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平成１９年度第５回石狩市厚田区地域協議会 

 

【日 時】 平成１９年 ７月２５日（水） １８：００～１９：３０ 

【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、小林委員、笹木委員、柴田委員、 

高橋委員、藤田委員、八木沼委員 

     （欠席～上山委員、桐山委員、長委員、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) 地域活動団体の把握について 

      (2) 厚田海岸環境整備事業について 

      (3) 望来保育所の今後の取扱いについて 

      (4) 地域協議会だよりについて 

 

１．開会 

○尾山課長：第５回地域協議会を開催いたします。皆さん、日程的に忙しい中、今日の協議会に参

加していただきましてありがとうございます。本日、佐藤副会長からは１０分ほど遅れるという連

絡が入っております。それから畑中委員と桐山委員からは都合が悪く欠席との連絡を受けておりま

す。それでは会議を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：一言ごあいさつ申し上げますけれども、前回同様、風邪をひいておりまして声が悪い

です。聞きづらいかもしれませんがお許しください。 

 皆さんはご承知のことと思いますが、地域協議会の初めての取組みとしまして、スポーツと食の

祭典の関係で実行委員会が立ち上がりまして、８月５日、みなくるで開催ということになっており

ます。地域住民が一丸となった活動でございますので、委員の皆さまも是非ご参加いただければと

私からもお願い申し上げておきます。 

 前回、団体の調査をするということで、それも含めまして何点か議題があるようでございますの

で、早速ですが進めてまいりたいと思います。 

 

３．議題 

 (1) 地域活動団体の把握について 

○菅原会長：地域活動の把握ということで事務局から説明をお願いいたします。 

○尾山課長：前回の協議会の中で、地域でどういう団体がどういった活動をしているのかを調べて、

今回の会議で報告していただくということになっておりまして、皆様のお手元のほうにリストにし

て配付しております。提出をいただいた委員で、今回、桐山委員と畑中委員は欠席しているので、

内容はそれぞれで見ていただきたいと思います。それでは、出席されている委員のほうから報告を

いただきたいと思います。２ページの高橋委員からよろしくお願いします。 

○高橋委員：聚富地区自治連合会の活動目的と活動方針のところを記入してないんですけれども、
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望来地区自治連合会と同じということでご了承願いたいと思います。 

