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平成１９年度第２回石狩市厚田区地域協議会 

 

【日 時】 平成１９年 ４月２６日（木） １８：００～１９：５０ 

【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、笹木委員、柴田委員、 

高橋委員、長委員、畑中委員、藤田委員、八木沼委員 

     （欠席～佐藤副会長、上山委員）※正副会長を除きあいうえお順 

【傍聴者】 ５人 

【議 題】 (1) 委員研修会 

        「地域協議会の役割とあり方」及び「地域づくり基金のあり方」について 

【資 料】 資料１：地域づくり基金の使途について ほか 

 

１．開会 

○尾山課長：第２回地域協議会を開催いたします。佐藤副会長と上山委員からは都合が悪く欠席と

の連絡が入っております。それでは菅原会長、ごあいさつをお願いいたします。 

○菅原会長：４月に入りまして、暖かい春らしい日が続いたわけでありますが、今日は一転しまし

て荒れた日ということでございます。春を迎えまして農業、漁業また地域の経済界の皆さん方、い

よいよ本格的な経済活動の時期を迎えたわけでありまして、大変お忙しい中、委員の皆さまにお集

まりいただきましてお礼申し上げます。 

 前回の協議会で、我々委員になりましてから１年半が経ちまして、それぞれ団体を代表された方、

自ら手を挙げて来られた方等々ございますが、地域協議会のあり方については当初任命されたとき

に学習はしたつもりでございますが、いかにしてこの地域協議会の機能を把握し、地域の活性化に

つなげていけるのかという、なかなか暗中模索の中で１年半が過ぎてという反省の弁もございまし

て、それを総括いたしまして、地域協議会が果たす役割等をもう一度再確認しようじゃないかとい

うことです。それともう一方では合併時に地域振興基金を用意していただきましたが、これらも地

域協議会での議論の中で地域のために使えるんだという考え方でいろいろと議論させていただきま

した。これについても非常に難しい面があるとの意見があったところでございまして、それを含め

まして委員の責任と役割という部分と、地域協議会における基金運用のあり方と、こんなことを今

日は石狩市の企画財政部長の佐々木さんにおいでいただきまして研修をしようということでありま

す。 

 いずれにいたしましても、毎月お集まりいただき熱き思いの議論をされているわけでありまして、

このことは決して無駄ではないと私は考えております。 

 

２．委員研修会 

○菅原会長：それでは、本日たいへんお忙しい中おいでいただきました佐々木部長さんのほうから

早速お話いただければと思います。 

○佐々木部長：皆さまおばんでございます。企画財政部長の佐々木と申します。いつもお世話にな

っております。本日は地域協議会のあり方、あるいは基金の活用についてといったようなことで、

私のほうから３０分から４０分くらいお話しをさせていただいて、その後いろいろとフリートーキ
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ングさせていただければと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。長くなりますの

で座って話させていただきます。 

 まず、地域自治区と地域協議会、これは今の法律上でも切っても切り離せないような関係になっ

ております。なぜこのような地域自治区、あるいは地域協議会といったような制度、なぜここら辺

の話しが出てきたのかということをお話しさせていただきたいと思います。 

 ご存知のとおり、国では旧合併特例法の中で、できるだけこれからの市町村というのは、規模の

メリットと言いましょうか、そういったものを発揮するうえで小規模な市町村をできるだけなくし

ていきたい、そういった姿勢を鮮明に出しておりました。そして大きな市町村だけになったときに、

これまで小さな町で行われていたような地域の声を反映した行政というのが難しくなるといったよ

うな危惧があったわけです。国としてもそういったあり方というのはよろしくないと、そういった

ことがありまして地域自治区あるいは地域協議会といったような制度が出てきたと、解説書などで

はそうなっております。ただその場合に考えなければならないことは、最近富に言われてきており

ますことでございますけれども、今の時代、例えば行政が使えるお金というのは減らしていかなけ

ればならない、というのは恐らく国民全体の意思であります。逆に言うと行政が使えるお金を増や

していくというのは、例えば税金を上げる、介護保険料、国民健康保険料、そういったものを増や

していくだとか、年金の掛け金を上げるとか、そういったことを意味しているわけですから、そう

いうことは国民皆望んでいないことは疑いのないことだと思いますから、そうすると役所が使うお

金を減らしていく、そういう要請が一方である。もう一方では、とは言いながらも国民ニーズ、住

民ニーズはどんどん多様なものが出てきている。あるいは個別、具体的なものになってきている。

一番いい例で言いますと、例えば学校給食ですと、昔は同じ献立を出していればそれで済んだわけ

です。食べない生徒には食べるまで昼休み遊びに行ったらダメだと言って無理矢理食べらしてた、

そんなようなことで済んでいたんですけれども、今は例えばアレルギーとかという話しになります

と、個別に給食のメニューを考えなければならなくなってきたとか、そういったように昔だったら

あまりニーズとして表に出てきていなかったようなことも細かく拾っていくということが広く求め

られている。そのためには当然お金がかかっていくわけですね。ですから全体としてかかる金は減

らしていかなきゃダメだけども、ニーズに応えるためにはどうしてもコストがかかってしまう。こ

こら辺をどうしていくかということが、今の行政に課せられた課題なわけです。それを解決してい

くうえの一つの考え方というのは補完性の原理と言いまして、個人でできることは個人がやります

よと、個人でできないことは家族、あるいは地域で分け合いましょうと、地域でもできないことで

初めて行政が出てきますよと。また行政の中でも、まず出てくるのは市町村、一番住民に身近な市

町村がまずやります。市町村だけでできないことは広域である都道府県が出てきます。国が出てく

るのは一番最後です。あるいは国というのは全体の枠組みを決めるような法律とか、そういったよ

うなことをしているわけです。そういった考え方が今主流になってきております。 

 この地域協議会、地域自治区を運営していく中でも、今申し上げたような補完性の原則、こうい

った考え方をしっかりと原則として打ち立てる必要があるわけです。石狩、厚田、浜益が合併する

となったときも、ここら辺の議論を合併協議会の中でしたうえで、それでは地域自治区を作りまし

ょう、地域協議会を置きましょうということになりました。ただ地域自治区、あるいは地域協議会、

それだけ置いたんでは若干武器がない、そういう感じがあります。そこで出てきたのが合併まちづ

くり基金というものです。本日お渡ししているレジメの中で１枚目をご覧いただきたいのですけれ

ども、最初の枠中に「仮称合併まちづくり基金等の設置と活用」。これは新市建設計画の中にうたわ
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れております。ちょっと読み上げますけれども、厚田地区及び浜益地区においては、それぞれの地

