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平成１９年度第１回石狩市厚田区地域協議会 

 

【日 時】 平成１９年 ４月 ５日（木） １８：００～１９：２５ 

【場 所】 望来コミュニティセンター 多目的研修室 

【出席者】 菅原会長、佐藤副会長、小野寺委員、上山委員、河合委員、桐山委員、小林委員、 

柴田委員、高橋委員、長委員、畑中委員、八木沼委員 

     （欠席～笹木委員、藤田委員）※正副会長を除きあいうえお順 

【傍聴者】 なし 

【議 題】 (1) 平成１９年度地域協議会スケジュールについて 

【資 料】 資料１：平成１９年度地域協議会に係る年間スケジュール 

 

１．開会 

○尾山課長：第１回地域協議会を開催いたします。実は４月１日付で私、厚田のほうに戻って来ま

したのでよろしくお願いいたします。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：皆さんおばんでございます。年度も変わったということでいろいろと皆さんお忙しい

中だとは思いますが、お集まりいただきましてありがとうございます。３月は事情がありましてご

案内しました日程で開催することができませんでしたことをご理解いただきたいと思います。 

 新しい年度に入りまして、この地域協議会のあり方等々をですね、再度確認する時期かなとも思

っておりますし、合わせて１９年度の地域協議会のスケジュール等についてご協議いただきたいと

思います。 

 

２．平成１９年度地域協議会スケジュールについて 

○菅原会長：早速、議題に入らさせていただきたいと思いますので説明をお願いします。 

○高田主査：私のほうからスケジュール等について説明させていただきますが、まず訂正していた

だきたい箇所があります。地域協議会の第１回が４月下旬に予定されておりますけれども、本日第

１回を開催しておりますので、下旬は第２回目となり、順次繰り上げて３月下旬が第１２回の予定

となります。 

 左から順に説明しますが、地域協議会については、月１回の開催を基本としております。１０月

には委員の改選がありますので、再任の方もいるかとは思いますが、研修会を兼ねた協議会になろ

うかと思います。 

 分科会につきましても月１回を基本と考えております。場合によっては月に２回なんていうこと

もあるかと思いますが、このように予定しております。５月か６月には研修会ということで、昨年

の１２月にライフサポートの研修で滝川市に行っているんですが、改めて具体的な部分などの研修

をしようということで３月の第１回分科会の中で確認されまして、また滝川市のほうへ行ってこよ

うかということになっております。 

 委員改選の関係については、９月末で現委員の任期が満了となりますので、７月下旬くらいから

動き出して、９月上旬には決定という流れで行いたいと思います。 

 議会の予定は記載のとおりで、予算編成になりますが、基金を活用した事業の提案については、

９月を目途にまとめていく必要があるということです。 
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○菅原会長：それでは、平成１９年度地域協議会の年間スケジュールについて事務局案が示されて