 婦人部のほうなんですが、活動の悩みとして部員の減少が非常に顕著に現れてきているというこ

とでした。特徴的な活動としては、しめ縄づくりが他の地域ではやっていない活動ではないかとい

うことで記載させていただきました。以上です。 

○尾山課長：一通り報告をいただきたいと思いますので、５ページを柴田委員から報告お願いしま

す。 

○柴田委員：厚田女性団体連絡会ですが、会長は藤田優子さんです。人数は５４名で厚田婦人会と

望来婦人会と正利冠婦人会の三つで構成されています。活動目的は、厚田区内女性団体の密接な連

携のもとに、自主的活動と研修を実施し、会員相互の交流と資質向上を図り、まちづくりに貢献す

ることを目的とする。活動方針は、目的を達成するための事業の主催と各種研修会への参加、区内

女性団体相互の連絡調整と関係機関との連携強化、地域へ還元するための奉仕活動、青少年健全育

成に関することとなっておりまして、研修の参加というのは、管内の会合に参加することが多くて、

厚田独自の研修会というのはありません。活動にあたっての課題は、話し合う時間がなかったので

書けませんでした。その他として、年に一度、厚田区の女性が集い、「厚田あったか味の発見」を開

催し、交流と親睦を図っております。地元の食材を使って、講師を招いていろいろな料理を作るの

で、新たな食の発見があります。 

 次の正利冠婦人会は、私が会長をしておりまして、人数は少なく９人です。目的は、会員相互の

交流と地域に貢献することを目的とする。方針は、女性の特性を生かし、地域社会へ還元するため

のボランティア活動や地域行事等への協力。活動にあたっての課題なんですが、会員の高齢化によ

り、役員の引き受け手がなく、毎年同じ人でやっているためマンネリ化が課題となっています。そ

れと、一人の人が農協婦人部やボランティアなど複数の団体に入っているため、若い人の婦人会へ

の参加が少ないのも課題です。その他のところは、間違って他の団体のことが入っていると思いま

す。 

○尾山課長：よさこいの内容が入ってますね、すいませんでした。正利冠婦人会のその他の欄は削

除してください。 

 本日、畑中委員と桐山委員がいないんですが、畑中委員からは、望来獅子舞保存会ですね、これ

は厚田区の伝統芸能の一つですね。それから、心叫太鼓厚嵐会、まだ設立してから浅いですけれど

も、子どもたちを含め彼らはがんばって活動しております。この度、子どもの部で東京の大会に出

るようですね。それから、花扇会ですね。これは踊りのようですけれども・・・。 

○高橋委員：ちょっとだけならわかりますけど。 

○尾山課長：それでは高橋委員から説明していただきたいと思います。 

○高橋委員：これは聚富地区の婦人部の中に花扇会という踊りの好きな人が集まって、月に２回、

聚富会館で踊りの練習をしています。練習の成果を発表する意味でも、イベントに声を掛けられる

と参加をしていますし、年に一度くらいですけど老人ホームなどへの慰問も行っています。ここも

人数が少なくて悩んでる部分があると思います。 

○尾山課長：ありがとうございました。続いてよさこいソーランチームの神洋丸船団、皆さんもご

存知だと思いますが、厚田のよさこいチームですね。ここも大人から子どもまで一体的な活動をし

ているところです。活動をするうえで、団員の確保と資金の確保が厳しいということです。その他

の部分では、先ほども出ておりました心叫太鼓厚嵐会と一体的に活動することが多いようですが、

そうすることで地域を盛り上げているということです。 
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 桐山委員の部分ですけれども、自治連合会と高齢者クラブについて出してもらっていまして、自

治連合会のほうでは、先ほど柴田さんも言っておりましたが、一人の人がいくつもの役職を兼務し

ているという同じ課題があるようです。活動については、その他のところを見てもらえばわかると

思いますけれども、相当広範囲な活動を行っているようです。また、高齢者クラブでは、高齢化と

核家族化に伴い集合場所に集まれないため、足の問題ですが、バスの運行が求められているという

ことです。 

 以上、団体の活動内容を調査していただいたわけですが、これらの団体の中で厚田区の地域振興

に貢献していきたいんだけどというようなお話しをされた方がおりましたら発言願いたいんですけ

れど、どなたか聞いておりませんか。こうすれば地域の活性化が図れるんじゃないかとか、そうい

った意見を聞いていれば提案願いたいんですけれども。 

○八木沼委員：ちょっと違う話なんだけども、望来の自治会のところで、私は役員でもなんでもな

いんで言える立場じゃないかもしれないけれども、取組事項として８項目上がってるんだけども、

合併に伴って目標としている部分もあるんだよね。足を踏み入れたばかりというのもあって、充実

した活動をしているとまでは言えないものも入ってますので。 

○尾山課長：自治会としての取組みの中には、合併に伴って取組みを開始したものもあるというこ

とですね。かなり広範囲の取組みをしているわけですけれども、私がちょっと気になったのは、１

８６世帯ということで記載されているんですけれども、うちの押さえている世帯数はまだ多いんで

すよね。後ほど確認したいと思いますが、１９年４月１日現在で２１４世帯と押さえていたんです

よね。 

○八木沼委員：どっかの自治会がスポッと抜けたかな。たまたまあるんだけど、自治会を抜けると

いう人がいるんだよね。それは本当に悩みの種なんだけども。 

○尾山課長：入らないじゃなくて、抜けるんですか。今まで入っていたけど抜けるということです

か。 

○八木沼委員：そう。教員だとか移動して歩く人は最初から入ってない人もいると思うけどね。 

○尾山課長：課題のところで一つ聞きたいんですが、役員などはやはり固定になってるんですか。 

○八木沼委員：そういう傾向があるね。総会があっても出てこないんだよね、役職に当たったら困

るっていうことが一つの要因だと思うけども。 

○尾山課長：これら団体の活動と今後の地域振興の絡みといいますか、どうすれば地域振興につな

がるかということも聞いてみたかった部分があったんですけれども、今後も団体活動を入手しまし

たら報告していただきたいと思います。 

○菅原会長：自治会だとかは役所で網羅してるのかなと思ってたんですよね。こうやってリストと

して出てきたのであればもう一回それぞれ出しましょうか。そういうことにしましょう。 

○尾山課長：そうですね、公共的な団体など押さえている部分もあるんですけれども、報告してい

ただければリストとして整理していきたいのでよろしくお願いします。 

○菅原会長：それではいいですね、次に進ませていただきます。 

 

 (2) 厚田海岸環境整備事業について 

○尾山課長：桜田課長よろしくお願いします。 

○桜田課長：はい。皆さんお晩でございます。何回か地域協議会のほうの事業に参加、傍聴あるい

は、去年ですか道の清水さんという方が来ていただいた講演会だとか懇親会に参加させていただい
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たのですが。私が何者かという全然自己紹介をしておりませんで、ちょっと自己紹介を。 
昨年の４月１日にですね、本庁のほうの農業支援センターというところから現在の地域振興課の

