
  

 - 1 - 

平成１９年度第６回石狩市厚田区地域協議会 

 

【日 時】 平成１９年 ８月３０日（木） １８：００～１９：０５ 

【場 所】 厚田支所 会議室６ 

【出席者】 菅原会長、佐藤副会長、小野寺委員、河合委員、桐山委員、高橋委員、長委員、 

藤田委員、八木沼委員 

     （欠席～上山委員、小林委員、笹木委員、柴田委員、畑中委員）正副会長を除きあいうえお順 

【傍聴者】 １名 

【議 題】 (1) 地域協議会委員改選に係る考え方について 

      (2) (仮)厚田だよりについて 

【資 料】 資料１：地域協議会委員改選に係る考え方について 

      資料２：(仮)厚田だよりについて 

 

１．開会 

○尾山課長：第６回地域協議会を開催いたします。本日は、畑中委員、小林委員、柴田委員、笹木

委員から欠席との連絡を受けております。上山委員については何も連絡は受けておりませんが、定

刻になりましたので開催したいと思いますので、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：皆さんおばんでございます。今年の夏は大変暑い夏でありまして、８月の後半になり

ましても暖かい感じがして残暑厳しいようでござますが、夜分皆さまにはお集まりいただきまして

ありがとうございます。 

 私どものこの協議会も、来月をもって２年ということで、２年間それぞれの立場で精一杯がんば

ったつもりではおりますが、本当に目的を達成できたかということは、またそれぞれの思うところ

であろうと思います。今月と来月は新しい委員さんにつなげていけるような、そんな協議会であっ

てほしいと思います。 

 本日は、二つの議題がございますので、十分なご審議をいただきますようお願い申し上げて、開

会のあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

３．議題 

 (1) 地域協議会委員改選に係る考え方について 

○菅原会長：早速ですが、地域協議会委員の改選に係る考え方について説明をお願いいたします。 

○尾山課長：この度、地域協議会委員の選考にあたりまして、前回の委員選考時に設定されており

ます、厚田区地域協議会委員選考委員会の設置要綱がありまして、それに基づきまして選考事務を

行っております。この委員のメンバーには、区長及び部長、そして支所内の管理職で構成されてお

ります。委員長には区長が、副委員長には部長が就任しておりまして、事務局として地域振興課が

担当するという流れになっております。 

 今年度からスタートしました第４期石狩市総合計画におきましても、厚田区の目標とすべきとこ
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ろが示されております。計画上に「魅力ある地域の形成を目指す」とありまして、その実現に向け

