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平成１９年度第３回石狩市厚田区地域協議会 

 

【日 時】 平成１９年 ５月２５日（金） １８：００～１９：１０ 

【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、柴田委員、高橋委員、 

長委員、八木沼委員 

     （欠席～上山委員、小林委員、笹木委員、畑中委員、藤田委員） 

※正副会長を除きあいうえお順 

【傍聴者】 なし 

【議 題】 ＜報告事項＞ 

(1) スクールバス一般混乗について 

       (2) ライフサポート分科会の取り組み状況について 

      ＜協議事項＞ 

       (3) 前回の研修を振り返る「地域協議会委員の役割について」 

【資 料】 資料１：スクールバス一般混乗取り組み状況について 

      資料２：ライフサポート分科会の取り組み状況について 

 

１．開会 

○尾山課長：第３回地域協議会を開催いたします。小林委員、笹木委員、畑中委員、藤田委員から

は都合が悪く欠席との連絡が入っております。佐藤副会長については、少し遅れるということで連

絡を受けております。それでは菅原会長、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：５月も後半になりまして、やっと夏を間近にしているという状況でございまして、大

変お忙しい状況かとは存じますが、今日は地域協議会にお集まりいただきましてお礼申し上げます。 

 前回の地域協議会におきまして、地域協議会のあり方等々、研修を深めたということでありまし

て、今日の最後にそれらをもう一回確認しようじゃないかという内容になっております。前回もい

ろいろと熱の入ったご意見をいただきましたし、今後もそういうことをしっかりと踏まえた中での

あるべき姿と言いましょうか、あまりこういう言葉は使いたくないんですが、地域協議会のそうい

う形を次の世代の方へ残してと。いずれにいたしましても、毎月やる協議会でございますので、そ

れぞれ課題を持ちながら協議を進めてまいりたいと思います。 

 

３．議題 

 (1) スクールバス一般混乗について 

○菅原会長：今日は報告が２件ございます。まず一点目のスクールバスの一般混乗についてを報告

願います。 

○高田主査：私のほうからスクールバスの一般混乗の取り組み状況について報告させていただきま

す。 

 打ち合わせ状況とその内容についてですが、地域協議会での審議を経まして、３月上旬に本庁企
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画財政部企画調整課のほうへ地域協議会における審議経過を説明しております。プロジェクト担当

課長と今後の進め方について打合せを行った結果、支所の生涯学習課を通して本庁の教育委員会と

調整を進めるようにとの指示を受けたところであります。 

 その後、人事異動等もあって２ヵ月程空いたんですが、５月上旬に支所生涯学習課と内部打合せ

ということで、スクールバス一般混乗利用の提案に至る経過等打ち合わせを行いました。 

 それから、５月中旬には本庁教育委員会生涯学習部管理課との打ち合わせを行っております。一

般混乗の提案に至る経過、実施に向ける協議会の思いを伝えたところ、最終的には、現在高岡地区

でも同様の事業が行われていることから、事務的な障害はないとの判断を受けたところです。今後

は議会との調整、住民周知、関係部局への説明が必要だということで、いつの時点からスタートを

目指すのか、日程を明確にすることを求められております。 

 これらを受けて、２番目の「今後のスケジュール」のところになりますが、議会への説明等行い、

遅くとも１０月１日のスタートを目指し進めていきたいと考えているところです。 

 簡単ですが、現在までの取り組み状況についての報告とさせていただきます。 

○菅原会長：ただ今の報告ですが、本庁の生涯学習部にしっかりと申し入れをしたところ、高岡地

区でも現在実施されている状況があるので前向きな判断ができるということです。ただ手続きとし

ては議会への説明、関係部局への説明などがあるということで、１０月の実施へ向けて努力してい

くということですね。可能性はあるということですね。 

 この件について何かありますか。あればお伺いいたしますが。 

ないですね、皆さんの想いが伝わって進められておりますので。このことについて、地域の中で

も住民の方に説明する機会がありましたら、前向きに進められているということを説明いただくこ

とをよろしくお願いします。 

 