域における産業、歴史・文化、教育、コミュニティ活動等の振興や、合併に伴う住民サービスの変

化による、住民生活への影響緩和を目的とする事業を、地域住民の創意工夫により実施していくた

め、仮称地域振興基金を設置しますと、こういうふうに決められております。ここで一番ポイント

になるのは、各種の事業を地域住民の創意工夫により実施していく、これがポイントになるわけで

す。この合併まちづくりプラン、新市建設計画というのは、３市村の約束事というふうに考えてい

ただいていいのではないかと思います。 

 次に、地域自治区及び地域自治区の区長の設置に関する協議書というのも合併協議会の中で合意

されました。その中で地域協議会の審議事項といたしまして、地域振興のための基金の活用に関す

ることについては協議会の意見を聞きますよというふうになりました。さらにこれらを前提として

一番下のところになりますが、石狩市で新たに地域づくり基金条例というものを作りまして、その

第１条のところですが、合併前の厚田村の区域における市民の意思を反映した特色ある地域づくり

を図る事業、その財源に充てるためこの基金を設置したわけであります。ここでもやはり、市民の

意思を反映した特色ある地域づくりを図る、これがこの基金を置いた目的であります。 

 今現在、この基金というのは、今申し上げました三つの原則、これを動かすことは非常に難しい、

非常に堅い原則と考えていただいてよろしいかと思います。この原則の中で基金の使い方などを決

めてきてる状況でございます。 

 これらの原則はわかったと、それでは具体的にどのように基金の使い方を決めているのかという

と、次のページに「地域づくり基金の使途について」とあります。最初の枠の中に書いてあります

が、地域づくり基金１億円があります。これは地域自治区振興事業というものの財源に充てるとな

っております。この振興事業の内容には二つの種類がありまして、一つが地域協働推進事業、もう

一つが経過措置事業、この経過措置事業というのは合併前にやり残したことをやりますというもの

なので、もう出番がないのかなという気がします。 

地域協働推進事業のほうの説明を中心にしていきたいと思います。枠の下の二つになりますが、

一つ目として、支所は、地域自治区における特色ある地域づくりを図るため、地域協議会の意見を

聞いたうえで、本庁に対して地域自治区振興事業を提案する。二つ目、これが我々役所内部として

は重要なことなんですが、振興事業は通常の部の配分予算とは別枠となっております。これはどう

いう意味かといいますと、現在財政状況が非常に厳しいということで、各部に予算の割当てがある

んですが、来年は非常に厳しいから前年度と比べて基本的に５％カットねとか１０％カットねとか

いったような、枠を決めた中で予算を組んできているんですけれども、この自治区の振興事業につ

いてはそういった枠とは別枠で考えていいよとなっております。ですから、良い事業についてはど

んどん採択をしていける仕組みとしております。ただそうは言っても、どういった事業がいい事業

なのか、その基準が必要になります。そのことが次から書いてあります。 

 地域協働推進事業の考え方としては、（１）から（８）までの八つの要件があるわけですが、一つ

目として、事業の枠組みとはどのようなものなのかということで、二つあります。（ア）のほうは、

補助タイプと考えていただければいいかと思いますが、自治区内の住民、団体、事業者等が一定の

成果を達成するために自分で事業をやりますと、それに対して市が補助をしますというスタイルの

ものです。市民が主体となって市が金銭的なバックアップをしますよという枠組みが一つ目のパタ

ーンです。二つ目は、役割分担型と言えばいいんでしょうか、支所と住民の皆さんが何か一つの目

標を立てて、住民はこれをやる、支所としてはこれをやるといった役割分担をしてやる場合。この
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役割分担というのは、市と住民との間で明文化した中で取り組みましょうというのが二つ目のパタ

ーンです。 

 補助タイプというのは、今年の厚田でやっている体育振興事業、あれは補助タイプの典型ですか

らわかりやすいと思います。役割分担タイプというのは、例えばの例で言うと、厚田公園に恋人の

聖地ができました、あれを支所と住民の方々とで一緒にアピールをしたいと共通の目的を作ったう

えで、住民はお客さんが来たら心からおもてなしをするとか、ガイドをするとかそういったことを

しますと、市は看板みたいなものを作ってお客さんを恋人の聖地へ呼んできてくださいといったよ

うな役割分担をしながらやっていく。その場合、市が看板を作る部分を（イ）の役割分担型の事業

だと考えていただければいいと思います。 

 （ア）のほうも、（イ）のほうも住民の皆さんが何らかの動きをしなければならないという枠組み

の中で動いてるっていうことです。なぜこういうような枠組みにしたかと言うと、さきほど言いま

したが補完性の原則というのがあって、まず自分ができることは自分で、地域でできることは地域

で、さらにそれをバックアップするのが市なんだよという考え方があるものですから、まず住民の

皆さん方の動きがあるということを前提にしたわけであります。これが枠組みとしての決め事です。 

 （２）ですが、この事業は何らかの成果を目的としてやるものだという話しをしましたけれども、

その成果というのは、この地域自治区の特徴的な政策課題に対応していることが必要であろうと、

これは全市どこにでも当てはまるような話しであれば、この基金を使うのではなくて市の一般的な

予算を使うべき、そういう考え方を持っております。例えば皆さん方が困っていること、厚田なら

ではの事情があって困っていることを解決しようと、厚田ならではの特徴を生かした地域興しをし

ようといったようなことに成果を出せる事業であってほしいなと思います。 

 三つ目は、「成果の目標がある程度明確であって、枠組み全体の事業内容が妥当であること」とな

っております。例えば「目標が明確である」ということで言えばどんなことかと言うと、何か新し

いサービスをやります、ライフサポート事業みたいなことをやりますと、そういうふうになればラ

イフサポートでどのくらいの人に使ってもらうかを目標にしようと、あるいは何か商売系のことを

するのであれば、売り上げを増やそうですとか、あるいはイベント的なことをやるんであれば、参

加人数を大体これくらいにしようとか、そのような目標の設定をしていただければなと思います。

１年目やってその成果が達成できないのであれば、どこが悪かったのかということを考えながら２

年目、３年目と改善していけるんではないかと考えております。 

それと、その「成果目標を達成するうえで枠組み全体の事業内容が妥当なこと」というのは、わ

かりにくい表現なのかもしれないですけれども、例えば恋人の聖地をアピールしようということで、

住民の皆さんは来たお客さんをもてなすよと、市はお客さんを連れてくるとすれば、観光バスツア

ー的なことを市がやればお客は連れて来れるわけです。こういったようなことをもしもやるとすれ

ば、この枠組みは私どもとしては適当ではないと思います。なぜかと言うと、観光バス事業を格安

にやるということであれば、長続きしないわけですね。赤字を出しながらこういった事業をやると

いうのは、本来、観光で地域を興していくといった考え方とはちょっとマッチしないということが

あると思います。それと観光バス的な事業であれば民間でもやっているわけです。民でできること

は民間にというのがあります。役所が税金を使って民間の方々の営業活動を圧迫してはならないと

いうのは、最近の常識になっております。そういったようなことを考えていきますと、なんぼ恋人

の聖地をアピールするためとは言っても、役所が税金を使って観光バスを動かすといったようなこ

とは、この事業内容としては妥当じゃないのではないかというふうに判断せざるを得ないというこ
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とでございます。 