た対応として「地域協議会委員を核とした住民の取組み」を基本にしておりますので、区民の協力

なくしてこれは実現しませんので、地域活動にご理解とご協力を願いたいと考えております。 

 資料の説明に入りますが、今回も前回同様１５名の委員で構成していきたいと考えておりまして、

①一般公募委員につきましては、広報いしかり８月号で既に募集をかけておりまして、昨日の８月

２９日が募集締切という段階で３名の方から申込みをいただいておりますので、ご報告させていた

だきます。 

 次に②学識経験委員の選考についてでありますが、２号委員は２名ということで、現在、佐藤委

員と藤田委員が学識経験者という形の中でご協力をいただいておりますけれども、この２号委員の

取扱いにつきましては、現職の委員さんと協議させていただきまして、選考委員会の中で決定して

いきたいと考えております。 

 最後に③団体推薦委員の１号委員ですが、１０名という枠が設定されております。推薦団体の選

考についてでありますが、下のほうに団体を選んだ理由として、厚田区の基幹産業である一次産業

と観光産業に力を入れる、自治連合会とも連携を図る、地域で活躍する文化団体も意識する、女性

登用率の向上を図るなどの理由から選んでおります。 

 北石狩農業と石狩湾漁協からは現在１名ずつのところ、さらに１名ずつ増員しまして２名ずつと、

石狩北商工会からはこれまでどおりの１名をお願いしたいと考えております。厚田区自治連合会か

らの推薦は２名のところ１名増として３名と考えております。残りの２名につきましては、文化協

会と体育協会からお願いしたいと考えております。 

 前回推薦していただきました社会福祉協議会と青年団体協議会、女性団体連絡協議会につきまし

ては、総体的にカバーされるものと判断いたしまして選考から外させていただきました。以上で説

明を終わります。 

○菅原会長：これは委員のほうに意見を求めることになるんですか。 

○谷本区長：基本的には選考委員会の中で方向性を見出したということで報告という形になります

けれども、もし何かあればということで。 

○菅原会長：はい、わかりました。基本的には委員を選考する委員会がありますので、ここでどう

こうということにはならないですけれども、皆で地域協議会を育てていこうという観点から、もし

ご意見があれば出していただいて、参考とさせていただきたいということですね。 

 いずれにいたしましても、一般公募の部分は３名ということで、希望者が申し込むものですから

何も言うことはありませんし、学識経験者についても、我々がどうこう言う立場じゃありませんか

ら、③の新たに依頼をする団体と人数のところで何か意見があればお伺いいたします。 

○小野寺委員：これは、我々委員がどうこう言う問題じゃないんでないの。私はこれでいいと思い

ます。 

○八木沼委員：住民が年寄りばかり多くなっている中で、社会福祉協議会を外したというのはどう

いう考えなのか。 

○菅原会長：公共的団体の提案理由はありますが、今の意見について特段の理由があれば説明願い

ます。 

○尾山課長：今回は、区の基幹産業である一次産業の母体となる農協と漁協の部分にウェイトを置

いてみたいということで人員の増を考えました。その関係から総体枠１５名の中で考えたときに、

別に社協がというわけじゃないんですが、福祉に関しては皆さん大切だと理解してますので、その
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ことについては、委員がいないからやらないというわけではなくて、全体の中でカバーしていける

だろうという判断で外させていただいたと。 

○桐山委員：私はこのとおりでいいと思いました。社協の役員も自治連合会と関わっておりますの

で、基幹産業のほうに重点を置くということであれば、八木沼さんが言われていることはよくわか

りますが、福祉のことは論議の中で黙ってても向いていくと思いますので、第一次産業に重点を置

いたという考え方で、福祉がないがしろにされたというわけではないと思いますので、見た限りで

はこれでいいと思います。 

○谷本区長：今、尾山課長が説明したとおり、今後については主体的には一次産業と観光との結び

つきに力を入れようと、そのため人数を増やそうと。それから、何よりも自治会との連携が必要だ

ということで増やそうと。そしたら残り二人しかならないねと、だけども我々も社協の部分含めて、

八木沼さんが言われるように、高齢社会に向けて社協からも必要でないのかとの意見も出たんです

けれども、総体的に自治会なりから選ばれてくるとなると、いろいろな部分でカバーされるだろう

ということで、人数の制限もあって、桐山さんが今言われたことが本当の気持ちで、こういう形に

させてもらったということです。 

○尾山課長：今ライフサポート分科会を立ち上げておりますけれども、これは次期協議会にも引き

継いでいこうという考え方を持っておりますので、福祉の部分についてはその中でも話し合われる

のかなと思っております。 

○菅原会長：私のほうからも感想を申し上げますと、提案理由を見た限りではいいのではないかな

と思います。社協の関係については、自治連合会の枠が１名増やしておりますので、その辺で社協

等に精通された方なりの推薦をお願いするというのも一つの方法でありますし、選考委員の方には

その辺も配慮願いながら、こういう意見があったということで。 

 そういったことで、これはいろいろと考え方がありますから、どれが正しいというわけじゃあり

ませんからね。いいですかね。 

○八木沼委員：桐山さんがいいって言うならいいですよ。 

○尾山課長：私のほうで、選考委員会の事務局を持っておりますので、この場の意も汲みながら進

めていきたいと思いますので。 

 