 (2) ライフサポート分科会の取り組み状況について 

○菅原会長：次に２点目のライフサポート分科会の取り組み状況についてを報告願います。 

○高田主査：本来であれば、ライフサポート分科会の座長であります佐藤副会長から報告していた

だくところですが、急きょ開会に間に合わないとの連絡がありましたので、私のほうから報告させ

ていただきます。 

 会議の開催状況と内容ということで、３月と５月の２回開催しております。３月には分科会を進

めるうえでの基本的な考え方を確認しております。それから９名の委員の中から互選で、佐藤副会

長を座長に、桐山委員を副座長に決定しております。 

 ２回目の会議は、１９年度の１回目ということで５月１８日に行っておりまして、区内ボランテ

ィア組織の活動内容の把握を行いました。 

 １回目のときに確認した基本的な考え方の部分なんですが、「住みよい地域・安心して住める地

域」をキャッチフレーズとして取り組んでいこうということを確認しております。もう一つは、急

がずじっくりと時間かけて研究していくことが大事じゃないかということで、十分時間をかけライ

フサポートの研究をしていくことを確認しております。ただ、現在の委員の任期が今年の９月末ま

でということなので、９月末までに大枠の部分を何とかまとめていければなということも２回目の

会議の中で確認しているところです。 

 研究の中でのポイントということで４点程載せておりますが、一つ目として、司令塔となる事務

局の組織作りをしっかりと行う必要があるんじゃないか。二つ目として、各種ある制度においてで
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きない部分を地域でカバーしていく必要があるんじゃないか。三つ目、自分たちの手で地域を良く