 四つ目としては、先ほども言いました補完性の原則に照らして補助金を出したり、役割分担で言

ったらその事業を直営で行う妥当性があるかということです。 

 五つ目としては、これは事業をやった後で成果の検討をしてくださいということです。なるべく

明確な目標を作るということがありましたので、目標に照らしてみてどうだったのか、クリアでき

たのかできなかったのか、できなかったとすればその原因がどこにあったのかと、地域協議会の中

でももんだうえで、次にどうしていけばいいかということを考えるような仕組みでお願いしたいと

思います。また、この事業については、基本的には３年を一つのくくりにしております。３年を一

つのくくりにして、３年以上やるとすれば３年間の成果を総括して４年目、５年目と続ける必要が

あるかないかということを立ち止まって考えていただくということを一つの要件にしております。

これは、これまで役所がやってきたことの反省があるんですけれども、一回、事業なり、補助金な

りを始めてしまうとなかなかやめにくくなるというのがあります。そうならないように常に立ち止

まって考える、必要があればまたやるという枠組みの中で事業を作っていかなければならないだろ

うと考えております。 

 ６番目、補助型の事業については、次のページにあります地域自治区振興補助金要綱に準拠した

ものということなんですが、ポイントとしては要綱中の囲っている部分になりますが、補助対象と

ならない金はこういったものですよと、補助金の額というのは補助対象経費の２分の１以内ですよ

というのが一つのポイントです。ただこの辺の話しというのは、本当に最終的に事業をやるといっ

たときの金の計算のレベルですから、ここまできたら地域協議会の中でそんなに意識することはな

いかと思います、支所のほうでやることになるでしょうから。 

 ７番目ですが、もしも箱物整備が伴うような場合については、市の実質負担額を基金のほうから

出すと、施設ができた後の維持管理については、住民側が負担することとしますよと。箱物を作る

というのは、あまり考えにくいかなという気がしておりますけれども、もしも作るとした場合、箱

物整備というのは総事業費１億円するとした場合、そのうちの半分くらいは国からの補助金が入る、

それについては市の持ち出しがないということになります。残りの半分５千万円のうち９５％くら

いは起債といって借金を充てるんですね、結局、建設する年度に市が持ち出す金というのは最後の

５％分、ですから５００万円を出せば１億円の箱物が作れるといったような仕組みの中でやってる

ことが多いんですけれども、じゃあ５００万円だけ出せばいいのかというとそうではなくて、借金

の４，５００万円を返していくわけですから、それについてはこの基金の中から出していくという

のが妥当であろうという考え方であります。なおかつ、「施設完成後の維持管理を住民が負担する」

としたのは、もし住民側が補助を受けて箱物を作ったとすれば、当然これは住民が持っている施設

ですから住民の皆さんが維持管理するのは当たり前です。役割分担の中でやるとすれば、建物を建

てるのは市になりますから市が建てますよと、住民のほうは別の役割を分担しなければならないな

となると、後は維持管理しかないということでこういうことにしております。ただ、何か箱物を市

が作って住民が維持管理をしますと、その箱物を舞台にして何か新しい事業をやりますとなれば、

それはまた新たな一つの地域自治区振興事業となっていく可能性はあるわけですから、またこの基

金を使って運営をしていくという余地は当然出てくると思います。 

 次の８番目、これも非常に重要なことなんですが、地域自治区振興事業の内容については、合理

性さえあれば他の地域との一律的なバランスというのは求めてはおりません。これは当然地域の実

情にあった事業をやるという前提で考えるのであれば、厚田だけでやったのでは不公平だとか、そ
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ういったようなことは大目に見たほうがいいのではないかということでございます。例えば浜益で

スポーツフェスティバルというのをやっております。地域の方々が年に２回集まって運動会みたい

なことをやっております。それに対して補助金を出すというスタイルの振興事業なんですが、同じ

ことを石狩でやるとすれば多分予算は付けられません。石狩でも昔は町内会の運動会に補助金を出

していたんですけれどもそれはやめました。結局、目的を決めてやっていたのですがそういうふう

にはなってないだろうとなって、要は目的と手段が合っていないという判断で５、６年前だったと

思うんですがやめております。ただ浜益の場合どうかというと、例えば集落が非常に分散しており

ますので、何か地域で一体感を出すとなればイベントなどをやって皆が一堂に会してその中で地域

の一体感を維持していくといった必要もあるのではないかというふうに考えております。そういっ

たことで市内他地域との一律的なバランスは求めていないということであります。 

 今現在の制度の内容を説明したんですけれども、非常にわかりにくい点もあろうかと思います。

ただ、厚田でも浜益でも地域協議会の中でこの基金をどうやって使えばいいんだといったような話

しが出てるということは私も伺っております。それに対してこうすればいいんだといった答えはも

ちろんありません。ただ、私なりに話しを聞いて感じたことなんですけれども、一つ目としてはこ

の基金を何とかして使いたいといったようなことが議論の目的になってませんかということなんで

す。そこから入っていったら絶対に身になるような基金の使い方というのはできないのではないか

なと思います。 

 徳島にある上勝町という町をご存知でしょうか。ここは人口が２千人くらい、高齢化率が４７％、

徳島からですとバスが一日に４便しかなくてというような町なんですけれども、そこで山の葉っぱ

を全国に売って、それは「つまもの」と言うらしいんですけれども、よく料亭などで刺身について

いる葉っぱとかですね、あれの全国のシェアの８０％、年間で２億５千万円売り上げていると。葉

っぱを売っているのは、そこら辺にいる農家のおばちゃん方なんですね。山に行って、葉っぱを取

って売ったら２億５千万円になったと。これはかなり有名な話なんですけれども、この仕掛けをし

たのは農協の職員だったんですね、横石さんという人です。その人はもともと他所から営農指導員

として上勝町に来ていたんですね。その頃の上勝町というのは、まちの顔役の人とかが集まってま

ず話しをするのは、何かいい補助はないだろうか、何か俺たちにとって使いやすい金がないだろう

かと、そういったところから物の発想をしていたと、がなかなかそういったものはない、結果、役

場は何をやってるんだとか、国の制度が悪いんだとかといったような評論家みたいなことばかり言

い合っていた状況だったそうです。そういうことを言っている間はなかなか前に進んでいかないと

いうのが、その横石さんのお話です。 

 上勝町では昭和５６年頃に主要産業であるみかんが冷害で全滅しちゃってどうにもならないと、

何か食べていけるようになるいい方法はないかとずっと考えていたらしいんですけれども、あると

き料亭で出てきた葉っぱを見て、これを売ったらどうだろうかと思いついたそうです。そうやって

葉っぱを売ってみたが全然売れない。もしもこのとき横石さんが補助金を何とかして使いたい、補

助金を使って葉っぱを売りたいと思っていれば、多分今の上勝町はなかっただろうと。横石さんの

場合は、ここで補助金をほしいとは思わなかったと、何をしたかというと、自分でいろんな料亭に

通ってどんな葉っぱが売れるんだといったニーズを調べて歩いて、それで段々売れるものがわかっ

てくる。さらに葉っぱを取ってきてもらうおばちゃん方の全部の家にパソコンを置いて、そのパソ

コンを通して日々の注文だとか、今はこういう葉っぱを取ってきたら売れるよだとかの情報を流す

ようになった。さらに売り上げランキングみたいのを出して、おばちゃん方が一生懸命競争して取
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ってくるようになって今のようになっていったということなんですけれども、初めてそこで例えば