産業担当ということで来たわけです。ちょっとその前に地域協議会の部分もそうなんですが、私も

過去に農業振興計画の見直しやった時に地域の皆さん方といろいろお話しをしながらやってきた部

分も、ちょっとお話しさせていただきたいなと。平成１３年に農水産課のほうに来まして振興計画

を見直す時に、まず体制をどうするかっていうことでいろいろ悩んで、実際に農業者ですとか普及

所あるいは農協、そういった農業関係団体で実務担当者会議を持ちまして、そこで現況把握だとか

課題だとかいろんなものを議論しながら、そしてそういう課題に対してどういった手立てができる

んだってことで施策を講じて、そういう原案を今度は消費者協会だとか学識経験者だとか、そうい

った方で構成する策定委員会に諮りまして見直しをしてきました。約２年間かけてですね、地域の

人方に、あるいは学生さんにいろんな論文、石狩の農業像、こんなのがいいんじゃないかという論

文もいただきながら、いろんな声を聞きながら振興計画の見直しをやってきました。そのあとに、

支援センターのほうに、市長から「お前、計画作ったんで、実施しろ」ということで異動になった

わけですが、支援センターそのものがどんな組織かというと、やはり、厚田村時代では浜益、石狩

もそうなんでしょうが、既存の事業に追われていてなかなか新たなシステムを組むということが難

しいということで、構成団体は農業委員会、市、農協という中で支援センターを作って、新たな農

業支援システムを構築する組織として立ち上がった。私はそこの二代目として行ったわけですけれ

ども、どんなことをやったらいいかなと。計画を作ったんですけど、やはりいろんな農業情勢を考

えると、菅原専務、会長さんもいらっしゃいますけれども、農業の現状で一番大事なのは担い手だ

とか、新たな農業生産の技術をつくるだとか、そういった部分がすごく大事かなということで、と

りあえずやらしていただいたのが、今年の２月くらいですか、厚田区においても土作りのセミナー

を開きましたけれども、隣町の新篠津村で微生物を使った有機農業をやっている農家がおられまし

たので、そうした方のお話しを聞くことによって自分達も技術を取得して将来的にはＪＡＳ有機を

取得される。安心安全な農産物の生産の方向に皆さん方が目を向けていただけるのかなということ

で、そういったことを開催させていただきました。 

その他、やることはたくさんございましたけれども、いかんせん昨年４月こちらに来たんですけ

れども、こちらに来て、厚田っていうところは合併前にもよく厚田のタコを買いに来ております。

で、厚田ってところに、食堂があるかどうか全然わからなくて、腹へってつい足を伸ばして浜益の

方にまで足をのばしたっていうことで、やっぱり、ここに来てみるとおいしい食べ物屋さんが何軒

かある、そういう部分で商工会にも話しをしまして、あるいは観光協会にも話しをしましてそうい

う情報とか宣伝が足りないんじゃないかなと。そういうことをまず気付いたところでございます。 
石狩市の中で産業関係を担当したのは、ほとんど商工ですとか農業関係で林務・水産の方はなか

なか担当したことがないんでわからなかったんですが、担当の皆さん方の協力を得てなんとかやっ

ておりますけど、今年のですね、後ほどお話しさせていただきますが、朝市の移転が大きな課題と

なってりますが、１０月くらいに現在の場所から海浜プールの隣の北岸壁に移転するめどがたち、

今、工事が始まっております。そういったことを考えながら、厚田で、じゃ何をやればいいのかな

ということで、合併時に支援センターにいて本所と離れていたので合併協議会でのいろんな話しを

深く聞くことができなかったのですが、市長が一番お話しした地域の資源、地域の資源には農水産

物以外にも自然環境あるいは歴史だとか文化だとか、あるいはそこに住んでいる人だとか、そうい

った地域資源を生かしながら観光振興をやるのが大きな合併のメリットではないかといった発言が
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あったやに思います。今、そういう部分で地域振興を地域協議会でもいろいろ議論されているとこ

ろでございますけれども、なかなか制度的に難しい部分もあるし、あるいは地域的な部分もあるの

かもしれないのですが、地域や団体からなかなか「こういうことをやりたい」という話しが上がっ

てこないようで、苦労されているのかなというふうに思っておりますが、やっぱりそういうものに

対して地域や住民の中に入っていろんな仕組み作りや仕掛けづくりをどういった形でやったらいい

のかなということを我々行政としても、産業担当としても特に感じているところでございます。 
思えば、私もこの年になると、昔、今、財政難で補助金がカットされたり新たな事業が見直され

て相当大変な時代なんですが、思い起こせば我々３０年くらい前、地域の人方がいろいろ助け合い

ながら、田植えなんかでも手間替えやってみたりいろんなことやっていたと思うんです。そういう、

市長が言う市民との協働というのは地域同士の協働もありますし、特に行政から発信する部分につ

いては、地域がやられる部分について行政がどういう形で支援できるか、といった役割分担ですか、

そういったものを考えながらやっていかなければならないかなというふうに思っております。 
前置きがかなり長くなって申し訳ないのですが、お手元の方に資料をお配りしました厚田の海岸