おります。皆さんも任期がございますので、１０月で委員を交代という形になろうかと思います。

私から若干申し上げれば、この１年半は暗中模索の中で地域協議会のあり方等々、検証しながら進

めてまいりましたが、それぞれが地域なり団体から推薦されたなり、一定の地域協議会に対する住

民の期待ですとか、または任務というものを背負わされているなという気がしております。とりわ

け地域振興基金が厚田と浜益に１億円ずつある。これについては、何らかの形で地域のためにその

お金が使えないだろうかというものが背負わされているんではないかと私は感じております。今ま

での流れの中でやってきたけれども、決して否定しているつもりはないですが、この辺でもう一度

地域協議会のあり方というのを確認し合う、もう一点、地域振興基金というのはどういう形であれ

ばいいのかということを、この１９年度の当初で勉強する機会があっていいんではないかと。委員

の交代時には研修会が行われるということでございますが、次の委員に引き継ぐためにもしっかり

と確認しておく必要があるのではないかなと私は思うんですよ。この辺のことについて皆さん方の

ご意見をお伺いしまして、それが必要であるとすればそのことをこのスケジュールの中に入れてい

きたいと思います。フリーにそれぞれの立場でご意見をいただきたいと思います。 

○八木沼委員：今会長が言うように、協議会というのは暗中模索の中でわかりずらい部分があった

なと思う。今までのことを思うと、もっと区として総体的なことを考えれればなと思ったんですけ

ど、なんか各論に入りすぎてるというのか、各論も大事なんだろうけど、もっと厚田区全体でどう

あるべきかということがちょっとおろそかになってたような気がして、じゃあどうすればいいのか

って言ったらわからないんだけども。そんな感じがしたね。 

○菅原会長：どちらかというよりまずは、地域として不足しているもの、こうあるべきではないか

という、市になってからうたわれている協働というね、地域と一体となってやるという、そういっ

た精神で地域興しをしていこうという考え方。そういう中でスケジュールの一番右側に予算編成に

ついての部分がありますが、厚田区として行政の中で考えられることは当然ですが、地域協議会と

しても意見があれば反映させるべきであろうと思います。とすればその辺のあり方を再度確認して

いくことが大事なのかなと。今八木沼委員さんからお話しがありました、各論に終始していたんで

はないかと、これ各論は大事なんですよ、でも基本的な部分をもう一度整理していかないと次の方々

に譲るにしても、あり方がこれでいいんだろうかと。毎月１回皆さんで集まって、これはこれでい

いことなんですが、具体性なりをしっかりと捉えた中で進めるためには、もう一歩踏み込んだもの

が必要なんではなかろうかと、そのように考えたりもするんですよ。 

 非常に難しい部分ではありますけれども、この地域協議会というのは初めてのケースだと聞かさ

れておりますので、こうあるべきだというものがなかなかないんだと思いますが、それぞれ各団体

を代表されているというのがありますよね、それぞれの立場の発言を協議会としてどう取り上げて、

どう具体化していくかということになると詰まるところがあるんですよね。ここら辺を整理しなけ

ればいけないかなと。 

○桐山委員：合併協議会の中でこの地域協議会というのは全国的にも先頭を切っているような形で

ありましたね。私もいろんな本を買って読みましたけれども、合併したらこういうものを残しても

らわなければ地域として大変だというぐらいに踏まえていたんですよね。合併協議会での議論は、

国会で決まったことを並行して議論して決まった話しなんだよね、これは。 

 自治法では厚田や浜益だけでなくて、花川だとかにも区は設けれるんですよね。ですから将来に

向けては附帯意見がついてるんですよ、あちらの地域にも区を置く検討をするとね。議会を傍聴に
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行っても、そういったことを質問している議員さんもおります。これからはそういった例がどんど