パソコンを買うといったことで補助がいると。ですからまず補助金を使いたいという話しではなく

て、自分の思い描いた事業を成功させる、成功させるための王道をずっと歩いてきてて、だけども

パソコンを全世帯に入れるなんてとてもじゃないけど金が続かないからできない、そこで初めて補

助をつっこんでくるといったようなことだったんじゃないかなと思います。 

 ですから、まず１億円の基金を使いたいといったようなことは一回横において考えたらどうかな

というふうに思います。では何を考えるかということですが、まず考えていただきたいのは、自分

あるいは自分たちは何をしたいか。個人が儲けるような話でもいいと思うんですよ。個人の儲けが

地域の活性化につながるんであれば、十分取り組む価値があると思います。それが地域の活性化に

つながるかどうかということはこの地域協議会で話し合っていただけばいいわけです。あるいは、

自分が何をしたいかと、あまり個人の話ばかりするのもどうかなというのであれば、厚田という地

域がどうなってもらいたいか、どうしていきたいかということを考えていただきたい。ただ、その

ときに上勝町の昔の状態は皆評論家だったという話しをしましたけれども、評論家にならないでも

らいたい。厚田をこうしたいと言うんであれば、厚田がそういうふうになったときに自分はどうい

うことをやっているのか、自分のポジションは何なんだということをイメージしてもらいたい。そ

うすると自分がやるべきことというのが見えてくるのではないかと思います。 

 先ほど言いました横石さんの講演の中で、こんなことを言っております。「何かを始めるとき、自

分だけ、自分からという考え方になかなかならない。だから講演会をしても、喫茶店に連れて行っ

てもダメなんです。何回やってもいい話しだったなと、自分たちも変わらないとダメだなというと

ころまでは言うんですけど、一月後状況が変わっているかといったらまったく変わっていない。結

局これは当事者じゃないから、要するに言った人方が自分のことと思っていないから、自分が参画

するという意識がない、自分のこととして問題点が見えてこない、こういったような状態であるう

ちはなかなか変わっていけない、いい事業の着眼点は出てこない」というようなことを横石さんは

言っております。ですから、まず自分、あるいは自分たちという視点を常に持っていただきたいな

と思います。それができれば先ほど説明した地域協働推進事業の八つの要件がありましたけれども、

（１）、（２）、（４）のこの三つは要件は、これだけできればクリアされると思います。 

 次に、自分は何をしたい、地域にどうなってもらいたい、そのとき自分はこういうことをやって

いるといったようなイメージを実現させるためにはどういう事業をやればいいかを考えていただき

たいと思います。そうすると、そこで成果というものを意識するようになりますから、さっきの要

件でいったら（３）のところですね、ここが自然とクリアされていけるんじゃないかと思います。 

 そして最終的にいろいろと考えたけれども、ここの部分はどうしても自分たちじゃできないとい

ったところを市にやってくれと言えばいいわけです。そうするとそれが、地域自治区振興事業に化

けていくとなるんじゃないかなと思います。こういった考え方が唯一の正解ということではないと

思いますが、試しにこういった視点から考えてみるといったことも必要ではないかなということを、

厚田や浜益の話を伺って感じました。また、去年ですか、道庁の清水主幹がこちらと浜益に来られ

てお話しをされていったんですが、そのときに市役所に寄っていって清水さんとも話したんですけ

れども、やっぱり１億円を使うというところから入っていくとなかなか解決策は出てこないよねっ

ていうことは清水主幹もおっしゃってましたね。そういったことを頭の片隅に置いておいてほしい

なと思います。 

 この基金が非常に使いにくいという話しは、実は議会の質問の中でもいろいろと出てます。ただ、
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今現在うちのほうでこの制度自体を変えるつもりはありません。でもさっき言ったようなプロセス

で皆さん方に一生懸命考えていただいて、でもやっぱり今の制度だったらできない、こういうこと

がネックになってて自分たちがやりたいことができないんだと、ここのところをこう変えてくれれ

ば俺たちがやりたいことができるようになるんだということがあるのであれば是非それは教えてい

ただきたい。そのときに初めて我々は制度を変えたいと思います。 

我々としては実際にこの制度がずっとこのままでいいとは思っておりません。やはり厚田の方々、

浜益の方々にこの制度を使い倒していただいて、使い倒したうえでやっぱりここのところがダメだ

というのであれば、それはどんどん変えていかなければダメだと思っております。 

 ライフサポートの分科会がこれから検討を始めるということですから、例えばこういうのを一つ

の材料にして大いに検討していただきたい、そのうえでどうしてもここのところがダメだというこ

とがあれば、地域協議会で話し合っていただいて我々のほうに教えていただければ、使いやすいよ

うに制度を変えていきたいと思います。ただ、議会の中でも出てたんですが、今石狩は非常に財政

的に厳しいと、財政的に厳しいから例えば自分の家の前の道路がなかなか舗装されないから、その

１億円を使って舗装できるようにすればいいじゃないかといった話しがありました。しかしそれを

やったら１億円なんてあっという間になくなります。うちの財政課は喜ぶと思うんですけれども。

要はよっこしている１億円で本来市がやるべき事業をやるということですから、それはやりたくな

いと思います。是非この１億円というのを有効に使って、地域の本当に困っていること、あるいは

地域興し、地域の活性化といったようなものにつなげていただいて、１億円が５億円、１０億円の

価値を産むような使い方をお願いしたいなと思っております。 

 非常に雑ぱくな説明になって、途中わかりにくい部分もあったかと思いますけれども私からの説

明は以上で終わらせていただきます。 

○菅原会長：どうもありがとうございました。佐々木部長のほうから資料に基づきまして、地域協

議会のあり方とまちづくり基金の使い方と言いましょうか、その辺の基本的な考え方が示されたわ

けでございますが、まずは説明の中での質問等がございましたらお伺いいたします。 

○桐山委員：桐山でございます。今部長さんから説明をいただきましたけれども、お年寄りに関連

して私もＮＨＫ番組を見たりして、こんなことができればなと思いながら毎週見て勉強もしてるん

けどね、基本的には私この基金の使い方よくわかるんですが、だけど本当に困っていることに使わ

れないというのが残念なんですよ。ライフサポートの分科会を立ち上げて、これからやろうとして

るんですけれどもね、厚田区全体を見てて、本当に足がないということが将来に向かって一番の不

安なことなんですよね。それが市のほうでやっていただけるのであればここで心配しなくてもいい

んですけれども、我々一番そういったことに頭を悩めていて、何か一つやろうとしても、足がある

んだろうかな、バスが出るんだろうかなって毎回心配してるんで、何とかと思っているんですがね。 

 例えばバスを購入していただくことが可能ですと言われて、やろうとしても維持管理というのが

当然できないことがはっきりしているわけですよね。厚田の住民として一番悩んでることにお金が

使われないということは絵に描いたもちよりまだ悪い。本当に腹立たしいですよ。非常に困ってる

ことに使えないということがね。 

○佐々木部長：ライフサポートというのは、滝川でやってるやつですよね。滝川の場合・・・。 

○桐山委員：見学というか、勉強に行かせてもらったんですけどね。 

○佐々木部長：滝川はバスでやってましたか。 

○桐山委員：いやそうじゃなく、個人の車ですがね。自治連合会がやってまして厚田でも可能性が
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あると私は踏んでるんですけれども。 