環境整備事業についてご説明させていただきます。これは、あくまでも資料提供、情報提供という

ことでさせていただくわけですけれども、皆さん方も夕日の丘の駐車場から眺めるとかなり砂が埋

ってきて海浜プールらしくなってきたなとお思いでしょうし、事実、支所のほうに「いつ完成する

んですか？」ということもございまして、まず事業の経緯経過について簡単ですが、そこに書いて

ございますが、当時厚田村時代に昭和６３年に厚田公園ふるさとふれあい広場整備構想に基づき整

備構想を策定して三つのゾーニングに区分し、整備計画に基づき現在推進しているところだと思い

ます。この三つの中の一つ、サンドパークということで海浜プールの施設の設計を策定したと。で、

平成３年に北海道の石狩支庁の策定するエメラルドグリーン構想に位置付けられて事業が開始され

てきているわけです。その後も平成１０年の基本構想策定と。その中ではセンターハウスの規模だ

とか利用方法あるいは後背地との連携、これは夕日の丘の駐車場ですとか厚田公園、その他諸々の

キャンプ場も含めたそういう背後施設の連携を含めて考えた方がよいですよというような整備方針

ができております。平成１３年に具体的に実施設計を策定しております。内部的に庁内会議でいろ

いろな議論をしながら各部局の役割分担の中でやろうという協議がされております。また、産業団

体等との協議ということで、漁組ですとか商工会、あるいは農協と意見交換をしながらやってきて、

その中では意見として地域経済の効果の向上、それを一番望んでいたようです。漁組がやられてい

る朝市、農協でも多分、当時朝市の話しが出てたかと思いますし、夕市とかも過去にやられた経過

があったかと、そんなことが意見として出ていたのかなと。また、特産品の販売では観光振興に活

用できるような施設にして欲しいというような意見もあった。次の各施設の連携も先ほどお話しし

たとおりです。あと、施設管理などのあり方については、センターハウスの活用ということで、そ

こで何か販売できないかだとか、駐車料金がどうなってるか、そういったような意見がありました。 
平成１３年度に実施設計が策定されましたが、当時から財政が段々厳しくなったということで、

駐車場の部分につきましては、本来、村の方で整備する予定でございましたが、道の方に要望して

道営事業に変更となったということで、あそこの施設での駐車場料金は徴収できないのかなと。 
次のページの方になりますが、事業の進捗状況ということで、北海道の方で順次やってきており

ますが、南の突堤、離岸提から、今後ですね、まだできていない北側の陸地分の緑地養生あるいは

付属施設、駐車場あるいは安全設備等が行われる予定で、事業年度としては平成１４年度から行わ

れ平成２０年度まで、来年に一応完成予定となっておりますが、工事の経費は１６億５千万円ほど
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かかっております。 
そういった中で、これは道の事業と連携した中でやるわけですが、石狩市の事業としてセンター

ハウスの建設と付帯施設工事ということで管理棟、トイレ・シャワー室等をやることになりまして、

それに伴って給排水設備あるいは、夕日の丘駐車場からの連絡道の整備、そんなものがあろうかと。 
（２）の観光案内所、インフォメーションセンターの建築につきましては、当初計画に載ってお