ん出てくるということを国では想定して自治法を改正して、議員さんはどんどん減っていくだろう

から地域協議会的なものを設けて、そこにはボランティア性が盛り込まれている、原則は報酬はな

いんだと。私もその小委員会に入っていましたが、せめて多少の報酬はということでね、大分反対

の方がいましたけどね、少ないですが付けてもらうことができました。 

 基金についてはね、こんなに網がかかっているもんだとは想定していませんでした。合併してい

ろんな問題を解消していくためには、基金を使いながら石狩市に段々合わせていくんだと、こんな

に網がかかっているもんだとは思いませんでした。 

 私は基本的に、冬期間の除雪と福祉と足の問題のこの三点だけはなんとしても、旧厚田村にあっ

たものは継続していってもらいたいと常に私は唱えてきたわけですけれども、例えばライフサポー

ト分科会で足のことなど検討するんですけれども、今は合併してから高齢者クラブですとか地区社

協もですけど市のバスを２回までは使用を認めるということですが、旧厚田村の時には言えば来て

もらえたわけですよ。一番私が不安なのは、石狩市が予算を縮小していったときに、今まではそう

していたけれどももうできませんよということになったんでは大変なことだと思いますね。会合で

すとか大きな大会に行くとかそういうことを含めてね。１億円というのは何でもかんでもじゃない

けど、そういったことにね、へき地ですから石狩へ行くにも距離がありますので、高齢者クラブの

大会などがあるときには、その中から予算を作って参加すると、そういったことのために基金は使

えるんだと。合併する以前と多少変わったって、なくならないようにある程度の補償をしていただ

きたいと、そんなことを私は常々考えております。１億円という基金を使ってそういった補償をし

ていただけないかなと。 

○菅原会長：私もこの地域協議会に団体から推薦されまして、最初委員に就任したときに地域協議

会の役割や基金について説明を受けたわけですが、地域振興基金については、厚田村が従来行って

いたことが新市の中ではかなり難しくなるだろうと、とすれば激変緩和的に使い体制を整えるため

のお金なのかなと思ったんですよ、勘違いしていたのかもしれないですけれどね。今桐山さんがお

っしゃったように私もそういう受け止め方をしていました。ただその後の説明を聞いたり、実際に

１年半やってきてそういう考え方にはならないんだなと。 

○桐山委員：この自治組織を考えるときに、予算を持った自治区を選択することもできたんですよ。 

○長委員：結局合併協議会で話し合ったのは、合併したらどういう姿になるかということを話した

だけで、こういう形にして合併しようという話しをしたわけじゃないから。ある意味絵に描いたも

ちみたいなね。そして区ができて協議会ができて、いろいろと１年ちょっとやってきたけど、全区

的にね、そこに住む皆がその恩恵にあずかるようなお金の使い方というのは、たまたま体育振興会

の事業ぐらいなもんで、あとは一団体だとか、一部の人だとかね、先ほど桐山さんが言ったように

お年寄りの足についてだってそれはお年寄りだけじゃないかと、若い連中に言わせれば、俺は車持

ってるから関係ないわってなるし。 

 こういうことを考えましたよって言ったら、市のほうへ上げて、その中でふるいにかけられてっ

てことだから、なかなか充足感がないって言うのかな。ボランティアでもいいんです、お金はもら

わなくていいんですよ、僕らが話し合ったことが厚田区を作っていくことに生きていくようなこと

であれば、皆さん満足ができるんじゃなかろうかと思うんですが。 

 今度また分科会ができて、おだてられたかのように月に２回ぐらいあるよなんてことになれば、

ちょっと勘弁してくださいよと、それをやることによってものができあがっていくのであればいい
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のさ。体育の事業はやっと決めて、自治会もいくらかでもお金を出し合ってやろうかっていうこと

になってきてるけども、これから他の事業だって、地域の皆もお金を出す、区からもお金が出てく

る、そいうことがはたして現実的に可能だろうかと。僕はなかなか難しいだろうと思うから、今の

そういう１億円の基金の使い道を市に考え方を変えてもらわなければ厚田区にとって生きてくるお

金にならないんではないかと。また、これだけの時間をかけて協議した皆さんたちも、忙しい中出

てきて物事が実現しないということになっちゃうと、もう言うのも遠慮しようかなとかね、あるい

わ仕事忙しいから２回のうち１回休んでもいいべとか、そういうことになるのが心配。 

○菅原会長：毎回皆さんにこの時間に集まっていただくというのは、やはりそれぞれ皆さん用事も

あったりするんだけれども、使命感で来ていただいているんですよね。それはそれぞれの団体から

推薦されてきたよということがあるものですからね。ですからもう少し具体的に成果が出るような

ことをしていかなければならないと。 

○小野寺委員：長さんが言うのもよくわかるんだ、基金は一般会計に入っているから使いずらいし、

結局ここで話しをしても本庁へ行ったら切られるんだと、そう思って話しをしない人もいると思う

んだよね。やっぱりいろんな話しを皆で出してね、やってみようかとやれるようにね、使いやすい

お金であればいいんだよね。今それを言ってもどうしようもないけれどもさ。 

○桐山委員：私はね、合併する前にしていた感じでね、すべてとは言わないけれども、石狩のスポ

ーツ大会だって皆が参加するんでしょ、そうした場合、発足の端からバス１台をちゃんと出します

よと。聞きますと、今まで総務課で一括管理していたのを各課に分けて、各団体に日帰りであれば

２回までいいよということで始まっているようですけれどもね。 

 石狩市でやる例えばスポーツ大会などはね、市民全員が参画するためには、中央バスに乗って来

いと言われればそれまでですが、きちんと足の確保については、基金などを使って５年や１０年は

大丈夫ですよという確証を私はいただきたいんですよ。なんでもかんでもはだめだと言うけどもね。 

 今の状況ですとね、一回一回ね、先々が不安なんですよ。そういうことには不安なく参画できる

ような仕組みをね、まずは足を確保できるようにそういうことを期待しております。 

○菅原会長：今がいい機会だと捉えてですね、地域協議会の役割とあり方ですとか地域振興基金の

ことについても詳しくね、市のほうから説明してくれる方に来ていただいて、研修などをやってみ

るのはどうですか。 

○八木沼委員：いつも疑問に思うのは、地域協議会ってどの程度までっていうのかね、皆で決めた

要望事項を市にぶつければそれでいいのか、それとも全部具体的に決めて、交通の関係で分科会を

やったけども、あそこまでしなければならないものなのか。法律とかもわからないからね、この程

度でいいんでないかとぶつけても、それは何かの法律に触れるからダメだよとなったらポシャンと

なってしまう。だからそれまで具体的にしなくても、こうしたいんだということをぶつければ行政

のほうで考えてくれるのかどうかだよね。 

○小野寺委員：それは考えてもらわないと困るさ。予算とかもね。 

○菅原会長：スクールバスの関係は、あれは地域の足の確保としてスクールバスを一般の方が利用

できるようにしてほしいと一定の案をまとめて市に上申したと、一つの成果ですよね。 

○長委員：それだって話し合いの中で、本当にどれだけ助かる人がいるんだろうかという不安を持

ちながらやってたんだけど、もっともっといい方法があるんだろうと皆考えているんだけども、そ

ういうことは無理だとかという話しになってくると、結局、スクールバスが使えるようになったと、

一年間利用してみたけど利用者が一桁台だったと、これは何だとなるよね。ある程度始めから失敗
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してもいいからとそういう不安を抱えてやっているから余計そう思う。僕らの考えている一番ベス

