年も続けていきたいと思います。あと

ライフサポートについては、新しい委員さんにぜひ実施をしていただきたいと思います。 

○菅原会長：今日出席の委員さんそれぞれに発言をいただきましたので、最後区長からお話をいた

だきたいと思います。 

○谷本区長：本当に２年間お世話になりました。今委員の皆さんからお話があったことはもっとも

だと思いますけれども、最近若い人の動きというか、農協関係など含めまして若いグループができ

てまして、何とか地域の活性化につなげようという動きが出ておりますし、そういう面ではこれか

ら楽しみだなと思います。桐山委員さんも言われましたが、本当に地域協議会なり、厚田区なり、

厚田支所なりというものが、今何をしてるんだ、今どういう状況にあるんだろうというような声は

聞こえてきております。そういう中で先ほども厚田だよりのことが出ましたが、情報発信はこれか
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ら常にしていかなければならないし、ほとんどの委員さんが交代になるんですけれども、それぞれ

の自治会の中で活躍されることと思いますので、いずれにしてもこれからは自治会との連携が一番

必要だと思っております。やはり自主的に自分たちで地域を作っていくんだということの基本とな

るのは、住民一人ひとりですし、その一人ひとりを組織している自治会が、これからいろんな部分

で事業などを含めて実施していかなければならないのではないのかなと思っております。ただ町内

会をまとめるんじゃなくて、厚田区を自治連合会が引っ張っていく形になっていけば理想的な地域

づくりができるのではないかと思っております。その過程の中で必要であれば、基金の活用もでき

るのではないかなと思います。決して使うなというのではなくて、理論、理屈が通っていれば使え

ると思っておりますので、地域の中でいろんな部分で声を出していただければ、相談にも乗るし、

地域協議会でも議論していこうと思いますので、そういう橋渡しなり、発信源として地域で活躍し

ていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○菅原会長：その他何かありますでしょうか。 

○尾山課長：本日、地域協議会委員選考委員会がありまして、その中で１５名の委員を確保できま

したので、お知らせいたします。新しい委員については、時期を見てお知らせしていきたいと思い

ます。 

 

５．閉会 

○菅原会長：前段申し上げましたとおり、２年間大変ご苦労様でございました。最後一人ひとりか

ら２年間を振り返ってのご意見、また、次の委員の方々へ託す希望も含めて前向きなご意見をいた

だきましたことをお礼申し上げます。先ほどらいお話がありますとおり、地域の住民一人ひとりが

協働の精神と言いましょうか、ちょっとずつ理解していただく、こういった働きをしていかないと、

期待感ばかりが大きくて、協議会の運営が非常に苦しくなると思うんです。そのことを私も含めて

この２年間で経験したものですから、そのことは地域の皆さん方に声を大きくして話をしていかな

ければならないなと思っております。皆さんはそれぞれの立場で地域の活性化のためにご尽力をい

ただきますことをお願い申し上げ、また、皆様のご健勝をご祈念申し上げながら閉会のあいさつと

させていただきます。どうもありがとうございました。 
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