りません。次の方のページに図面が出ておりますが、あくまでも海岸環境整備事業ということで、

センターハウスのところまでが道の事業の費用となっておりますけれども、昨年から、合併したこ

とによって事業規模だとか予算だとかいろんな部分で１年間道と協議しながら、１年間延期したわ

けですけれども、前の方の関係団体からもいろんなお話しが出たこともございますし、内部でもい

ろいろお話しした結果ですね、国道の交通量が非常に多いと。あくまでも朝市以外の部分の通過型

の場所であろうと。ここで買い物をする、滞在して何かをするとう状況になっておりません。やは

り、インフォメーションセンターを設置して厚田区の観光振興の拠点としてはどうか、ということ

で検討しています。その場所につきましては特産品の販売、水産物に関しては先ほどお話ししまし

た北岸壁のところで朝市をやりますので、一応こちらのほうでは農産物や特産品の販売をやっては

どうか。 
それからもう一つには、かなりバイクの方だとか乗用車が相当来ておりますので、それと農業者

とお話しすると厚田の蕎麦は無農薬だしおいしいぞと、なおかつ蕎麦打ちに拘っている方々もおり

ますので立ち食い蕎麦を継続的にやってはどうかという案ですとか、石狩の灯台の側にありますビ

ジターセンターですか、あそこなんかもアイスクリームが相当売れておりますし、本町の番屋の湯

ができたときにですね、当時私もそこを担当していたんですが、アイスクリーム屋さんが市の施設

の中で売りたんだけど、どうのこうのというお話があったんですけど、それは拒否して民地のほう

でやっていただいたんですが、その時のお話しとして市の施設でやるよりは道路沿いの帰り際に食

べたいと思う人がいるし、その方が売れるのではないかというお話しで、今の観光センターの市営

住宅と一緒になっております、そこでやっているアイスクリームはかなり売れている。そういう意

味で海水浴場を運営するにあたっての半分には、ここは赤字の、特に海水浴はその年の天候次第と

いうことがありまして、赤字が予想されるのでその補填策ということでそういった収益事業がどう

かなということで提案して、今検討しています。いずれにしましても、次の４に書いてありますよ

うに今の段階では平成２０年に工事が終わりまして、２１年４月に共用開始する予定となっており

ます。そういった中で我々が特に考えなきゃいけないなというのは、厚田区の経済の活性化と地域

振興ではないかなと。先ほどもちらっと触れさせていただきましたけれども、今後ですね、そうい

った施設ができたときに、地元の経済が潤わなければ何の意味も無いよと、市長ヒアリングの中で

もかなりそのことは強く言われております。今後ですね、商工会または観光協会と詰めまして運営

等考えていきたい。②にも書いてありますように、地元の商工業者の参画が最優先というふうに書

いておりますけれども、この中でも事業者の方々が支所に来られた時に、公共事業が削減されてお

りますので、そういった人方が多角経営、他の業種のほうに変更しながらするのはどうか、あるい

は先ほどの蕎麦なんかも農協でも良いですし、農業者が販売するようなそういった多角経営の方法

もあるかなと。そういったことを、地域の方と話しながらあそこを地元の活性化へと結び付けてい

きたい、そんなふうに考えております。 
２番目に市民との協働ということについて、先ほど合併時の地域資源ということでいろいろ、人

だとか歴史だとか文化だとかそういった部分もありますよということで、石狩でも実際に郷土研究
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会なんかが、あるいは植物愛好家の方が本町あたりでボランティアで観光ガイドをやっております

ので、そういった厚田区の歴史だとか文化あるいは、飲食店がこういうところがありますよという

紹介をやられてもどうかなと、そういうことも一つの市民参加かなと思います。また、あるいは、

特に問題になっているのが、多額の投資をして海浜プールを作って４０日間の海水浴シーズンだけ

の利用では、施設として立派過ぎないか、シーズンオフの時にどんな事業ができるか、そういった

部分を考えるべきなのが大きな課題となっております。その中で、ボランティア団体、先ほども各

団体の団体活動の収益が足りないと、それであればその場所に出て何かそういう事業も考えられな

いかという話しも出ております。それから（３）ちょっと重複しますけれども、シーズンオフの時

の利活用ということで、昔なんか、朝市やる前に朝市祭りというイベントをやられたというお話し

も聞きましたんで、そういうものを企画してはどうかな。特に港の駐車場のスペースがかなり広い

ことで、そして朝市も隣接しているということで、まさに港朝市祭りなんかをやることによって集

客も増えるかなと、その時は漁業者のみならず商業者だとか、一般の人方もそこでイベントに参画

するという方法も考えられるかなと。それから、既存の資源というのはたくさんございますけれど

も、合併によって本庁が主導で、みなさんご存知のとおり展望台が恋人の聖地という選定となりま

した。それによってですね、かなりのお客さんが恋人の聖地を見に来ております。あそこの鍵の数

だとかノートを置いて記念のやつを書いてもらうやつも相当ありますので、そういう部分に関わる

イベントなんかの展開、石狩の地ビール会社と積極的な事業展開されておりますし、地域の人方と

一緒にですね、そういった事業者と協議しながらイベントやるのも大事なことかなと。 
（３）その他として、皆さん方のご意見をお聞きしながら、地域の方の参画、一般市民が参画で

きるような施設にしてはどうかなということで、今検討しております。ちょっと話しがあちこち飛

んで前後しましたけれども、石狩市が取組んでいる事業についての情報提供をさせていただきまし

た。以上です。 
○菅原会長：はい、大変良くわかりました。熱のこもった、課長さんの取組みの姿勢が良くわかり

ました。それでは、全体計画の平面図について、簡単に説明してもらえませんか。藤巻さんのほう

から。 
○藤巻主査：それでは私の方から概略を説明させていただきます。ここにある図面ですが、海から

外の部分、これが北海道の事業でありまして、突堤なりを設置しております。この他に平成２０年

度になるかと思うんですが、この他の施設として北海道の設置するトイレ、それから東屋、駐車場

の整備がこれから予定されております。この施設につきましては、大体、幅が３５０ｍあります。

そして、沖だしなんですが、大体１２０から３０ｍございます。その中で、先ほど課長も申し上げ

ましたけれども、平成２０年度中にうちの方として整備しなければならない部分としては、管理棟

をどのようなものにするか、管理棟にトイレ・シャワーを併設するとなれば上下水道が必要になる

と思いますので、それらの敷設についても北海道と協議しながら手戻りにならないような形で実施

していかなければならない、そのように考えております。それと、ただ今の情報なんですけど、こ

れにつきましては、本年度の事業としましては、養浜、養浜といいまして海の中に砂を埋める工事、

これが６月の末から始まっております。これが大体、量的にいいますと、２万４００立米ですから、

普通のダンプ、５立米積むダンプでしたら４０００台くらいですか。それが運ばれてきています。

大体８月の中くらいで一応運び終わる予定でおります。以上、概略ですが説明に代えさせていただ

きます。 
○菅原会長：皆さんのほうから何か質問があれば。いいですか、無いですか。 
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○高橋委員：いいですか。これが完成した後に維持管理費っていうのはどれくらいの計画なんでし

ょうか。 
○桜田課長：当初、厚田村時代に考えておりました施設より、財政との協議の中でかなり縮小する

形になっておりますので、今協議中です。 
○菅原会長：どう積算、どこまで・・・。 
○桜田課長：かかる経費というのは、監視員ですとか、上下水道だとかそういった人的経費だとか

