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平成１８年度第８回石狩市厚田区地域協議会 

 

【日 時】 平成１８年１２月２２日（金）午後６時１０分～７時４５分 

【場 所】 望来コミュニティセンター 多目的ホール 

【出席者】 菅原会長、佐藤副会長、河合委員、桐山委員、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 

     （小野寺委員、上山委員、長委員、畑中委員は欠席）※正副会長を除きあいうえお順 

【傍聴者】 ２名 

【議 題】 (1) 交通システム分科会の検討状況（中間報告）について 

(2) その他 

【資 料】 資料１：交通システム分科会中間報告 

      資料２：滝の川東地区連合町内会ライフサポート活動視察研修報告 

 

１．開会 

○高田主査：第８回地域協議会を開催いたします。本日の出席者ですけれども、１４名中ただ今１

０名となっております。小野寺委員、上山委員、畑中委員からは本日欠席す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。 

○菅原会長：一言ごあいさつ申し上げます。夜分の協議会ということで、皆さま忙しいこととは思

いますが、お集まりいただきましてお礼申し上げます。この度の協議会につきましては、交通シス

テム分科会の中間報告ということですので、座長より報告をいただいた後、皆さまからも多くの意

見をいただきながら、進めていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。 

 

２．交通システム分科会の検討状況（中間報告）について 

○菅原会長：それでは、交通システム分科会の検討状況について、中間報告をお願いします。 

○桐山委員：おばんでございます。私のほうから分科会の検討状況の中間報告をさせていただきま

す。区内の住民がどんどん高齢になっていく中で、自家用車など移動する足を持たない方たちはバ

スが走っている国道まで出るのが大変だ、なんとかできないだろうかということで、今まで４回の

会議を開催いたしまして検討してきました。 

区内には医療送迎バス、保育園児の送迎バス、スクールバスなどが走っておりますが、そのうち

スクールバスについては、各地区を走っておりますから、もっと有効に活用することができないだ

ろうかということで、スクールバスに絞った形で検討を進めてまいりました。 

 具体的なテーマとしては、発足バスと同じように、望来や聚富のスクールバスについても一般の

人が乗れる形態にできないだろうか。また、運行ルートを固定できないだろうか。それから、登下

校時以外にも１便か２便運行できないだろうかということを重点的テーマとしてきました。 

 ここにも書いてありますように、住民のニーズとしましては、区域内には施設の大小・種類を問

わなければ、医療機関、金融機関、商店が少なくとも存在しており、各施設を利用してほしいと考

えますと。これは、厚田の市街にはこれらの施設は全部そろってるということでございます。しか

し、これらは強制できるものではなく、現に買物や医療については、石狩や札幌方面に依存してい

るのは確かであり、市においては医療送迎バスを運行しているにも関わらず、特に聚富地区での医
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療に対する傾向は顕著に現れていますと。利用の状況等調べましたら、まったくゼロというわけで