トの形でものが提案していけるんだったらいいんだけども、八木沼さんがおっしゃるようにいろん

なことで網かけられて、極端に言えば手足をもがれた形の中で進めていかなければならないという

ことに、やってる本人たちも充実感がないというか、なんとなく不安にかられながらやっていると

いうことだから。 

 僕は初めは、こうしたらいい、ああしたらいいという地域の意見をただ持ち寄ってここで話しを

してそれを行政が考えていって、できることは地域と一緒にやっていこうということになるのかな

と思っていたけども意外とそうではない。それはもう僕らの力には余るんじゃないかなという気が

するよ。 

○桐山委員：ライフサポートをこれから分科会でやっていくんですけれども、バスなどもね必要に

よっては買うことができると聞きましたがね、維持管理をしていけますかと言われたらそこでポシ

ャンとしてしまうよね。私の言ってる足というのは、例えば望来で食とスポーツの祭典をやったと

きにね、そのときになってから足をどうするんだと、確証がないわけですよね。そういったことを

きちんと対応してほしいんですよ、基金で。バスカードを買うために、市では３千円分の割引券を

出してますよと、そうすれば千円で買えますと、市はそういうことで対応してますということであ

れば話は終わりますけれども。やっぱり辺鄙なところだから１億円というお金を置いてくれたんで

しょうから、そこんとこを考えてほしいなというのが率直な意見。 

○菅原会長：地域振興基金が１億円、合併するときのお土産的なものなのか、本来地域として文化

なりあるものを一定のことに予算化して使うことによって地域が疲弊しないようにするという考え

方なのか、それらのことを再確認すべきじゃないかなと思ってるんです、こっちが勝手に想像して

るんじゃなくてね。そのためには然るべき人が来て、予算執行に携わっている市の職員でいいと思

うんですけどね、しっかりとその辺のことを再確認して、今までのような話しだったら、その１億

円は見せ金なんだと、だからなかなか使えんぞという話しでもいいですしね、使えるんであれば使

える具体的な話しを、こうであれば予算の中に反映できますよという話しをしてもらわないと、で

なければ地域協議会の役割やあり方は何なんだという部分に入っていくわけでしょ。区長、何かご

意見ありませんか。 

○谷本区長：言われてることはごもっともなんですけどもね、そもそも１億円というのは、合併し

たことによってマイナスとなった部分をカバーするために積み立てたわけではないです。会長が後

段言った部分のまちづくりなどで必要な経費があったときに出しましょうと。経常的に車を出しま

すとか、そういった経費に充てるものではない。今桐山さんが言うように、厚田村の時代はバス頼

むって言ったらいつでも出してもらえた、ところが同じルールでも石狩市になったら２回しかダメ

だよと、例えば年間１０回使いたいんだけども、２回しか市ではダメだから８回分を基金から出し

てほしいという気持ちはわかりますがそういう使い方をするものではないんですよ。あくまでもま

ちづくり、地域の活性化を皆でやっていきましょうと、個人でできるものは個人で、無理なものは

自治会で、それでも無理なものは行政も入っていう中で基金を有効に活用していく。 

 もう少し区長に権限を持たせるべきだとか、支所で使いやすいような基金にすべきだとかという

意見は、桐山さんはいつも議会傍聴してるからわかると思うんですが、議会でも出てるんです。浜

益の議員からも。だけど市長はスパッとそういうために使う基金ではないですよと。だから権限だ

とか裁量権だとかってどういうことって言われるんですが、そういうことじゃなくて一つのルール

に基づいて使う、だからそのルールというものをもう少し勉強しなければならない。 
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○桐山委員：選択を誤ったんですかね。 