という部分なんですが、駐車場整備が道の事業ということで、その駐車料金という形の中で、石狩

のような形でいただけないんで、安全管理とあるいは他の乙部のように清掃協力金だとかそういう

形の中で維持管理費を充当しようという話しになっております。 
○菅原会長：遊泳はタダなの。 
○桜田課長：施設に入る時に一人３００円とかそういう形でいただく形に。 
○菅原会長：有料プールなんだ、早い話しが。 
○谷本区長：当初ね、経営をどうのこうのと考えないで誘致したわけではないんですよ。要するに、

漁港を作るにあたって後背地を整備することの約束もあったし、その中で要するに歳入と歳出のバ

ランスを取らなければならないというということで、当時は駐車料金を取りましょう、それから管

理棟もこんなちっぽけな管理棟ではなくて国道の上と繋いだ管理棟を作って、その中で食事もでき

るというようなことも含めて、それから入場も取ってということで収支のバランスが取れる施設に

しようということで当時は発足したんです。ところが、どんどんどんどん、こういう時代が変わっ

てきて財政難になってきたり、それから当時厚田村、先ほど課長から言いましたけども、駐車料金

を取るということは、駐車場を村で整備する。ところが村もお金が無くなってきたし、道のお金も

なくなってきたんで、それじゃ何とか国の方で駐車場整備をしてもらいましょうという方向転換を

した。そのことによって、国で整備したものについては補助金が入っているから駐車料金はダメで

すよということになってしまった。だから、いろいろと時代の流れの中で、相当長い時代の流れが

ありますんで、当初目論んでいた計画していたよりはスムーズにそういう歳入歳出のバランスは実

質取れなくなってきた状況にある。だけども、今限られたスペースの中で、取れるお金、そして出

すお金を最小限にした中でやっていこうということで、更にこれを経営することも含めて協議をし

ているということなんです。全然、施設だけ作ってあとは何とかなるだろうということで始めた事

業でないのは事実です。 
○高橋委員：いいですか。北海道で一つありますよね。そこのとこで、ちょっとうる覚えなんです

けど、年間に砂の入る出るっていうどっちだったかな、入ってくるのでそれを処理するのに、砂だ

けのあれで１千万以上かかるというふうに聞いたことがある。 
○藤巻主査：あのですね、その事業については古潭の漁港ですね…。ここのプールでなくて….。 
○高橋委員：いえ、海浜プールが、中に砂が、出来上がってから砂が入り込んでそれを出して、次

の年の整備のために１千万円くらいかかっていると、ちょっと聞いたことがあるんだけど。要する

にプールが始まってからの話し。 
○菅原会長：ここ砂無いと思うよ。 
○尾山課長：三石じゃないかなと思うんですけれども。 
○桜田課長：道にはですね、軽微な修繕は市町村でやってくださいと、で、大きな修繕の部分は北

海道のほうでやりますと。ただ、それがどのくらいかはまだ詰めていないんですが。 
○藤巻主査：ただ、砂入れるの始まったばかりで、一回、冬越してみて、時化の状態だとか見て、
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砂の状態を見ないとなんとも言えないんですけど、それらの部分については、全部北海道のほうで

実施してくれますんで。それらについては、市のほうの負担はありません。 
○菅原会長：海も干潮満潮あるからね、何とも言えないんだけども、このプールの水深ていうのは

大体どれくらいなの。 
○藤巻主査：１．５ｍですね。 
○谷本区長：高橋さん言ってた先ほどの部分は、今、言うとおり三石なんですよ。三石は太平洋で、

それであの辺は砂地、それからまともに波が入ってくるようになってるんですけれども、多分、田

岡市長の今まで石狩湾の漁港だとかなんとかそういうのやってることで、田岡市長の話しでは、ま

ずそういうことを前提にこれらについての砂の出入りについては、計算されているだろうという言

い方はしておりました。ただ、ここは砂地でなくて石原地域ですから、どっかから砂が入ってきて

埋ってしまうっていうことにはならない。むしろ出て行く心配があるのかなと。出て行くのも、下

がここ高くなってますんでその辺のカバーは充分されるんだろうと思いますけど、ただ、自然です

から計算どおりいかない部分があるのかと思いますけども、それはその時、主査が言ったとおりの

対応になるのではないかと。 
○菅原会長：水が入れ替わんないということですね。 
○藤巻主査：水深がですね、一番深いところで４．５mありまして、ここの横に突堤が出てますけ
ど、この下に細い２本線ありますよね、この部分が、海面から１ｍ５０、その下は全部コンクリで

埋めてますんで、ある程度砂は出て行かないような状態での設計はされていると思います。 
○菅原会長：乙部は海岸で遊ぼうっていう海で泳ぐとこでない、だよね、泳ぐよりは遊ぼうってい

う海岸だよね。 
○藤巻主査：それとですね、先ほど課長が言ってましたインフォメーションセンターの構造なんで

すが、この図面の下側にですね厚田郡厚田村大字厚田村と書いている場所があると思うんですが、

そこが、夕日の丘駐車場になっています。そこのずっと左端のところに、今、レンガ作りのトイレ

があります。一応それを取壊してそこの場所にインフォメーションセンターを建てたいという考え

でおります。 
○桜田課長：ここから海へ下りて行く遊歩道がついて、そこでも料金徴収ができる。 
○谷本区長：この図面でいう左側のほう、トイレだとかそれから案内板、照明だとかと書いてある。