はないですが、本当に何名かだけが利用しただけということでした。これらを踏まえると聚富地区

では、トーメン団地までの足の確保ということが第一に求められており、望来や厚田市街へは向い

ていないのが実態ではないかということです。それから、スクールバスの時間設定は、どの地区を

見ても学校に８時前後には到着するように設定されており、医療機関、金融機関、商店等を利用す

る者にとっては、時間にズレが生じることとなり、要望を満たすとなれば児童生徒を送迎する時間

帯以外に運行することが求められていると。これが今の実態でございます。 

 問題点としましては、公有バスによる送迎事業は、現時点では児童生徒送迎、園児送迎、医療送

迎と最低限必要な範囲での運行であり、これ以外に何らかの送迎的なことをしようとした場合、ス

クールバスの活用が困難なことを考えると、スクラップ・アンド・ビルドの思考は働かず、事業量・

事業費ともに増へとつながる。また、沢地からバス路線である国道までの足の確保を何らかの形で

行政が実施しようとする場合も同じことが言えるのではないかということです。 

 検討の方向性としては、各種送迎事業を有効に活用するためには、新たなものをお願いするので

はなく、一つ目として、今あるものを今ある範囲の中で活用する方向で検討を進める。二つ目とし

て、福祉有償運送制度の活用。これは利用者が限定されるものでありますが、そういった制度がご

ざいます。三点目として、地域住民が利用者のニーズに合ったシステムを作り上げて運用していく

ということが考えられるんではないかということです。 

 大まかに言いまして、こういった取りまとめといいますか、ただ今の状況となっております。 

 後で分科会の委員さんにも説明の足りないところを補足いただきまして、分科会の中間報告はこ

の辺にしたいと思います。 

 続きまして、前回の協議会のときも申し上げたんですが、滝川の自治連合会でこういうことをや

っていますという記事が道新に載りまして、早速支所の係の方に連絡をいたしまして、先日、１２

月１１日に部長と係の方二人と分科会の委員三人で、二人は都合が悪くて出席できなかったんです

が滝川市に行きまして研修をさせていただきました。皆様方に資料がいってると思いますので説明

させていただきます。 

 長委員さんと、高橋委員さんと、私の三名で研修に行ってまいりました。書いてあるとおり、滝

の川東地区連合町内会ライフサポート活動ということで、前もって滝川市役所へ連絡して関係者に

時間を作っていただき、いろんな話しを聞いてきました。 

 地域の概要を申し上げますと、地区の住民は約２，０００人。うち約２２％にあたる４５０人ほ

どが６５歳以上の高齢者であると。社宅やアパートなどは少なく、ほとんどが一戸建ての住居であ

ると。３０年ほど前に居住した方が多く、６０、７０歳代が多い、子どもはごくわずかであると。

ここで私、行く前は滝川の街中から３、４km離れたところなのかなと思っていたんですが、街の中

なんですよね。それからどこもそうなんですが、若いときに建てて、それから何十年もすると６０

や７０歳になるということですね。 

 事業発足のきっかけといたしましては、少子高齢化に加え、２０００年から始まる介護保険制度

による適用除外者をどうすればいいのかと。地域内のアンケート調査の結果、近隣や親類に頼るこ

とができないという回答が１７％もあったと。これらのことから時代に即応した新しい形のコミュ

ニティを構築する必要があるとの結論に達し、２００１年５月にライフサポート運営委員会が設立

されたということです。ここに書いてありますが、近隣や親類に頼ることができないという回答が

１７％もあったということで、これはこのままにしておいたら大変だということで、これを立ち上
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げるきっかけになったということを強調されておりました。 