 (2) (仮)厚田だよりについて 

○菅原会長：それでは引き続きまして、(仮)厚田だよりについてを説明願います。 
○尾山課長：以前から地域協議会の情報伝達という部分で考えておりましたけれども、どうしても

行政側の一方的な情報発信はどういうものかということで、事務局で検討した結果、これは案です、

たたき台ですけれども提示させていただきます。 
 発行の目的につきましては、地域協議会の内容、地域で行われている取組み、また支所の取組み、

これらを含めた中で対応していきたいと考えております。 

 先ほども言いましたように、行政側の一方的な発信ではなくて、地域住民と連携した中での取組

みにしたいと考えております。そのため作成委員会の設置を考えておりまして、それぞれの地域か

ら記事を作っていこうと、協力者を募りながら委員会を立ち上げていこうと考えております。 

 役割分担になりますが、作成委員会は、各委員で地域の情報を収集して記事を作成していく、そ

れから全体的な構成から最終校正までを行うと。一番大きなウェイトを占めると思われます事務局

なんですが、原稿をもらった後で、パソコンの入力だとか、印刷など全体的な作業を行うことにな
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ります。この事務局は、当分の間ですけれども地域振興課で行うと、将来的には作成委員会の中で

できるように協力していきたいなと思っております。地域振興課は地域協議会の事務局を持ってお

りますので、会議の内容については、私どものほうから記事として委員会のほうに提出するという

ことで考えております。 

 発行要領に入りますが、情報紙名は、仮称ですが「厚田だより」。発行者については、厚田だより

作成委員会。規格としては、Ａ４の縦、２ページ程度でモノクロ両面印刷、横書きで考えておりま

す。発行は毎月上旬でどうだろうか。配付については、全戸配付も考えておりましたけれども、事

務局側では町内会の班に配って回覧方式でいいのではないかと考えております。ちなみに、全戸配

付になると１，０５０部ですから、５倍くらいの印刷量になります。 

 事務局サイドで考えたときに、将来的には行政を離れて、逆に言うと作成委員会がスポンサーを

見つけてきてというのが、方向としてあり得るんでないかと思っております。 

 スケジュール案ですが、支所内における周知徹底を９月中にやります。１０月に入って作成委員

会のメンバーの募集を行い、１か月程の募集期間を持ち、１１月下旬にメンバーを決定し、周知し

ます。１２月上旬に作成委員会を発足し、今示しておりますたたき台をこの委員会の中で決定して

いただきたいと考えております。年末年始の忙しい時期を外しまして、２月中旬くらいに原稿の締

切にして、３月に入って中間校正を行い、また支所関係の情報につきましては、支所内部の課長連

絡会議という組織で校正を行うと、そして最終校正を経て、下旬に市の広報と一緒に配付するとい

う流れで考えております。以上です。 

○菅原会長：説明をいただきました、意見のある方は発言願います。 

○長委員：作成委員会というのは、協議会のメンバーをもって作るのか、それとも参加していただ

ける方という形なのか、どちらを想定しているんでしょうか。 

○尾山課長：事務局としては、後のほうの公募でと考えております。そういう形でないと長続きし

ないと考えておりますので、興味のある方、やってみたい方、そういう方たちに呼びかけて対応し

ていきたいなと思っております。 

○長委員：月に一回で年十二回出すということになると、どのくらいの費用がかかるんですかね。 

○尾山課長：予算につきましては、カラーでなく白黒で考えておりますので、諸経費の中で対応で

きるんではないかと考えております。段々記事が増えたりするんであれば、将来的には広告を登載

するなどしてスポンサーを見つけてもらって、印刷などそちらの協力を得ながらやっていければい

いのかなと考えています。 

○長委員：その考えはいいんだけど、費用がいくらくらいかかって、スポンサーを見つけてやると

したら年間どのくらいのお金をこの委員会で工面しなきゃならないのか、その辺のシミュレーショ

ンもあるのかなと思ってたんだけど、ないんだ。 

○尾山課長：委員会のほうとは切り離して考えてますので。 

○長委員：先ほど言ってたように、役所の雑費のようなところで捻出するということであれば、そ