字が書いてある、照明っていう。ここのところに今、朝市が来ることで整備がされている。これが、

俗に言う北岸壁。字の書いてある場所。施設でなく字の書いてある場所。ですから、朝市とここと

の連携が取れるということで。 
○菅原会長：あとは何か、皆さんのほうで。はい、どうぞ。 
○笹木委員：朝市がここの場所に来るということは、朝市の買い物をした人もこの駐車場を利用す

ることができるということですか。 
○桜田課長：海水浴シーズン以外は。海水浴の時は主に海水浴を目的にこの施設ができるので、そ

れ以外の部分については駐車場は利用できる。 
○藤巻主査：そんなに競合しないんじゃないかと思いますね。ちょうど朝市も大体４月から６月一

杯、７月になると昆布漁が始まるくらいで、朝市もそんなに無いと思うので。また、９月から鮭漁

が始まるとなれば、その時期になれば海水浴も大体終わってますんで、そんなに競合はしないと思

いますね。 
○谷本区長：漁協の旧住宅跡地もあるし、そんなに駐車場は・・・。 
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○河合委員：これ埋るだけ海水浴も来てもらえればな。 
○菅原会長：今日は説明で終わりだそうです。上で商売したいっていうなら是非そういう発案があ

れば。いいですか。では次に進みましょうか。 
 

(3) 望来保育所の今後の取扱いについて 

○菅原会長：それでは、望来保育所の今後の取扱いについてに行きましょうか。 

○尾山課長：議題の一つとなっておりますが、報告と捉えていただければと思います。 

 資料３になりますが、平成元年に新築された望来保育所が現在あるんですけれども、平成１１年

度に児童数が１０名を割りました。厚田村時代から１０名を切ったら一つの方向性を出そうという

ことで決めをしていたわけですが、それで１２年度から休所という形で取扱ってきました。それ以

後、入所児童の動向を見てきたわけですが、今後も再開に値する児童数の確保が見込まれないとい

う判断に至りました。市のほうとしましても、今年度をもって保育所というものについては廃止し

ようという方向を示しましたので、現在、その手続きを進めております。予定としては９月の定例

会に条例の改正案を提出しまして、平成２０年３月３１日をもって望来保育所を廃止するという動

きで進めております。この施設は、保育所ということで行政財産になっており、保健福祉部こども

室が所管になっておりますが、廃止後は普通財産という扱いになりまして、総務部が所管すること

になります。 

 この施設の廃止後の利活用についてどうするかということで、これから地域説明に入っていくわ

けですけれども、ただ休所した段階から「あつた子育て広場」として活用されてきた経緯がありま

すので、このグループを含めまして地域の皆さんと協議していきたいと思いまして、現在日程調整

している最中です。連合会長もたまたま選挙事務と重なりまして、毎日出ておられますので日程が

限られていてかなり厳しいんですけれども、できる限り今月中に動こうということで調整しており

ます。望来地区の子供会や婦人会など一体的に話し合いをして進めていきたいと思っております。 

 市長のマニフェストでも子育ての関係を重要視しておりまして、この「あつた子育て広場」も任

意の団体ではありますが、市においてもできる限りのサポートをしていこうよという一定の方向を

見出せておりますので、もしこの施設で続けていけなくても新たな場所を確保しようということで

進めておりますので、そういった動きがあるということを委員の皆さんにはご理解いただきたく報

告とさせていただきます。 

○笹木委員：今現在、「あつた子育て広場」はやってないんですか。 

○尾山課長：やっております。週に一回ですね。休所したときから活動を続けてきて現在に至って

おります。ですから、そういう頑張っているグループについて支援していこうよという方向を今回

出しております。 

○唐澤部長：これは、６月の定例会の中で代表質問を受けてまして、「あつた子育て広場」の継続

については、ご本人たちは今の施設を使って継続していきたいという意向はあるんですが、保育所

という条例上の位置づけはなくなりますので、この施設の維持管理は総務部の所管になりまして、

地元が経費を出し合って維持していくということであれば、市としてはお貸ししましょうとなるん

ですが、その辺のことを含めて地域と協議をさせていただこうと今月中に調整をさせていただきた

いと。ただ、そういった整理ができなければ、市長も子育てには力を入れているものですから、ど

こか違う場所、望来小学校を使うのか、別の場所を使うのかは別にしても、こういった活動は残し

たいという答弁を子ども室ではしてますので、「あつた子育て広場」という機能は地域に残ると。い
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ずれにしても、これからの協議しだいになると思います。 