するために何ができるのかを考え、そういった活動に労力を提供する必要があるんじゃないか。四

つ目、自治会との連携を図り情報を共有しながら協力し合って進めることが必要であるということ

で、これらが研究の中でのポイントとなってくるのではないかということです。 

 次回以降の予定なんですが、滝の川東地区連合町内会でやっておりますライフサポート事業を参

考にしながら、うちの地域に合った項目、どんなことをメニューにしていくのかという、その項目

の洗い出しをしていこうということになっております。合わせて、一度研修に行って話しは聞いて

きているんですが、どういった動きをしているのかとか、詳しい部分について、もう一度研修に行

って学んできたいということも考えております。以上報告とさせていただきます。 

○菅原会長：この関係でご質問があればお伺いします。 

○長委員：私もこの分科会に参加しているんですが、今後の予定の部分で、９月末のメンバーが変

わる前に何らかの形で目鼻を付けたいということがあったんですけれども、スケジュール的にはか

なりタイトなような気がするんですが、どのくらいまでが目鼻というように考えたらいいんでしょ

うかね。 

○菅原会長：どこまでというのはそちらで話し合われたほうがいいですよね、事務局に言われても

どうしようもないんじゃないですかね。分科会の皆さんで話し合いをされて、９月末までに一定の

方向性を出すところまでやろうと、ここまでやろうというのを決めていただければいいんじゃない

ですかね。 

 厚田区のライフサポートとして、いろんなことがあるんだろうけれども、手短にどれとどれがで

きるとか、これは難しいよというのがあるんだろうと思うんです。そこら辺は分科会の中で仕分け

していただいて、できるものから事を進めるのがいいのか、じっくりと構えて最初からある程度全

体を網羅できるものがいいのかということもありますよね。 

○八木沼委員：じっくり時間をかけてというのはもっともなんだけど、やっぱり任期の中で一つの

成果として上げたいという気持ちを皆持ってると思うんだよね。ある程度の形にしたいと。 

○高田主査：１回目のときは、９月という時期を決めないでじっくりやろうと、新しいメンバーも

入って２年くらいかけて整理できればいいねという話しをしてたんですが、前回に９月末という部

分が出て、状況が少し変わったのかなと個人的にはそう思ってたんですが、ただ大枠の部分、本当

に地域のニーズとは何なのか、こういうことが求められているから分科会として取り組まなければ

いけないという部分を９月までにまとめて、新しいメンバーにその思いを伝えて、つなげていくと

いう形の大枠という意味かなと私は捉えたんですけれども。 

○菅原会長：厚田というのは南北に細長い地形ですし、沢があってそこに集落があると、ですから

そこそこによって環境なり状況が変わってきますよね。要望されることも変わってくるのかなと、

それらをどう整理していくのかということが大事ですよね。本来は自治連合会くらいの単位で話し

合っていただいて、そこそこの課題なりというものを洗い出していかないと、厚田から聚富までを

一緒くたに協議するというのも難しいのかなと、これは私の勝手な意見でございますけれども。 

○長委員：それぞれの地域で事情がまったく違うからね。スクールバスの件にしたって、利用がで

きる地域と利用がまったくできない地域があって、また発足のほうは既存のバスが走ってるという

ことで状況が違うんでね。だから提案程度でいいものなのかね、その辺のことが気にはなってたん

ですけどね。 

○菅原会長：いや、提案だけではダメじゃないでしょうかね。 
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○尾山課長：今のような疑問な部分を分科会の中でもんでもらって、一定の方向性を見出した中で

地域協議会のほうに進言してもらえればいいのかなと思います。ただ分科会の中で自分たちででき

得ないという課題が出てきた場合は、この場において協議していただいてということもできますの

で。 

○小野寺委員：１８日の分科会で９月末で一定の目途をつけようって決めたんでしょ、これ。 

○谷本区長：その方向性をどこまでにするかなんだよね。例えば、「研究の中でポイントとなる意

見」の中でいえば、事務局の組織作りと自治会との情報共有・連携という部分で、例えばモデル的

に望来の自治会などでやってみようかとかね、そういった動きが出れば少し前に進むのかなって思

うんですが。 

○八木沼委員：問題はやっぱり自治会や地域なんだよね。協議会である程度のものができても、具

体的に運用となると自治会なんだよね。 

○唐澤部長：実際に運用するのは自治会が主なんだと思います。地域協議会の委員さんが先頭に立

ってどうのという話しではないと思います。そういう意味では地域や自治会との連携といいますか、

理解を深めていただくことが必要なことだと思います。 

○菅原会長：座長とはどういったように取り組みを進めるのか打ち合わせてはいないですけれども、

いずれにしましても分科会の中で、こういうことは将来必要だぞということで協議しているわけで

すから。次回以降のスケジュールとしては、滝川でやっているライフサポート事業を参考に厚田の

地域に合った項目を選択する作業を進めると、また研修も再度行いたいということなんで、後は実

態としてどういうことが求められるかですよね。 

○唐澤部長：その把握は必要ですよね。 

○菅原会長：そうですよね。結局、一生懸命やったことが空回りになったら何もならないんでね。 

○谷本区長：一回滝川のほうに行ってきたんでね、今度は自治会を含めて一緒に研修に行くという

ことであれば、今後のためになるんじゃないでしょうかね。 

○桐山委員：自治会の役員の方も足がないことは感じているわけですから、実際に一緒に行って見

てくれば、もっと実感が湧くんだろうと思います。 

○谷本区長：そうすると自治会としても話しもしやすいし、進めやすいと思うんだよね。 

○桐山委員：ちょっとした資料はね、何人かにあげて話す機会はと思ってはいるんだけども、そう

いう説明の場がないからしないんであってね。そういった機会がないんでしないままになってます

けれども。名称はライフサポートということになってますけども、社協とも絡んで私個人としては

足のことだけがここに入ることであって、後のことはそういった組織ができているわけですからね、

活動がダブルということがあるんですよね。だけども形としては交通のことだけをやるわけにはい

かないだろうとなと私なりに考えてますけども、実際は交通手段のことを何とかしたいということ

なんです。 

○尾山課長：ライフサポートの分科会の中では、事務局のほうに資料要求という形で提出してほし

いと言われたのが、滝の川でライフサポートでやっている項目を整理してほしいと、その中から分

科会で、うちの住民が何を要望しているのか、そしてうちとしては何ができるのかという部分を検

証しましょうというところで終わっておりますので、ここまでの部分をやってきましたということ

を地域協議会に報告しましょうということで今回報告してますので、詳細については今後の分科会

の中で具体的に深く突っ込んで、実現に向けて協議していただきたいなと思っております。 

○谷本区長：いずれにしても分科会が立ち上がってるわけだからね。 
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○菅原会長：そうですね。分科会の中でポイントも押さえながら、次回以降の予定も立てられてお