○佐々木部長：バスを買うことが本当に必要なんだろうか。滝川の場合バスを買わなくてもできて

いるわけですよね。ですから、本当にやりたいことはバスを動かすことじゃなくて日常の足を確保

することだと思いますから、そのためにバスが本当に必要なんだろうかどうかという辺りを、まず

がっちりと議論していただくことが先決かなと思います。１億円でバスを買うとか買わないとかと

いうことを言う前に。その辺りはどうなんですかね。 

○桐山委員：それはそれでこれから分科会でね。いきなりバスって言うからことが大きくなるんで

ね、例えば１０人乗りでも８人乗りでもいいんですけれども、辺鄙なところをですね、毎日でなく

ても週に２回とかでも、やっているところもあるわけですからね国内には。それはそれで市のほう

でそういったことを真剣に考えているんであれば、基金どうのということではないですけれども、

ちょっと将来的にそういうことは・・・。 

○佐々木部長：交通体系をどうするかといったような一般的な話しになればバランスというものが

どうしても出てきますよね、そうなると、人のいないところに公共交通機関は引けない、これは常

識的な話しになります。ですからやはりそういったようなことを市の一般的な施策として期待する

というのは、市としてはいささか荷が重いところがあります。それを解決するとすれば、地域自治

区振興事業というのが一つの有力な候補になってくるのかなという気がします。後は滝川でやって

るやり方を参考にしながら、自分たちとしてこれをやりたい、あるいは地域の高齢者の方にこうい

うふうになってもらいたい、そのときに自分はこういうことをやっている、ハンドル握っているの

かもしれないし、申込みの受付をやっているのかもしれない、そういったことを考えてみてはいか

がかなと思います。 

○桐山委員：先ほどの部長さんのお話を聞いていてね、自分がどういった役割をすればいいかとい

うことはわかります。ですから自らでという気持ちは十分に持ってという考えではいるんですけれ

ども、将来的には厚田ばかりじゃなくて、北海道全体、日本全体が段々過疎化されて、こういった

ことがますますね。そういう弱者に対する、一人だとしても二人だとしても残っている人が安心し

て暮らせるということに一番目を向けてもらいたい点なんですよね。見ればこのとおりなんですけ

ど残念でならないんですよ。 

 交通ということについては、私らも分科会を作ってスクールバスに混乗させていただけるように

という結論を出してきたわけですけれども、非常に業者との関係ですとか、勉強すればするほど難

しさがわかります。今ある中央バスも思いついたことをやることによって便数を減らされる可能性

もあるわけでしょう。変なことをやるとね。それでなくても減らしたくて困ってるだろうに。そう

いう難しさもわかるんですけれども、部長さんが言われていることもわかりますよ、経済効果だと

か効率のあるところにお金を使うということはわかるんですが、なんぼ頑張ったって過疎化になっ

ていく一方だと思うんですよね。そういうことを承知で奥地の静かなところに住もうと思って、覚

悟を決めて入る人はそれだけの心の準備があるが、開拓で入られて今お年寄りになっている、そう

いった人たちを締め出すような、そういった政治といいますか、そういうことは私は何としてもね。

ですからもう少し有効に使いたいなと思っているんですがなかなかね。 

○佐々木部長：桐山さんがおっしゃるのは、１億円の基金を使って市がバスを運行できないのかっ

ていうことですか。 

○桐山委員：中型の１５、６人乗りのものでもいいですから、そういったもので週に何回とか、そ

ういったことも不可能であるのであれば、今は高齢者クラブなどの団体には年に２回まではよろし



  

 - 10 - 

いですよというのが来て利用させていただいてるわけですけれども、合併する以前は、おんぶに抱

っこなもんですから全てをやっていただいてた形になってますけどもね、せめてそういったことを

担保できないかなと、３年後も５年後もそうやってもらえるんだという明るさがないと、不安でし

かたがないというそういう声が大きいものですから。それと高齢者クラブなど例会にも奥から出て

来れないから会に入れないというのも実態なんですよね。 

○佐々木部長：ライフサポートの基本は助け合いということがあったかと思うんですけれども、例

えば例会に出て来れない方を誰かが迎えに行こうといったイメージは出てこないんですかね。そこ

で迎えに行くための仕組みを作る、あるいは迎えに行くための費用がかかる、それで足りない部分

を市で何かをといったイメージで・・・。 

○菅原会長：ちょっといいですか。今桐山さんのご意見何回か伺っておりますし、承知しておりま

すが、いきなり各論に入っちゃったのかなと感じがしました。そこで、前回に再確認しようやって

言ったのは、それぞれ皆さんが地域協議会を立ち上げるんで委員になってくださいってことで、各

団体の推薦や自ら手を挙げられた方もおりますが、そういった構成なんですよね。地域協議会があ

ってそこには振興基金があって、何か困ったときや何かの振興策に使える金なんだよなという判断

ですよ。ですから皆さんそれを背負ってきてるでしょと。背負ってきてるんですよ、期待感を持た

れてるんですよ。１年半やって何も成果が出てないじゃないか、何やってるんだと、こういうよう

な意見もあるんですよ実際。ですから今ここでもう一回、協議会のあり方と、そこで議論するいろ

いろなことはいいけれども、基金とどうつなげるんだということを確認し合おうやっていう話しで

したよね。ですからそこの確認は今の話しで大体わかるんだけども、それが具体論に入ってくると

非常に難しいものがあるよねということですよね。 

 一回荷物を降ろします。先ほど部長さんが、あるところの地域の実情をね、事例を紹介しながら

言われましたが、いわゆる地域振興基金を使うことを目的、使うことを使命感として望んだんでは

難しくなるよと。ですからもう少しラフな考え方でいろいろと困ったことなどを出し合って議論す

ると、その中で、しからばどういった方法があるのかといったことに着目していくべきではないか

と。その中でどうしても自分たちでできないことを市の支援なりを受けて行おうと。そういうよう

なことで、少し荷物を降ろさせていただいて、それぞれの地域を興すための事業など考えていきま

しょうと。 

○長委員：協議会が提案型の協議会でいいのか、それとも提案型にする裏づけとして先ほど補完性

の原則という話しがありましたけども、いつも谷本さんが言う、実行部隊を作らなきゃいけないん

だという、その協議会のメンバーが実行部隊に参加しなきゃならないのか、あるいは実行部隊を常

に根回しして作っておいてそういう事業を進めていかなければならないのか、そうなってくると非

常に会長が言われるみたいに荷が重いわけですよ。スクールバスを使えるようにしようということ

で交通分科会でやったんですけれども、結局最終的には、僕らが調整するには手が余るから職員が

やらなきゃならない。その辺で一番ネックになっているのは補完性の原則というね、どうしても縛

られているのは、まず自分たちがやってダメだったら地域がやって、ダメだったら市がやるよとい

う、そのステップを踏んでやっていくということでは僕はないような気がする。それはあくまでも

それぞれの役割分担であって、市は補完はしますよという、結局足りないところは補いますよとい

うのが本来の考え方なんだけども、それがなんとなくステップを踏んでいかなきゃできないんだと

いう考えに縛られているんじゃないか。谷本さんはいつもそう言うよね、まず自分たちがやって、

できなかったら次ってね。そうじゃないと僕は常々思ってたんだけど、その辺の確認を今日は佐々
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木さんにちゃんとしていただいて、それはあくまでも権利の分担だよとかね、お互いに足りないと