○長委員：だからあれは、合併してこうしようと決めたわけじゃないんだから、合併したらこうな

るだろうってただ想像しただけだから。だから合併協議会で話したことなんかに何も縛られること

はない。 

○谷本区長：今ライフサポートという部分で考えているんですけれども、例えばそういったものを

立ち上げるまでにやはり２年から３年は準備にかかるだろう、それに必要な経費だとかを考えて、

必要なものには２分の１を補助していきましょうと、その期間が終わったら後は自分たちでやって

いくんだよと、そういう形で使うものだと思っております。本当に制限というのはかけられている

んだとは思います。 

○桐山委員：ちょっと話しが該当しないかもしれませんが、私、各町内会の足腰が強くならなきゃ

ダメだということをずっと言い続けてきました。５戸や６戸で町内会というところがあるわけです

よ、会則もなく会費を取っていないところもあります。協働ということでこれからやっていくため

には、もう少し町内会の足腰を強くするために最低でも２０戸ぐらいの組織にしてね、会費もきち

んと取ってやったらいいんではないかなということを常々思っておりまして、そういうことに使っ

たらいいんじゃないでしょうかね。私ずっと言い続けてきたんですけれどもなかなか実現しなくて

ね。 

 何かを強化するってことになったら、やっぱり助成もらってやるでしょ、最後は、言葉だけじゃ

なくてね。 

○菅原会長：地域協議会というのは、地域振興基金がありますよと、これを使うために協議する機

関ではないんだという位置づけなのか、それらを含めて全部やらなきゃならないという位置づけな

のか、私も十分理解していないんですよ。皆さんもそれを背負ってきているはずですから、そうい

う話しになっちゃうんですよ。 

○長委員：ただ提案すればいいだけでしょ。石狩の広報にはそういうふうに書いてありますよ。決

定権はもちろんないけど、ただ提案すればいいって。 

○谷本区長：難しいんですがね、審議する項目っていうのがあるんですよ。例えば支所の仕事は今

こうだけれども、もっとここまでやればいいんでないかという提言だとかね。要求だとか要望では

なくて、まちづくりのためには本庁でやってるこの仕事も支所でやるべきでないのというような審

議だとか、前に過疎計画でありました市長からの諮問事項もありますし、正直言えば総合計画など、

こういったことも計画されているんだという部分もやればよかったのかなと反省しておりますが、

その他に今の地域振興基金の部分についても、例えばＡという団体がこういうことをやりたいんだ

と、だけど資金面で不足している、支援してほしいというのがあった場合に、この協議会で話し合

って、それだったらやらせてみようと、基金の活用を許可しようと、そういうことの審議もここで

できるんです。 

○長委員：ここでやらせてみようっていうことじゃなくて、こういうことやこういうことはどうで

すかって、提案型の協議会なんでしょ。 

○谷本区長：本来は違います。本来は事業提案型ではない。 

○長委員：協議会作ったときの説明では、そうなってると思ったよ。 

○谷本区長：もう少し地域から声が上がってくればいいんだけども、なかなか上がってこないんで

少し提案型にしようかと。 

○長委員：当初の広報に載っていたのはその程度のものじゃなかったっけ。先ほど言われた審議だ
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とかはここでなくて、それこそ総合計画だとかについては、個人的にパブリックコメントが出せる