りますので、この案件については報告ということですのでこの辺でよろしいですね。 

 

 (3) 前回の研修を振り返る「地域協議会委員の役割について」 

○菅原会長：それでは、協議事項に入らさせていただきます。前回の研修を振り返る「地域協議会

委員の役割について」ということで、再確認する時間を持ちたいということです。 

 前回、佐々木部長さんがいらっしゃって、地域協議会のあり方と地域振興基金の関係について、

皆さんの手元には議事録等行っておりますので、再読等されて確認されていることとは思いますが、

一定の役割など考え方につきましては、それぞれの意見がございましたけれどもご理解できたのか

なと思っております。再度皆さんのほうから何か意見があればお聞きしたいと思いますが。 

○尾山課長：前回、質問できなかったことなどがあればということで、あえてこういう形の議題を

提案させていただきました。 

○菅原会長：研修の感想でもよろしいので、何かあれば。 

○長委員：佐々木部長のお話を聞いていて、結局、ライフサポートもそうだけど、地域協働推進っ

ていうのかな、そういうことでいかなきゃいけないということで、先日、石狩の自治基本条例の提

言っていうのかな、まとめたんですけれども、その中でも大体同じようなことで、ライフサポート

でも言ってる住み良い地域づくりだとか、そういったことに特化していくというのかな、ある程度

社会が熟成してきたから、生産だ生産だということではなしに、本当に安心して住める地域づくり

をしていかなければならないのではないかというところに変わってきているというかな、その中で

いかに地域と行政と住民が協働できるのかなということがポイントになるんだろうけど、いかんせ

ん高齢化が進んでいる厚田区においては、この辺がなかなか難しいのかなという気がしてるんです

よね。だからライフサポートにしても需要はたくさんあるんだけども、供給のほうが少なくなるん

ではなかろうかという。 

 ６０過ぎて定年になったからといって、なかなかフリーになれないというのかな、地域でしっか

りと仕事を持ってやっているというようなね、そうなるとボランティアの受け皿が少ない、とうい

うところに不安を抱いているんですけれどもね。花川からは遠いのかもしれないけど、地域の中で

対応しようとするのもいいんだけど、もっと他の地域からも手助けをお願いするといった提案もし

ていったほうがいいのかなと思ったりしてはいるんですけどもね。 

○八木沼委員：移送サービスにしてもね、需要は本当に多いんだけども、手助けするほうが少なく

て大変なのが現状なんです。移送サービスをもっと発展させればライフサポートの重要な骨格の一

つの事業になってくるんだろうけども。 

 利用はほとんどが病院なんだよ。息子や娘が離れててもいる、だからいいんでないかと最初は思

ったけども、病院は日曜はやってないんだよね、だから息子とか頼っても日曜に買物とかならでき

るけれども、病院への移送はできないんだよね。病院が一番多いんだわ。 

○菅原会長：社協でやらなかったらどうしたんだろう。 

○長委員：そりゃやっぱり、いざというときは子どもが休んで来たりとか、緊急の場合は救急車で

行くとかなるんじゃないですか。 

○高橋委員：桐山さんたちがやっている事業は、講習とかが必要なんですよね。 

○八木沼委員：そうだね、今まではね。だけど…。 

○桐山委員：何だかんだ、その講習を受けてないとダメということはないんですよ。 
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○高橋委員：それだと、他にもいるような気がする…。 