○高橋委員：この「あつた子育て広場」ってすごくいい活動をしているんですよね。だからその枠

にあまりはめないで、できるだけ今の場所で続けられるようにしてあげてほしいと思います。 

○唐澤部長：私どもとしては、「あつた子育て広場」は週に一回、水曜日しか使っておりません。

あの施設は鉄筋コンクリート造りで耐用年数もありまだまだ使えますので、地域でもっともっと活

用していただけるのであれば、どうぞお貸ししますというスタンスではいます。 

 維持管理も例年ですと７０万くらい予算がついておりますが、それも今度は市の予算ではなくて、

地域でね、いろんな団体プラスαで使っていただいて、使用料をいただくということもできますの

でね、いろいろと模索しながら地域でどうにか施設を活用していければなというのが想いではあり

ます。 

○菅原会長：皆さんどうですかね、他に何かご意見ありますか。 

 地域で管理といってもなかなかね。 

○唐澤部長：そうですね、なかなか難しい課題ではあるんですが、その団体のため、また地域の子

どもたちのため、地域全体のためにこの施設をどうやって有効活用していくのか、週一回ではなく

て毎日どこかの団体が使っているよという形にしたいんですよね。その辺もこれから地域とお話し

ていきますので。 

○笹木委員：石狩市の場合、どの施設を使うんでもやはり使用料が取られるんですか。 

○唐澤部長：普通財産の場合は、基本的に使用料はかかります。行政財産の場合は、市が直接維持

管理しますけれども。 

○笹木委員：市長公宅は行政財産ですよね。 

○唐澤部長：市長公宅だよと目的を定めておりますので行政財産ですが、一部を普通財産にして地

域の方の子育て支援のために使うということですね。 

○笹木委員：その子育てのスペースというのも、やはり使用料は使う団体などが負担してるんです

か。 

○唐澤部長：普通財産ですから、使用料をいただいてということになっておりますね。料金につい

ては資料を持ち合わせてないですけれども、そんなに大きな数字ではないと思います。 

○高橋委員：みなくるで葬儀ができるようになりましたよね。そこを使おうと思っていたけど、葬

儀が入ったから保育所の施設で会議で使うとかできないんでしょうか。例えば分科会で使うとかに

はならないんですかね。 

○唐澤部長：葬儀が急きょ入ったりした場合は、地域で調整して使っていただければと思います。 

○菅原会長：他にご意見があれば伺いますけれども。いいですね、次に進みます。 

 

 (4) 地域協議会だよりについて 

○菅原会長：最後ですね、地域協議会だよりについてです。 

○尾山課長：地域協議会だよりの関係についてですが、前回、地域協議会とは何なのか、協議会で

何をしているのかということを住民の方が理解していないのではないかという意見がありました。

また、厚田区に住んでいながら区の中でどのようなことが行われているのかとか、どのようなニュ

ースがあったのかというのが掌握できないという、大きく二つの意味合いを持ったものを地域協議

会だよりとして作ってはどうかということだったと思います。 

 一つ目の地域協議会で何をやっているのかという部分につきましては、地域住民に対して地域協
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議会の活動を理解してもらうのがまずは大切であろうと理解しております。委員の役割や地域住民

との関わりなどを住民に理解してもらうための手法としましては、回覧等で周知することができる

のかなと考えております。二つ目の市の広報を道内版とした場合、地域協議会だよりのようなもの

を地方版として取組んでもらえないのかという提案がございました。それらを事務局サイドとして

検討したところ、例えば厚田区の情報に特化した情報を合わせて提供するといったときに、行政側

としてはかなり細かい部分まで出したいなという考えもありまして、そういう取組みをしたときに

情報の収集など事務局だけでは対応しきれない部分があります。そこでこちらで考えたのは、地域

住民参加型の地域情報だよりを作っていくことがいいんじゃなかと、そうすることによって地域協

議会の部分も地域情報の部分も一体的に周知できると考えました。それを遂行するにあたりまして

は、組織の育成をしなければならない、指導も必要ですし、事務局も携わった中で一体的に作って

いくことが一番良いのではないかと判断しました。 

 今、事務局では、組織の体系や参加者の募集など、いろいろな案を次回の地域協議会に提示でき

るように努力しておりますということを報告させていただきます。 

○菅原会長：地域協議会の内容だけでなく、地域の情報も網羅した情報紙を次回に向けて事務局側

で検討しているということでありますので、よろしいですよね。何か意見ありますか。 

 

４．その他 

○菅原会長：それでは、その他で事務局よりあるようですのでお願いします。 

○尾山課長：皆さま地域協議会委員の任期も９月末までということで、今まで努力されてきたわけ

でありますけれども、地域協議会委員の選考にあたります選考基準ですとかを次回の協議会の中で

提案していきたいと思っております。委員構成が１５名以内という中で、一般公募が３名おります。

この一般公募につきましては、市の広報に掲載して募集しなければならないため、８月号に公募の

案内を掲載させていただいております。残りの１２名の部分につきまして、次回の協議会で提案し

たいと考えております。 

○菅原会長：はい、わかりました。これはよろしいですね。 

 皆さんから何かあればお受けいたしますが、なければ次回の日程を決めさせていただきます。 

（調整中） 

○菅原会長：次回は、８月３０日、木曜日、６時から、厚田支所で行います。 

 

５．閉会 

○菅原会長：以上をもちまして、本日の地域協議会を終了させていただきます。ありがとうござい

ました。 
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