んだから、それだけでいいはずでないの。この協議会の中であれはいい、これはダメ、こうしてほ

しいなんて話しのものにはならないんでないの。 

○谷本区長：そうにはならないです、ですからそういう提案型ではないということです。 

○長委員：そういう提案型じゃなくて、地域でこういうことをやりたい、こう皆考えてる、だから

どうだろうかってそういう提案を持っていけばいいんでしょ。それを区で受けて、区のほうで後は

本庁と掛け合ってやれることはやるし、やれないことはやらない、それだけでないのかい。 

○尾山課長：今の長さんの発言で、こちらのほうとちょっと認識が違うのは、確かにこういうこと

をやりたいとこの協議会の中で提案する部分についてはいいんですけれども、その裏づけとなる根

本的な部分については、あくまでも区民の協働の精神にのっとっていかなければいけないものです。 

○長委員：だからその協働の精神っていうのは、自治基本条例の会議で話をしてきたんだけども、

一人でやってダメだったら二人でやりなさいと、二人でやってダメだったら自治会でやりなさい、

自治会でダメだったらってね、そういう考えではないと思うのさ、お互い補完の関係でなくてイコ

ールの関係なのさ。こういうことをやりますから、市も一緒にやりませんか、区も一緒にやりませ

んかっていう、そういうことでいいんだと自治基本条例の話しの中では協働っていうのはそういう

ふうに定義付けられたけどね。 

○尾山課長：その裏づけとして、提案する根本の基礎的なものが地域、区民が私たちはこういうも

のをやりたいんですって言ったときに、どういう手法でどうやっていくのかというものまでを本当

はここの中に提案してもらわなければいけないんですよね。その提案されたものについて協議会の

委員さんたちが、この事業についてどうだろう、そしてある程度金銭的なものが必要な部分が出て

くる、どこまでサポートができるのか、自分たちはどこまでできるのかを明確にした中でこの協議

会の中で協議してもらえれば、基金を発動させようかだとかそういう話しになっていくんではない

かと思うんですよね。 

○長委員：その基金を発動させるとかさせないとかは行政の仕事だからいいんだけども。 

○尾山課長：ただ誤解されたら困るのは、協議会の中でこうしたいねということがポンッと支所の

ほうにかけられても、受けるこちらのほうとしては意図がわからなくなっちゃいますよね、何をし

たいのかが、誰を中心にしてやっていくのか、そういった土台をきちんと固めた中で出てきたもの

を議論していくというのがこの地域協議会なんではないかなと思います。 

○小野寺委員：俺たちは素人が多いからさ、ただこの中でこういうことをやったらどうだっていう

意見が出ると思うんだ、それを協議してやろうかってなったら、後はそれに対して役所のほうで肉

付けをして、それには予算がこのくらいかかるというものをまたこの場に出してもらってって決め

ていかなかったら話しにならないんでない。 

○谷本区長：いろいろとごっちゃになって話してるんだろうと思うんだけど、基金を使う事業を組

み立てるという視点で話しをすると、例えば漁協で朝市を立ち上げるんだと、どうやってやればい

いかわからないけどこういう形で模索してみる、それには水道も必要だし経費がかかる、そういっ

た基盤整備をするんで資金を援助してくれないか、そういった話しがあって初めてここのテーブル

に上がって、どうですか皆さん、これで本当にやっていけるの、もう少し計画が必要なんではない

のなどの議論をしてもう一度バックして、そのグループで議論したものがまたこの場に上がってく

る、最終的にこれならやっていけるねとなれば３年なら３年補助していきましょうというように、

どこかのグループなりが事業を計画し展開していくことを審議するというのが、基金の使い方の一
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つの方法なんです。 