ころを補完するんだよという。 

なんかすごくイージーに行政が最近ではこの言葉を使われてるみたいで、本来であればヨーロッ

パ各国がＥＣで統合したときに、旧国内の制度とＥＣの制度との違いのすり合わせのためにそうい

うのが出てきたかのように聞いてるんだけど、だからその辺のところが協議会で話しをしてもなか

なか実現できない。そして会長が言われるようにすごく重い荷物背負って１年半やってきたんだけ

ど、大した実績が残せていないというか、そういうことであれば協議会の委員は全員総辞職だよね。 

○菅原会長：背負ったものを一回置いといて話し合いをしていくと、また別の道が拓けるのではな

いかと。 

○八木沼委員：やっぱり今までのを反省すると、余りにも法律とすり合わせしながら来たのかなと、

うまくないと思う。これだ、これだって意見を出し合って、意見が固まったら始めてそこで法律と

すり合わせるなど、そうしたほうがいいと思うね。文句も上がんなければ、成果も上がんないし、

そういうのが結構あったと思うね。法律なんか抜きにして、こうしたい、ああしたいと意見を出し

合って、そういうことでスタートしたほうがいいんでないか。 

○菅原会長：佐々木部長、先ほどの長さんの意見の見解、もしあればお願いできますか。 

○佐々木部長：長さんには自治基本条例のワークショップにも入っていただいて、やはりその中で

も同じような意見が出ました。個人ができることは個人で、個人でできないことは地域でといった

ような話しをしていくとですね、個人が一回失敗しなかったら地域の出番がないんじゃないかと、

あるいは地域でできないことは行政でとなると、地域で一回失敗しなかったら行政の出番がないん

じゃないかといったように捉えるんじゃないのというお話しが出まして、当然誰かが一回失敗しな

ければ次の出番がないということじゃなくて、それこそさっき長さんがおっしゃった役割分担、あ

るいは実際にやってみなくたって、ここから先はとてもじゃないけど私の手には負えないよねとい

うことは大体わかるはずなんです。ですから、その中でここまでは私たちで引き受けよう、でもこ

こから先は私たちは無理だから行政に頼もうといったような役割分担を考えていく。そういうこと

をやっていただければいいと思うんです。ですから長さんが言っていた役割分担という考え方は、

まさしくそのとおりです。 

 それから、先ほど会長がおっしゃってた地域とか団体から大きな期待をされているという話しな

んですが、最初にも申し上げましたが、この基金ができた経緯経過から考えると、困ってることに

何でも使える金だというように考えるほうが誤解なんですよね。ですから、そのことは一回きちん

と説明したほうがいいんじゃないかなという気がします。最初からこの基金というのは、地域住民

の創意工夫というのがまずあって、それに対して使う財源として用意されているわけですから。 

○菅原会長：ある意味ではそれでいいんですが、協議会が始まって即、自治会から出てきた方や体

育の関係から出てきた方などそれぞれが、今まで厚田でやってきたことが今度合併したらできなく

なるぞって、だから何とか基金を使って何年かもたせるべっていう話しばかりでしたからね。そこ

は違うよという見解ですよね、部長や区長が言われているようにね。ですから、この辺で一回再確

認しようということです。 

本当に間違いなのかということですよね、間違いであれば我々引き継ぐ間に直さなければならな

いんでね。中には地域協議会の委員やってるのに何も役に立たないぞっていう話しまで出てるよう

でございますから。 

○谷本区長：佐々木部長ね、地域協議会の委員さんの役割って、例えばあるまちづくりをしましょ
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うというグループができ上がった、ところがそれをやるためにはこういったものがほしい、後は自

分たちでやるんだけどもこういったものがほしい、基金を使わせてほしい、そういった意見を地域

協議会に上げていって、それが妥当な事業かどうかということを協議するのが地域協議会の委員だ

と私は思ってるんですが。地域協議会の委員は実行部隊ではないと思ってるんです、場合によって

は実行部隊になる場合もあると思うけども。 

○佐々木部長：まさしくそのとおりだと思います。実行部隊になってもいいけども、ならなきゃダ

メだというものではないと思います。 

○菅原会長：ちょっと前に進ませていただいて、今区長が言ったようなグループができたとします。

したらその窓口はどこなんですかというのを決めなきゃならないですよね。それはどこなんですか

ね。 

○谷本区長：例えば桐山さんが言うライフサポートの事業が立ち上がったとします。そういうグル

ープができて、たまたま桐山さんもそのうちの実行部隊の一人としてやると、車を買うという部分

で基金を使わせてほしい、経営については使用料も取るから、年間こういった計画でペイすると、

だけど車を買うには金がないから基金を使わせてほしいというような事業計画を立てて地域担当の

ほうに上げてきて、一つ地域協議会で十分議論してほしい、認めてほしいんだと、そういった流れ

だと思うんです。 

○菅原会長：窓口は市役所だと。 

○谷本区長：そうです。そしてこの委員さんで協議すると、妥当な事業だから認めましょうと。そ

うしたら今度はそれを予算として上げる。基本的にはそういった流れで、事業計画を今の支所であ

れば地域振興課へ上げていって一つ協議をしてくれってことになるのかなと。 

○菅原会長：今までの部分で質問があればお受けしますが。こういう原則ですよという部分で。 

○高橋委員：浜益のほうでスポーツフェスタをやるときに、厚田と同じように集落が点在している

ので、お年寄りや参加者を集める足はどうしてるんでしょうか。 

○佐々木部長：すいません、私もそこまでは把握してないんですけれども。 

○高橋委員：それも基金で・・・。 

○佐々木部長：いや、それは基金ではないと思いますね。今年はバスの運行システムが変わったん

ですけれども、去年までは、大きな行事があるときには区に置いてあるバスを回してたはずなんで

すよね。今年辺りはバスの運行システムが変わりましたから、それができるかどうかまではちょっ

と確認してないです。 

○高橋委員：桐山さんが心配していることの一つに、今までは何かイベントがあったときにバスを

走らせてもらってたんですよね、それで送迎してくれるのでお年寄りも参加できてたんですけれど

も、今それがなくなると奥まったところや、お年寄りは参加できなくなる。それをどうしようかと

なったときに、例えば望来地区なら望来地区でお年寄りを集めて一日遊んでいただくと、そういう

計画を立てるのはボランティアさんがやったと、だけどもお年寄りを集めてくる足がないというと

きに、その足を確保するのに非常に困っているというのが望来地区で実際にあるんですよね。その

足をどうしたらいいだろうというのが、桐山委員さんが頭を悩ませているところで、私たちは常に

足がないということを問題にしている。それでライフサポートも、基金を使いたくてではないんで

すけれども、例えばライフサポートの中で、私たちこれから協議することでまだ何にもない状態で

聞くのもなんだか変なんですけれども、ライフサポートをやるにあたって、どこの部分だったら基

金を出せるんですよっていうのがわかると、これから勉強していくのに楽かなと、使うのが主じゃ
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ないんですけどね。ただ滝川の場合は個人の車で送迎してるんですけど、距離的なものを考えると、