○八木沼委員：薬をもらうだけだとか、救急でもないのに救急車を使うといったことがあるみたい

で、それだったら肝心なときに救急車が間に合わないということにもなるから、軽い症状の人は移

送サービスでということでね。移送サービスも本当は介護できるような免許を持った人が添乗して

いかなければダメらしいけども、そういうふうになったら我々ではもうできないから、今利用して

いる人は比較的一人で車も乗り降りできるという人なんです。緊急に酸素が必要だとかってなった

ら我々じゃもう対応できないから。 

○柴田委員：移送サービスに関わる人の人数って決められているんですか。 

○八木沼委員：そんなことはないと思います。 

○柴田委員：免許とか資格を持っていればいいと。 

○八木沼委員：免許とかそういったものでなくて、講習を受ければよくて、試験があるわけじゃな

いし。 

○菅原会長：ご意見がライフサポートのほうに逆戻りしたようでありますが、それはそれとしまし

て、前回の研修における確認をさせていただきたいと、感想でもよいのでそちらを中心にお話しを

していきたいと思います。 

 いずれにしましても、地域協議会の委員の役割というのはある程度ご理解いただけましたよね。

地域をどう興すかを主眼としての実行部隊ではないけれども、言い換えれば地域のために皆さんが

中心になってやるのは結構だけれども、できたら組織を作ってください、こういう話ですよね。そ

れからもう一方の基金の使い方等については、あまり制約はないんだよと、ただし地域として事業

ができる体制はできておりますかと、実行主体がありますかということですね。それの合理性が高

ければ当然本庁としては受けますよと。私はそう受け止めてたんですが、どうでしょうかね。 

○小野寺委員：だから難しいんだって。 

○菅原会長：そういうことで進めさせていただいてるわけですが、毎月やるにしましても、一定の

何かがなければならないわけですから、私もこれからの進め方は考えていかなければなと思ってお

りますが。 

○長委員：初めの頃にあったみたいに、交通のことが出てきて分科会ができて、それが発展した形

でライフサポートの分科会ができてといったみたいに、何かできそうなことについて分科会を作っ

て、皆が何らかの分科会に入って少人数のグループでいろんな話しをして進めていけばいいんでな

いかという気がするんだけどね。 

○尾山課長：私のほうから提言って言ったらあれなんですが、皆さんの地域の課題、問題になって

いることをどのように取り扱っていくのか、そこら辺の部分をそれぞれの代表として、ここをこう

したいんだよとか、こう変えていきたいんだよというふうに、この地域協議会の場に提言してもら

えれば、すんなりいくのかなと。それには、下のほうに入り込まなきゃいけないですよね。それぞ

れの出身母体なりに入ってお話してもらえれば、いろんな課題が出てくるのかなと思いますが。 

○長委員：課題が出たときには、もう終わってたというのがあってね。実は古潭で去年、敬老の日

と地域の懇親を絡めて、自治会と敬老会とボランティアで一緒にそば祭りみたいなものをやったん

ですよね。そのときに、事務的なことなどきちっとできなかったということがあって、敬老会の人

からやってもらわなくてもいいよということで、今までと変わったことをやってもなかなかスムー

ズに行かないというか、やっぱりお年寄りの人たちは今まで村から招待状みたいなのが出て、敬老

の日に総合センターへ行ってたというイメージがあったようで、その辺が違ったみたいで、今年も
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やろうかなと思ったんだけども、敬老会の方々にやらなくていいと言われたら無理してやらなくて