○小野寺委員：その基金を使う前に、何をやるかが最初だと思うんですよ。 

○谷本区長：それがグループ作りなり、そういった人たちが必要なんですよね。本来、ここで基金

を使う事業を組み立てたってダメなんですよね。 

○菅原会長：そこまではわかるんですよね。そこでだよ、いろんなことが想定されるけれども、地

域振興基金に限って言えば、協議会が皆さんから発議されて出てきたもの、また地域から要望とし

て出てきたものを審議するということになるんですかと、その役割を負わされているんですかとい

う部分なんですよ。 

○谷本区長：負わされてるんです。 

○菅原会長：そうなんでしょ、負わされてるんでしょ。その割にはね、こうあるべきでないかと言

ってもこの辺の窓口でバッと切られちゃったりね、はっきり言ってね。ですからそこら辺をもう一

回やり直さないとダメでないかと。 

○畑中委員：会長が言われているように、やはり再確認が必要だと思いますね。そういう意味では

最初の頃、研修という形で説明を受けましたけれども、その内容だけでは具体的に発想が出てこな

いので、噛み砕いて教えていただけるようにしていただかないと。 

○谷本区長：そうなんだよね。この前も道庁から来てもらいまして研修しましたが、その中でも何

か質問ないですかと時間を設けましたが、そのとき何もなかったんですけども、あのときにこうい

った話をさらにしてもらえれば良かったのかなと、あのときは聞きっ放しでわかったのかわからな

かったのかがわからないまま次の席へ行ったんだけども、あの場で率直な疑問を聞いてもらえれば

良かったんですよね。あの研修会をやった後なんである程度は理解されてきているのかなとは思っ

たんですけれども。 

○畑中委員：全体のイメージとしては理解できても、具体的にこの地域でどう組み立てるかとなる

とアイデアが全然出てこないですよね。誰かがこういう事業をやりたいんだけどというのがあれば

できますが、そういうのもないから。 

○谷本区長：わかります、そういうのが上がってこないだけにね。 

○菅原会長：ですから定例的に毎月やってますよね、これはこれでいいんですよ。そこで地域のな

んかのグループがこの事業をやりたいんだけどもちょっと審議してもらえないかというのがあれば

いいですよ、だけど私らが集まって誰かが発議してやることではないよと言われちゃうと月に一回

やるのは何なんだということにもなるよね。 

○谷本区長：基本的にはそうなのさ。結局ここでやってしまうと実行部隊がいなくなっちゃうのさ。

一つ事業を考えてやったとしても、この協議会が実行部隊になっちゃダメなのさ。 

○長委員：でもそのために実行部隊にならなきゃならないことだってあるだろうし。自分たちが火

付け役に回らなきゃならないんだよね。 

○谷本区長：だから体育振興の事業をいい例としてやってきたのさ。 

○長委員：土壌がしっかりしてるわけじゃないんだから、そういう形で進めていくしかないんじゃ

ないの。そういう種をまきながら進めなきゃならないから、初めから何でもダメよとなっちゃうと、

段々何も言えなくなるし。 

○菅原会長：理想の形に持っていくためには、もう少し時間がかかると思うんです。そこで、なぜ

月に一回集まるんだという部分を整理しないと。 

○桐山委員：私は当初は、農業とか漁業とか団体が全部入ってるでしょ、区内の状況を知ってなか
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ったら何も区のこと考えられないから、最低限の情報交換でもするためには月に一回くらいは必要

でないかなというように考えておりましたけれども。 

○長委員：月に一回やるのは構わないんだけども、１年ちょっとやってきてどうっだったんだと振

り返ったときに本当にやってて良かったねという話しにならないよね。 

○菅原会長：皆そう思ってるんですかね。 

○上山委員：なんかこんな話ししてたら、また振り出しに戻った感じだな。 

○谷本区長：要するに前例がないだけにね。とりあえず１０年間これを設置して石狩のほうにも設

置しようと検討するので、大体５年か６年したら次の段階への進め方というのが見えてくるのかな

と思いますけども。 

○上山委員：今考えられることはね、合併してまだ日が浅いわけだから、年に２回くらいでも研修

会をやってさ。 

○菅原会長：自治会の会長さんは、予算付けてくれ、区の金使わせてくれと、こういう話ばっかり

だったんですよはっきり言って。１億円の協議をここでしているって言うからそういうふうになる

んですよ。でも現実はそうではないんだということが皆さんわかったわけでしょ。ですからどうあ

るべきかということをね。 

○上山委員：１億円の基金があるって言ったときに、各地区何を作るかって皆考えたと思うな。 

○菅原会長：でもそうじゃないんですよね。 

○上山委員：じゃあ何のための１億円かって話しになるよな。でも桐山さんも言ってたけど、桐山

さんは桐山さんなりの考え方で地域のこと、あるいは高齢者のことを考えてるんだと私は捉えてる

からね。だけど我々はそういった話をここでどうやって話し合っていけばいいのかなってなってく

るから、はっきり言えばわからなくなるわけよ。 

○佐藤副会長：私もこれに参加して１年半ですが、地域協議会とは何をするところなんだろうと常

に考えていたんですよ。言ってみれば専門的な部分は行政が一番良く知っておりますよ、今までも

ずっとやってきましたから、予算編成から何から、使われるお金の名目なども全部わかってますよ。

そういうことに全くの素人が、どうやってお金を使ったり、もっと言えば、厚田は過疎化が進んで

いって高齢化しておりますが地域を振興するってどういうことなんだろうと。それがずっと行政も

含めてできなかったんですよ実は、地域振興というのが。それをここに集まった人に地域振興すれ

って言うわけですよ、今までできなかったことを。皆が思っている思いの１年前と今と違うんです

よね。そこで今の話しを聞いていると、これは常に振り返って問い直さないと新しいモデルは作れ

ないなって思って話を聞いてました。ですから私たちは今、１億円の基金が自由に使えるお金なん

だという前提でいかないと、長さんが言うように、我々がこれから今までできなかった地域振興を

やるっていう意欲も夢も希望も出てこないですよね。だったら１億円を十分に使って過疎化も防ご

う、老人の人たちが住みよい地域をここで作ろうというような何か目標を持ってやっていって、そ

してその１億円はこういうことに自由に使えるんだということでね、もしそれができないんだった

ら私たちは全員やめますと。今までできなかったことをやるのが地域協議会なんだというようにね、

これを半年後、一年後にまた問い直さないといけないですね。 

 何ができるんだ、何をするんだということをね、私は今日やっぱり１年半で進歩したんだなと思

いました。ですから、この間の清水さんの説明のときに質問が出なかったのは、皆のイメージがそ

れぞれバラバラだったんですよ。清水さんが再び来てやったら皆質問しますよ、そんな基金だった

ら使いにくいってね。そしてある程度共通理解をしたうえで、さらに地域協議会で何ができるかを
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再度私たちは考えると思うんですよね、そのときに団体の推薦で出てこられた方は、例えば漁業が