れはそれでいいのでしょうけど、まるっきり民間の手に渡るということであれば、やっぱりどのく

らいの費用がかかるのかわかんないことには、せっかく始めたけど役所が金がないからやめたよな

んていうことになったらね。 

○尾山課長：事務局は当分の間という形で行政がやりますという提案だったんですけれども、皆さ

んボランティアということでやっていきますんで、出てくる経費は印刷代ぐらいだと思うんですけ

どね。 
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○長委員：せっかく作るんなら全戸配付にして、保存しておけるようにしておいたほうがいいから、

年に十二回出すことを考えるよりも、年に四回ぐらい出すとかね。皆家に置いとけば、子どもが帰

ってきたら見るとか、お客さんが来たときに見るとか、回覧ではもったいないですよ。 

○尾山課長：当初の考えでは地域協議会だよりなんですよね。年四回とかってなると、地域協議会

の活動が３か月に一回のお知らせといったことになるんで、できるだけ速やかに周知したいという

のが事の始まりだと理解していたものですから。 

○長委員：市の広報で、厚田区とか浜益区のページというのはなくなるのかい。 

○尾山課長：もう既になくなっております。合併当初については、両区の行事などを出してきたん

ですが、１年ちょっと経過した中で、もうそろそろ市として一本化した広報を作っていこうと、支

所のページについてはなくなりました。 

○菅原会長：私のほうから確認させていただきたいんですが、作成委員会を作りますよね、これに

は役所の職員が住民という立場で入ることは構わないんでしょ。 

○尾山課長：それは一向に構わないです。委員会の中では職場を離れて一委員という立場ですから。 

○菅原会長：それは大いに期待するね。それでないとなかなかできないよ、これは。 

○尾山課長：地域の方々が集まって地域の情報を伝達しようよと、その中に行政側の地域協議会の

情報を一項目入れさせてもらおうよという考えなんです。そこで新聞なり広報を作る段階で、作る

経験がないと、そういう方がいればいいんですけれども、いればその人にやってもらうんですが、

そういうものに慣れてもらうためにも、当分の間、地域振興課、私たちのほうで取りまとめて発行

していこうよということで行政が携わることとなりました。 

○長委員：本当にそうかな。ここに来ている人は皆そうだと思うんだけど、それぞれの団体で活躍

している人だからね、それぞれの団体で年に何回かでも、行事の案内だとか何らかの文章を作って

出してると思うんだよね。だから課長が言うように、地域協議会の内容だとか、広報を見ていない

人がいるから支所からお知らせを流すんだということであれば、別立てのものにしたほうがいいよ

うな気がするけどね。 

 本当にやるんであれば、初めから地域の人たちが関わって、始めはお粗末かもしれないけど、段々

良くなっていくと思うんでね、それに対して行政から印刷代のいくらかだとかね、そんなことであ

れば今の石狩市が言っている協働ということになるんでなかろうかと思うんですが、行政のほうで

コントロールしてやるとなると、最終的には皆さんがあまり見ないものになってしまう可能性があ

るんでないだろうか。 

○菅原会長：見る見ないはどうしようもないですけれどもね。 

○長委員：でも、見てもらわなきゃどうもならんでしょ。 

○菅原会長：問題は２２０部という部分で、回覧だと回った後は残らないんだよね。 

○小野寺委員：回覧はやっぱり急ぐものもあるから、なるべく早く回すようにと言っているんです

よ。そうなると中身まであまり読まないんだよね。そして、隣が留守のときは飛んでいってしまう

んだわ。できれば全戸配付が望ましいよね。 

○長委員：月一回というのはきついよ。 

○小野寺委員：きついな。役所のほうでこれで出しますって、最終校正はそれで終わりですってな

ってしまうんでない。 

○尾山課長：これは案として出しておりますが、あくまでも作成委員会ができた段階でどんな内容

にするかは話し合ってもらい決定していただく考えですので。 
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○長委員：経費がどのくらいかかるのか、やっぱり積算してももらわないとダメなんじゃない。 