もいいのかなって。 

○谷本区長：ちょっと馴染みがなかったのかもしれないね。発想としてはいいんだけどね、気軽に

来て皆でわいわいしましょうやという発想はいいんだよね。だけど形式的な、田岡市長が来てあい

さつをするといった部分もあったから、まだ形式に捉われているんで、丸みを帯びたものを計画し

ていたんだろうけども、ちょっと馴染まなかったかもしれないね。 

 ああいった取り組みは古潭の自治会だけだったよね、後は今までの流れでね。 

○桐山委員：少なくなったらうちらも古潭と同じような状況になるんでないかと思って参加させて

いただきましたけれども、何でも自分らでやらなきゃならないときが間もなく来ると思いますよ。 

○柴田委員：タクランケ漬けというのがありますけど、どこでというか、食べたことがないって言

うんですよね地域の方に聞いたら。全国的に有名なんだけど、もっと身近に食べてもらえるように

なればいいのかなと思うんですけど。それをどのように話しを進めていけばいいのか…。 

○菅原会長：望来にタクランケ漬けを作っているところがありますね、それを食べたことがないよ、

知らないよという人が多いんだよね、どうしたらいいだろうということですよね。自治会とか女性

の会だとか、そういったメンバーで試食してみるとかね。 

あれは、従来あるかぼちゃ漬けですからね、我が家でも毎年作ってますよ。全然問題ないです、

あまりよく漬からないけども。 

○長委員：それをね、売る売らないという話しになると食品衛生法などの関係があるからね。 

○菅原会長：それは別ですよね。 

○高橋委員：タクランケ漬けを今作って出している方は、保健所とかそういった…。 

○菅原会長：はい、きちっとやってます。 

○谷本区長：免許も持ってますね、商標登録もしております。ただ、今は作っても売れるか売れな

いかの部分もあって、注文を受けたり、年契約をしたりね、デパートだとかに限られた分だけ出し

てる。だから不特定多数に売るまでにはね、前にはそうしていたんだけど、余ったりする関係があ

るのかもしれないですね。 

○菅原会長：それを食べてみたいと、皆で食べて研究したいと。 

○高橋委員：それをもうちょっと厚田の名産として広げられないのかなと、だけど誰がやってて、

どこで…。 

○谷本区長：正利冠の三枝さんや福沢さんがやってますんでね、高橋さんや柴田さんが行って、も

っと地域的に盛り上げてやる考え方はないんですかと、あれば地域協議会でも応援する、支援する

ということが考えられますよと。ただ、これはもう２０年とかやってますんで、一つのベースがで

きてるんだと思うんです。 

○菅原会長：私たちがお手伝いしたいから何かありませんかって行くのもいいですよね。 

○尾山課長：今みたいな情報ですとか、こちらのほうで提供できるものは提供しますので、資料請

求してもらえれば対応しますので。 

○菅原会長：大分時間も経過しておりますので、他に何かございますか。 

○谷本区長：前回、佐々木部長に講師としていろいろと、今までの地域協議会のあり方なり、１億

円の使い方の方向性なりというものが改めてわかったのではないかと思いますけれども、これから

もここの部分をこう考えるけどというものがあれば出してもらった中で協議していければなと思っ

ております。 
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○長委員：助成のことについてはとりあえず考えないで、必要になったら１億と言わず、２億でも、