どうやったら活性化できるんだってそっちに問いかけますよね、ここでなくて。それから農業、ま

た商工会も含めて、そこから吸い上げてきたものを我々のこの場で検討するんだと多分思うんです

よ。そのときに、それだったらお金を使ってやりましょうと、ただしハードを整えたらその維持費

がかかりますよと、大丈夫ですかとなってきますね。この基金の大切なことはここなんですよね。

ずっと続けていけるような、花火を打ち上げて終わりというものでは、ここではできないんですよ

ね。そういうことで一歩前進したなと思いました。 

○上山委員：ただね、農業の話、漁業の話あるけどね、俺漁業だから農業の話わかれって言ったっ

てわかるはずがないわけでね、それと同じでね、それぞれの地域の人たちが集まってどうしたらこ

の厚田区が良くなるんだと、漁業からして言えば、極端な話しをすればね、札幌まで走る国道２３

１号線の石狩の橋をもう少し拡幅してくれと、そうすると車が詰まらないから流れが良くなるだろ

うと。もう少しで厚田に海浜プールができるけども、そういったところにも人をどう呼び寄せたら

いいんだろうか、そのためには道路は大切なんだという話しも必要になってくるんでないかな。 

○佐藤副会長：そうですね、過疎化をストップさせたりね、人がなるべくこっちに流れてくるよう

な、そういったイメージを持って何かを作り上げていかないと活性化や振興は無理じゃないかなと

私は思います。今までのやり方だったらね。 

○上山委員：こうやって会議に出てくることによって、いろんな話しも聞けるし大事なことだなと

思います。地域の高齢者、足が不自由であればあるようにそれも補っていかなければという部分は

あるよね。 

○佐藤副会長：高齢者が、厚田はすごく安心して住めるし、地域がすごい高齢者をサポートしてく

れてるっていうことがわかれば、これからの団塊の世代の方は移ってくるかもしれない。 

○菅原会長：ずっと皆さんの意見を聞いておりましたが、やはり初めてのことであって他に例のな

い中でやってまいりましたので、成果が出たとか出ないとか意見があるでしょうけれども、スポー

ツの関係にしても地域皆で集まってやりましょうと、これも一つの成果だと思っております。スク

ールバスに一般の方々にも乗っていただければと考えたのも、これも成果だと思います。ライフサ

ポートの研究をしようやということも大事なことですし。ですから、ここでもう一度、４月や５月

の協議会の中で再確認するための研修会をやって、そのことをしっかりと受け止めながら次の１０

月ですね、再任される方もおられるでしょうけど、委員になられる方に引き継ぐ土台を作っていく

ことが大事だなと。皆さん方がそのことをしっかりと踏まえれば、地域に帰って協議会のあり方な

りを説明できるわけですよね。今なら地域に説明しきれないですよね、住民からすれば何をやって

るんだろうという思いはあると思うんですよ。 

○上山委員：北海道も２１２あったものが１８０になったのかい、各地域でそれぞれいろんなこと

やってると思うんだわ。我々にそのことを知れと言われてもできないんで、市の職員でもいろんな

専門の人がたくさんいると思うし、そういった他の事例とかの情報も大事かなと思うんだよね。ま

ねをするということじゃなくてね。 

○菅原会長：皆さんの意見を聞けば、このスケジュールについてはご理解をいただいているという

ことでいいですよね、この流れでいきましょうと。そこで４月、５月頃で今まで話した中身の研修

会などはどうでしょうかね。 

○谷本区長：しなきゃならないと思います。 

○菅原会長：そうですよね。それであれば講師なりは。 
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○谷本区長：市の職員でと考えておりますが、こちらのほうで調整させていただきます。 

○菅原会長：開催は早いほうがいいですかね、４月にしますか。 

（調整中） 

○菅原会長：講師の方の都合にもよりますが、要望としては４月２６日を予定といたします。 

 

３．その他 

○菅原会長：その他何かあればお伺いいたしますが。 

○桐山委員：それにしても、相当な網だよね。目が粗ければいいけど、そんなもんじゃないものね。

網でないよ、テントだ。 

○菅原会長：それではこの辺で終わらしていただきまして、次回の日程は４月２６日、１８時から

厚田支所でということで。 

 

４．閉会 

○菅原会長：大変お疲れのところ熱心なご協議をいただきましてお礼申し上げます。本日はどうも

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

平成１９年 ４月２６日議事録確定 

 

                               石狩市厚田区地域協議会 

 

                                 会長   菅 原 道 夫  