聚富、望来、厚田と大きく分かれてますよね。例えばお年寄りが家の周りの枝切りをしてほしいと

いうときに、滝川の場合は必ずコーディネーターが行って話を聞いてくる、その距離が厚田の場合

は非常に遠いんですよ。そういったことがあって、滝川の場合は１時間８００円ですよ、じゃあこ

の地域でやると１時間にどのくらいの金額になるんだろうと、やっぱりお年寄りが出せるお金とい

うのを考えたときに、滝川のでは合わない金額になるかもしれないって思ったんですよ。そういう

ときに、どこら辺をどのくらい補助できるとライフサポートが立ち上がるのかなって。使いたいわ

けじゃないんだけども、どこのところで住民からの負担を大きくなくするための方法で足を確保し

てあげたいとしたときに、これから勉強会を始めるんだからどのくらいになるかわからないんです

けども、絶対滝川のようにはならないというのが、ライフサポートというのはやりたいけども、不

安が大きくてね。さっきの徳島の話でも、そっかパソコンは入ったんだっていうふうに聞いてたん

ですけども、その例としてどこらへんだったらいいのかなって。あまり頭に入れないで計算したい

とは思うけども、ちょっと考えただけでも距離的なものが非常にネックなんですよ。 

○菅原会長：この前、田岡市長の後援会の中で地域振興基金の関係についての意見があって、「い

いよ、皆さんが助け合いのために地域で足を確保したいって言うならバス買えばいいしょ」って、

「そのためには、地域の皆さんが維持管理をして、しっかりと責任を持ってやれるような計画にな

りますか」って、「だったらどうぞ使ってください」と、こういう話でした。これ一番わかりやすい

話だと思うんですよ。これは部長さんとも一致した話しかなと思いますんで、発想は基金を使うで

はなくて、やりたいことの主旨がないと。今の話しだと、ボランティアでやるんだけども、全部は

手弁当でやってはいけないぞと、手弁当というのは自分の身銭を切ってさ、ガソリン代もかかるん

だしやってけないぞと。じゃあ利用者からもらおうや、でもこの遠隔の距離だから、全部をお年寄

りに負担させるのは無理だよなという話しですよね。車の維持管理費までもらうのは無理だよなっ

て。 

これまた同じ話しを繰り返すことになるんじゃないでしょうかね。 

○佐々木部長：思うのは、やれないからと不安に思わないでください。できなかったとしても今と

状態変わんないわけですから。まずはやりたいことを考えてみてください。例えば補助対象のほう

で言えば、住民たちで助け合いのための活動をやりますと、多少なりとも自腹を切って、自腹とい

うのは利用者負担も含めてですけどね、そういったものが出てくれば、市は２分の１までは補助で

きるわけですから、といったようなことも頭の片隅に置いたうえで、ただ、先に計算あり気でない

ほうがいいと思います。 

○畑中委員：ライフサポートの部分については、分科会があるわけですから、その分科会の中で例

えばもっといろんな知識がほしいんであれば相談して、そういった方に入ってもらって一緒にやっ

ていくとかの形で具体的に組み立てて、その中で基金が使わざるを得ない部分が出てきたら使うと

いうことで、この全体の中で話し合うという流れでやるというふうに私は今までの話しを聞いてて、

そういう流れなんだと理解をしたんですけれども、その部分で先ほど会長も言われたように、基金

の使い道を地域協議会で考えて使うと思っている方が多いと思うんですよね。まして合併で、新市

建設計画という計画はあるけれども、何も実行されていないというか、お金がないから計画どおり

にできないということだから、そんなことだったら基金使って何かできないかっていう話しになっ

ちゃうと思うんですよね。その部分をもっと住民の方々に理解してもらう広報活動というかですね、

そういったことを地域協議会はそういうところじゃなくて、住民の方のアイデアがあったら、その
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アイデアを審査する場所なんだっていうことをもっと広報・・・。 

○谷本区長：違うと思うんだよな。アイデアを審査する場所ではないと思うんだよな。 

○畑中委員：すいません、言い方間違えたと思うんですが、区長が言われたように、実行部隊がで

きて、その実行部隊の計画で基金を使えないかという話が来たときに、それについて話し合う場所

だと、そういう場所なんだということをアピールする必要があるのかなと。 

○菅原会長：きちっとね、地域の皆さんに役割を理解していただくと。 

○長委員：ちょっといいですかね、さっきの佐々木さんの話で、民がやれることは民でやれってい

う話しが出てもっともだと思うんですけども、ただ、先ほども桐山さんが言うみたいに、こういう

過疎地と言うんでしょうか、条件が十分でないところについては、民が出てこないんですよね。先

ほどの地域の方たちの足という話しで、都会であればタクシーでも何でもありますし、電話すれば

いいという状況なんだけども、ここには１台タクシーがあるんですけども、そのタクシーの運転手

の方はスクールバスの運転をしたり忙しいもんだから、なかなかタクシー呼んでも来てくれないと、

うちに来た人が一回タクシー呼ぼうと思って電話したんだけども、結局来れなかったということが

あるんですけどね。そういうふうなことで民がやらないことを行政が手伝うというのは、これは大

原則だと思うんですよね。その部分を外しておいて地域協議会でってなってくると、ちょっとこれ

は地域協議会には荷が重すぎるんじゃないかなという気がするんだよね。そういう生活ラインとい

うか生命ラインのことについては、やっぱり行政がきちんと責任を持ってやっていきますよという

線引きが必要なような気がするんですけど、いかがですかね。だからライフサポートの協議に入っ

ていってもなかなかそこの部分がね、どうしても必要なら救急車呼べばいいじゃないかってことに

なると、最近流行ってるみたいだけど、救急車をタクシー代わりに使うというみたいなことにまで

なりかねないということもありますしね。実際に今厚田はどうなってるかというと、救急車２台あ

るけども、それを運用するには人材が不足していて、実際には１台しか動かないという状態になり

つつあるということをちょっと聞いたりもしたんですけどね。消防の職員の異動が大分あったんで

しょ。ですからそういう意味では私たちのライフラインというのはかなり不安定になってきている

のかなという気がするんですけど。 

○菅原会長：今の長さんの意見をちょっと整理していきましょうか。 

○佐々木部長：救急車の部分についてはすいません、私もちょっと把握してなかったんですけれど

も、確かに市民の暮らしを最低限のところで守るというのは、当然行政の役割であることは間違い

ないと思います。ただ、それがイコール例えばどんな山奥でも公共の交通機関を通すことだという

と、今の行政が市民の皆さんから使わせていただいてる税だけでは、ここまで要求されると行政と

してはつらいということは間違いないことです。ですから線を引くとおっしゃいましたけれども、

線の引き方というんでしょうか、これだから徹底的に最後まで行政がやんなきゃダメだといった線

の引き方というのは、現実的にちょっと難しいんじゃないかなと思います。 

○長委員：ですから、そこで先ほど言われた補完性の原則というのが出てくると思うんですよね。

それで行政としては補助金を出すよと、でもそれはあくまでも３年間でその後はまた見直しをして

いきますよ。先ほどのライフサポートにしたって、需要も少ないだろうし、需要があっても高価な

高額なものになればまた利用が落ちるから、低額なサービスをしなければならない、そうするとそ

れをサポートする人たちの持ち出しになるよと、その部分を行政が補助金として、３年というよう

な期間を区切るんではなくて、ある程度出せる金額、又は受けれる金額、その差額の部分をきちっ

と行政が面倒を見ていくよという、そういう補完の原則というのが本当は必要になるんではないか
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なと思ってるんですけどもね。その辺の理解を行政がもうちょっと変えていっていただければ、こ