３億でもね。 

○菅原会長：前回、委員さんの活動内容をもっと広く知らしめるべきでないかと、広報活動も大事

じゃないですかという話しがあったわけですが、あれはどのように整理されたのでしょうか。 

○尾山課長：広報活動については、今検討しているんですけれども、ただ地域協議会の部分だけで

いいのかということもあるんです。情報提供するといったときに、地域協議会だけの情報であると

すごく寂しいというのが区長のほうからも提言されまして、できればまだまだ住民にいろんな情報

をやってほしいと預けられてしまいまして、迷っている最中なんですよね。最初は地域協議会だよ

りを流そうかなと思ったんですけれども、それだけではダメだということなんで、どこまでやろう

かなと。市の広報の部分も絡んできますんで、ダブってもいけないし、ダブらないようなものを提

供していく必要がありますし、結構厳しいものがありますよね。 

○菅原会長：ローカル版として広報の１ページに入れちゃったらどうなの。 

○谷本区長：そういう考えもあるんです、１ページもらうとかね、そうなんですがやっぱり予算的

な制約もあって難しいのかなとは思ってますけども。 

○長委員：１ページ追加するのは、区の分だけでいいだろうし、他にも回覧で区のほうからいろん

な案内が出ますよね。 

○谷本区長：一番懸念されるのは、厚田区でも浜益区でも出すのはいいんですけれども、正直言っ

てせっかく金をかけてる石狩市の広報がすんなりとごみに行ってしまう、すんなりとリサイクルの

ほうに行ってしまうというような意見もあるみたいで、その辺との絡みもあるんですよね。それか

ら市の広報ではまだお知らせが見れない、見方があって見れる人は見れるんですがね。そういった

こともあって担当課長も悩んでいるところなんですよね。 

○菅原会長：市の広報を読んでもらえないということですね。 

○尾山課長：浜益では「浜地協だより」というものを出しています。広報のほうも今までは支所の

ページを持っていたんですけれども、６月号からそれはやめますと、要するにもう合併してるんだ

から、区じゃなくて全体の広報の中に区の情報をはめ込むという形で現在動いております。そこで

全体的に出ちゃうものですから、厚田特有のものを地域協議会だよりと合わせて作るというのがか

なり厳しいものがあるんですよ。浜益では結構細かいところまで出てるんですよね、入学とかお悔

やみとかね。 

○菅原会長：昔の広報と変わんないですよね。 

○谷本区長：その辺は今、個人情報とかの部分がありますから気を付けなければならない部分なの

かもしれないですけれども。 

○尾山課長：浜益は本人に確認しているみたいで、いいって言えば載せるし、ダメって言えば載せ

てないみたいです。 

○谷本区長：老人クラブの会長さんとかにいろいろ言われるのは、健康診断ありますよとか、リハ

ビリ教室ありますよといったことをもう少しわかりやすく出してくれれば、受診率も高くなるんで

ないの、健康にも貢献するんではないのという言い方はされていますね。 

○菅原会長：道新にも全道版と地方版があるわけでしょ、皆まずどこを見るかって言ったら、石狩

当別の地方版を見るんですよね、今日は何があるんだと。それから他のページを見るわけですよ。

そういった部分を要求してるのかなと。広報にはいっぱい書いてあるから読みきれないよ、あれは。 

○高橋委員：本当に読んでないと思う、いついつ広報にこういうことが出てたよねって言っても、
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９９％知らないって言われる。「あつたの歩み」が配られましたよね、あの話しをしたときにも、知

らないという人がほとんどだったんですよ。届いてるはずだよって言ったら、そういえば見たよう

な気もするって、そんな状態なんで、本当にお年寄りは絵でも描かないと見てくれないものなのか

なって思ったことがある。 

○谷本区長：もう少しわかりやすくて見やすいものを住民が求めているのは確かなんだよね。何で

もかんでもはいらないんだよね、厚田のことだからって何でもかんでもはね。人によって求めてる

情報が違うから難しいところはあるけれども。本来の広報が無駄にならないようにね。 

○菅原会長：出すことは可能なんですよね。 

○唐澤部長：読みやすい、親しみやすいローカル版を出す方向で検討していきたいということです。 

○長委員：もっとも情報を提供していかないと協働なんてことにはならないよね。 

○尾山課長：心配なのは、見ないというのが一番困りますよ。 

○長委員：見てもらえるような作り方しなきゃ。 

○菅原会長：少し漫画をいれるとかね。 

○唐澤部長：道新も全道版と地方版がありますけれども、全道版のほうも一生懸命担当者が作って

ますんで是非見てください。ローカル版も今、課長が一生懸命考えてますんで。 

○菅原会長：市の広報もちゃんと見ましょうって書けばいいんだよ。 

○谷本区長：そうだね、そしてまずは回覧板からきちんと取りましょうと。 

○菅原会長：ほかのご意見がなければ約１時間になりますので、どうでしょうかこの辺で。 

 

４．その他 

○菅原会長：ないようですので、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、６月２９日、金曜日、１８時から厚田支所で行います。 

○尾山課長：一つお知らせがございますが、忠類村が幕別町と合併しまして、旧忠類村の区域に住

民会議という組織を置いたようで、委員さんも含めて１８名程度で、うちの地域協議会を視察した

いということで連絡がありまして、３１日、１５時から支所で行いますので、ご都合がよければ皆

さんにも参加いただきたいなと思いまして。 

○菅原会長：都合のつく方は、来ていただければありがたいなということですね。気軽にご出席い

ただきたいと思います。 

○谷本区長：参考になることも聞けると思いますので、都合がよければ是非来ていただければと思

います。発言していただいても構いませんけど、気軽に。 

 

５．閉会 

○菅原会長：私も風邪をひいておりまして、非常に不快な思いをさせてしまったかと思いますが、

今日はこれでお開きにしたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

平成１９年 ６月２９日議事録確定 

                               石狩市厚田区地域協議会 

 

                                 会長    菅 原 道 夫 