○菅原会長：全戸配付ならどのくらいかかるの。 

○尾山課長：コピーが１枚２円くらいなんで、２円×両面×１，０５０部×１２回ですね。 

○菅原会長：いくらになりますかね。いずれにしても、作成委員の皆さんがそろってからですよね。

人数はまだ決めてないんでしょ。 

○尾山課長：決まっておりませんが、できれば五つの地区から出ていただければと思っております

が。 

○菅原会長：これは案ですからね、委員が集まって議論していただくと、そしてできるだけ早く発

行できるよう体制をね。ただ、今日あった意見もちょっと参考にしていただけるような方向でやっ

てくれればいいですよね。 

○長委員：出すことについては、賛成です。 

○谷本区長：スケジュールが載っておりますけれども、今皆さんがお話しされたとおり、できるだ

け早く情報提供するという意味からも、自分たちのことは自分たちでやっていこうと、地域でやっ

ていこうという方向に持っていきたいと思いますんで、できるだけ早く組織化して情報提供の場を

作っていきたいと思いますので、それぞれの委員さんも地域に帰ったらご協力お願いしたいと思い

ます。 

 

４．その他 

○菅原会長：それでは、その他で何かありますか。 

○尾山課長：報告だけさせていただきたいんですが、ライフサポート分科会が来月最終ということ

で２０日に予定されておりますが、今までの検討の成果を大枠の部分で取りまとめて、次回の地域

協議会に伝えたいということで考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 それから、地域協議会委員の任期も来月で終わりますので、次回会議終了後に懇親会の開催を検

討しております。 

○菅原会長：会議の前に事務局とちょっと打合せをしたんですが、２年間それぞれ皆さんお忙しい

中、このように集まっていただきまして、いろいろとご協議いただいた経過がございますし、また

新しい委員さんにつなげるためにも、会議だけでなくて懇親会もいいのではないかなと考えていま

した。皆さん方のご理解をいただければやりたいないと。次回このメンバーで会議をやるのは最終

となりますので、若干会議の時間を早めて開かせていただいて、その後簡単に懇親会をしてはどう

かと。ご理解をいただければ次回はそのような日程調整をしたいと思いますが。 

（調整中） 

○菅原会長：次回は、９月２８日、金曜日、１６時から、場所は事務局で調整して後日お知らせい

たします。 

 今日はこれで終わらせていただきたいと思いますが、皆さんから何かありますでしょうか。 

○八木沼委員：ちょっと話しが変わるんだけども、厚田支所閉所なんとかっていう回覧が回ってた

んだけども、見ても何のことだかさっぱりわからないんだけど。 

○尾山課長：それは、今まで当直制度ということで、委託をして常時庁舎内に人がいるような体制

をとっていたんですが、９月１日からそれを廃止することになりました。その回覧のことだと思い

ます。 

○唐澤部長：従前、戸籍の届出は、当直の方がおりましたから受けることができたんですが、今後
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はいなくなりますので事前に電話をいただきたいということなんです。そうすると支所に来ていた