ういう地域でも、田舎で独り暮らししている人の生活を地域で支えることができるんじゃなかろう

かという気がするんですよね。 

○佐々木部長：今おっしゃったような枠組みの中で事業を組むという可能性はあるんじゃないかな

と思います。ただやるとすれば、今おっしゃたようなレベルじゃなくて、もっともっと詰めた議論

をしていかないと、金出せるのか出せないのか、あるいはどこまでだったら負担できるのかできな

いのか、そういったような議論はできないということです。 

○長委員：だからそうなってきたらもう地域協議会ではなくて、市という形で、取っ掛かりは地域

協議会で始めてもいいのかもしれないけど、市のほうもやっぱり、厚田とか浜益の過疎地と合併し

たわけだから考えを変えていってもらわなければ、絶対ここに民間のバス業者なんか来るわけない

ですよね、中央バスだってどっちかと言ったら撤退したい気持ちがあるみたいですからね、その辺

のことをいかに動かしていくかっていくことが重要じゃないかと思いますけどね。 

○佐々木部長：支所も一緒になって知恵を出すっていうことは当然必要だと思うんですけれども、

さっきからしつこく言ってますけれども、住民がまったく何も動かずに、市だけが動いて、あるい

は市だけが金を出してといったような枠組みの事業を考えようと思うんであれば、この金は使えま

せん。それは間違いのないところですから。 

○柴田委員：私たちの地域を良くするためにはどうすればいいかってことで、もっと自治会とか小

さい単位で話し合って、その中でいろんな意見とかが出てくると思うんですよね。そしてそこで話

し合われたことを、例えば私たちの住んでる地域ではこういった問題点があるので、こうしたらい

いねとか、どうしたらいいだろうかということを地域でどんどん話し合って、自治会として地域の

足を確保するためにこういった事業を立ち上げてやっていったらどうだろうかとなってきたときに、

そういった皆の意見をこの地域協議会に持ってきて検討されていくのが良いのかなと感じたんです

よね。アイデアを持ってても、それはいいアイデアだから同じような考え方を持ってる人と、ＮＰ

Ｏ法人などを立ち上げたり、協議してそういう事業を展開していったらいいねえだとかってね。だ

けど自分一人だと何にもできないということがわかるんですよね。じゃあどうすればと考えていた

ときに、自治会とかで自分の住んでる地域をどうしたらいいんだろうかと話し合う場があちこちで、

厚田区の中でたくさんできて話し合われていったらいいんじゃないかなと感じるんですよね。その

地域には若い青年もいますし、お年寄りもいますし、老若男女いろんな人が集まっていろんな意見

を出し合って、その中からいい意見が出てきてね、もっともっと現場の身近なところからそういう

話合いができてきたらいいアイデアが出るんではないかなということを感じるんです。 

○菅原会長：そのとおりなんです。ただそこで違っているのは、アイデアをここに持ってきたら何

とかなるじゃなくて、地域がその意見を取り上げて、自治会なら自治会単位でもいいですし、新た

なグループでもいいですし、そこで私たちがこういう計画を立ててみましたと、しかしここが足り

ないと、どうでしょうか経済的な応援ができないでしょうかということだと思うんですよ。これが

理想なんです。 

 以前、自治連合会長さんと集まってやりましたよね。その中でスポーツの関係でやろうやと、何

とかしようやということで、今年はわずかな予算をいただいてやろうとしています。これもいい事

例だと思います。こんなことで輪がどんどん広がっていけば、認識も深まるのかなと思いまして、

まさしく今柴田さんがおっしゃったように地域それぞれで話し合っていただいてね、またさっき畑

中委員が言った、地域協議会のあり方とはこういうものですよといった広報をしなきゃいけないで



  

 - 16 - 

すね。 

 大分時間が経過しておりますので、再度確認したいということがあればお受けいたしますが。な

ければ区長のほうから何か今日の感想を。 

○谷本区長：ライフサポートの関係でも一つのグループができていって、よしやってみようかと、

ＮＰＯ法人までにならなくてもね、グループを作ってやってみようかと、ということで今やってい

るんで、それはそれで進めたほうがいいと思うんですよ。もう一つ、柴田さんが言うように、本当

の理想はそうなんですよ。要するに自治会などで集まったときに、俺たちでグループ作ってやって

みようか、こういう計画を立てて、この中で資金が足りないからここの部分だけ何とか補助しても

らうように地域協議会に諮ってもらおうかと、それが妥当だかどうかわからないけども何とか理由

つけてもらえないだろうかといった相談などもいろいろとあると思うし。 

 厚田区の中にいろんなグループがあればいいんですけれども、浜益と比べて意外と少ないと私は

思っております。浜益は意外といろんなグループがあって、いろんな動きをしようとしていること

が聞こえてるんですけれども、うちあたりは、自治会などで話し合って一つのグループができ上が

ってくれればなと。ですから、この間も体育振興会みたいのができて、そのグループで一つの事業

を立ち上げようと、３年なら３年補助金をもらってやっていきましょうと、あとは自分たちで運営

できるよう目指していこうというようなことが理想だと思うんですよね。そういうのが一つの自治

区として活発になってくるんではないかなと。今そういった部分では非常に難しいところで、もう

一歩踏み出せればなと。そういった意味では桐山さんたちが今一生懸命やろうしているのが一番い

い例なのかなと思っております。 

○佐々木部長：自治会とかグループの中で発想があって、いろいろと考えたけれどもなかなか詰め

きれないということもあると思うんですよ、そういうときは支所にも相談してもらって、そういう

ところが支所と住民の皆さんで一緒に知恵を出し合って事業を構築していって、ある程度のものに

なったらそれを地域協議会へ持ってくるといった進め方をしていけばいいんじゃないかなと思いま

す。ただ、何かないべかって集まって、皆でああでもない、こうでもないって話して時間が来て、

今日はこれまでねバイバイといった感じの考え方だけでは、ひょっとしたら足りないのかもしれま

せんね。寝る間を惜しんでと言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんけど、もっともっと一生懸

命考えてみるといったことが必要かもしれないです。さっき話した上勝町の方は「２年間ずっと考

え続けてきた、それでやっと葉っぱというものに行き着いた」と言ってましたからね、これもちょ

っと極端だとは思うんですけどね、そこまで求めるものではないと思うんですけど、一生懸命考え

てみるということは必要なんじゃないかなという気がしますね。 

○菅原会長：それでは、研修ということでこのような内容で終わらせていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 

３．その他 

○菅原会長：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、５月２５日、金曜日、１８時から厚田支所で行います。 

 

４．閉会 

○尾山課長：後ほど日程のほうは改めて案内させていただきたいと思います。それから、今日のお
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話しの中でもありました情報の提供について、こちらのほうでも検討してみたいと思います。 

 今日はこれをもって終了したいと思います、どうもありがとうございました。 
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