だく時間をお知らせして職員が対応することになります。今までは直接来ていただいても構わなか

ったんですが、事前に連絡をいただきたいという回覧ですね。 

○小野寺委員：私の聞き間違いかもしれないですけど、浜益はそのまま当直がいるって聞いてるん

だけども、もしそういうことであれば、どういう経過で厚田支所だけが廃止になったのか知りたい

んだけども。 

○唐澤部長：厚田と浜益の地域的な問題もあるんですけれども、最初は消防に委託しようという話

しもあったんですよ。でも消防では戸籍の届出を受けることができないものですから、職員でなけ

ればならないという部分がありますからね。トータル経費の節減というのがありますから、まず厚

田からと。浜益の場合は、老人施設がございまして、その施設の管理と戸籍の事務を一緒にやるっ

ていうことで、将来的には分断するみたいなんですけども、当面の間は職員が対応できるというこ

とみたいなんです。近い将来は厚田と同じようになるかもしれません。 

○谷本区長：届出のほとんどは死亡届なんです。あとあるとしたら結婚届、その日付で受付しても

らいたいというのがあればね。ほとんどは死亡届なんですよね。 

○唐澤部長：年間で休日に届出があるのが大体１０件前後と聞いておりますので、事前に電話をか

けていただくという面倒くささはありますが、その程度であればご理解いただけるのかなと。 

○尾山課長：代表電話の７８－２０１１にかけていただくと、石狩の本庁の警備室に転送されるん

ですよ。そこで名前と電話番号を聞いて、支所の職員から折り返し電話をし対応していくという流

れになります。今までは当直の方が職員に電話をして対応していたのが、本庁の警備室に変わった

だけですね。 

○菅原会長：いいですね、他にありますか。 

○高橋委員：恋人の聖地のことで、以前修理にお金がかかるという話しがあったんですが、いくら

ぐらいかかったのか教えてほしいんですが。 

○唐澤部長：当初、地域協議会の中では基金を使って修繕しようかということがあったんですが、

既存の予算の中で必要最小限の修理をしようと、展望台の手摺がいたんでいたり、モルタルが剥れ

ていたり、公園のほうから上る道の階段が崩れかかっていたりという部分について、既存の予算で

どうにか工面して既に直し終わっております。本来であればステンドグラスもという話しがあった

んですけれども、それは我慢しようと、時期を見て直せるようになれば段取りすることも可能かと

思いますので、当面はこういった財政状況ですので、最低限の修理でやらせていただきました。 

○菅原会長：いいですか。 

○長委員：もう終わったと思うんですが、都市計画区域外の開発についてということでパブリック

コメントをやっていたかと思うんですけど、どの程度意見が来てたかというのをつかんでますかね。 

○唐澤部長：ちょっと支所のほうではデータがないんですけれども、建設部のほうで集約をしてい

ると思います。 

○長委員：どのくらいあったのかなと思ってね。直接本庁に聞いて確認します。 

○藤田委員：先ほども出た恋人の聖地のことなんですけれども、札幌から来た人が、どこから上が

ったらいいんだろうって、迷って迷って結局行けないで帰ったっていうんですけれども、看板とか

はあるんでしょうか。 

○唐澤部長：看板は、夕日の丘駐車場の奥に自動販売機がありますが、従来ある看板に追加した形

でつけてあります。それと展望台の入口のところにつけてあります。色もちょっと見えにくい看板
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ではあるんですが。 

○藤田委員：そうなんですか、せっかく来たのに場所がわからなくて帰るなんてね。 

○唐澤部長：見にくいとは言ってはあるんですが、ロゴも決まってますし色も見ずらくてね。セイ

コーマートのところには大きい看板があるんですが。本庁の担当には、看板をつけたときから口頭

ではお話ししてるんですけど、お金のかかる話なんで、予算的にちょっと。 

○菅原会長：入り口がわからないとね。場所は大体イメージしてわかってるんだろうけど。 

 ほぼ皆さんよろしいですかね。この辺で閉めさせていただきますが。 

 

５．閉会 

○菅原会長：今回の議題についても大変スムーズなご審議をいただきましてありがとうございます。

このメンバーではあと一回会議がございますので、来月の協議会には全員の参加を期待いたしまし

て閉会いたします。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

平成１９年 ９月２８日議事録確定 

                               石狩市厚田区地域協議会 

 

                                 会長    菅 原 道 夫 