 組織の概要を申し上げますと、団体会員は６町内会と１団体ですね。それと個人会員が４２名、

賛助会員は一口いくらとなっていますので、５５口、こういった形で成り立っております。５０代

が中心で、女性が半数と。事務所は、地域の公民館内に無償で間借りをしていると。活動に係る手

続きは、ボランティア保険の加入手続きのみということです。無償であれは不要なんですが、ここ

は有償でやっておりますので加入が必要ということです。 

 次に有償とした経緯でございますが、利用者の精神的苦労の回避ですね。望来でやっているとき

も経験したことがあるんですが、送ってあげたりなんかしますと、特にお年寄りの方たちは義理堅

くて、お金をもらうことはできないということを申し上げると、お礼にと言って、実際には油代よ

りもはるかに高いものをお持ちなるというそんなこともあったりして、そういったお礼や昼食など

の気を使わせないために有償ということに踏み切ったということでございます。それと労務者の責

任感の醸成ですね。それと活動の継続、労務者の研修や事業の維持と、これらのことを考えて有償

にしたということでございます。 

 主な事業収支として、収入については、連合町内会からの負担金が４万円程度と、先ほど言いま

した５５口の賛助会費ですね。それから社協や銀行からの補助金。これは毎年同じところから受け

ているわけじゃないので、補助してくれる団体を探すのに非常に苦労しているそうです。事業収入

については、１時間８００円、以後３０分ごとに４００円となっています。支出については、携帯

電話料などの事務経費で５万円程度。有償の場合に掛けなければならないボランティア保険が２万

円程度。そして１時間８００円をいただいた中から労務者へ１時間当たり４００円を支給すると。 

 概略を簡単に説明いたしましたが、一緒に研修に参加した高橋さんもおりますので、補足願いた

いと思います。 

 最後に、本当は先ほど申し上げるべきだったんですが、この研修に行った後、今日の協議会の前

に分科会を開催できればよかったんですが、日程が組めなくて今日を迎えてしまったことをお詫び

したいと思います。研修のときにあちらの事務局長さんが言われていたことなんですが、今までに

も随分と視察に来ているようですけれども、「始めましたというところが未だにどこもないと、いろ

いろと問題はあるかもしれないけども、とにかく立ち上げて始めることが一番ですよ」と帰りがけ

に強く言われておりました。いずれにいたしましても、一人や二人でできることではありませんし、

こういうことを踏まえて皆さん方のご意見もいただきながら、この交通システムについて協議を重

ねていきたいと思います。以上、粗末な説明でございましたが、報告を終わらせていただきます。 

○菅原会長：桐山座長から中間報告と研修会の報告がありましたけれども、事務局のほうで研修内

容の裏面を説明したほうがよろしいんじゃないでしょうか。 

○唐澤部長：今、桐山座長のほうからお話しをしていただいたんですが、裏面のほうに研修で確認

してきた、より具体的な部分が記載されています。読んでいただければわかるものなんですが、私

も一緒に滝川市へ行っておりますので、私のほうからちょっと説明したいと思います。 

 このライフサポート事業の対象者については、基本的には高齢者を対象としますよと。ただし、

妊婦の方や障害を持った方、病気の方は対象者としております。 

 事業の内容については、送迎のみならず、除雪ですとか、個人宅の清掃ですとか、お寺の仏具な

んかも掃除しているという話しもしておりました。公民館の管理も委託を受けてまして、清掃だと

か、公民館で行われる葬儀の手伝いもしているようです。それから、７０歳以上の高齢者を対象と

した事業として「ふれあいサロン」というものを月１回実施しておりまして、手づくりの食事を振
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舞ったり、ゲームなどをしているようです。 

 利用方法につきましては、桐山座長のほうからお話しがありましたけれども、５人が輪番制で携

帯電話を持ち、連絡をすれば個人宅へ訪問し、利用の内容などを確認して、同時に１冊２，０００

円のチケットを買っていただくと。そして登録しているボランティアの方の中からお手伝いできる

方を決めて派遣すると。 

 この会が結成されて５年間が経過しているんですが、利用時間が記載のとおり増えておりまして、

今年度は５８８時間という大きな目標を掲げております。これから降雪期に入りますので、この目

標は達成できるであろうとのことでした。 

 今後の課題といたしましては、ニーズに応えるためには、ボランティアの増員というのが一つの

大きな課題といいましょうか目標に掲げておりました。活動地域なんですが、６町内会で実施され

ておりますが、他の地域にも需要があるということで拡大していきたいと。財政基盤の強化という

ことで、会員が増えればそれだけ収入も安定しますし、運営についても弁当の宅配事業を検討中と

書いてありますが、事業メニューの増加にもつながるので、会員の増を図っていきたいというお話

でした。それから病院やいろいろな施設と連携を取っていくことによって財政基盤も含めて、トー

タルでプラスメリットにつながるということです。マンネリ化の防止とありますが、長いことやっ

ているとやはりマンネリ化してくるので、ボランティアの研修などを行い新陳代謝を図る必要があ

るよと話されてました。 

 その他としまして、自治連合会と運営委員会とは密接な関係にある必要があるので、規約の中で

「自治連合会から指導と援助を受ける」と明記してますよと。また「民間でできることは民間で」

を基本にしているので、この活動が民間業者と競合するものにしたくないし、そうなるものでもな

いと。病院への送迎についても、月１、２回程度の利用なので、民間事業者の経営を圧迫するもの

ではないんだということでございました。まさに除雪サービスでも同じ考え方でして、行政のやっ

ている部分と内容が重複するものではないということで、そのとおりだと思います。 

 ふれあいサロン事業は、相当負担になっているようで、運営的には非常に厳しいけれども続けて

いきたいと。 

 全体的にざっぱくな補足説明ではありますが、高橋委員からも補足があれば付け足していただき

たいと思います。 

○菅原会長：それでは、通して説明いただいたわけですが、厚田区における交通の現況と課題につ

いて検討した中間報告をいただきましたことについてのご質問、若しくは優良事例があるのでとい

うことで滝川市のほうへ視察に行った報告についてのご質問や意見がありましたらお伺いいたしま

す。どなたかご自由に発言されて結構かと思いますが。 

○八木沼委員：私も交通システムの委員をやっているんですが、行政と連携してやるとなれば、や

っぱりスクールバスを利用する以外には考えにくいものがあるけれども、一歩踏み込んだ滝の川の

話しを聞いておりますと、やはり各家庭から目的地までだとか、きめ細かな点になるとスクールバ

スの利用とはもっと別な考えになるんではないかなというような感じはします。望来地区において

も、いきいきリハビリでしたか、月１回くらいやってますよね。除雪のほうも我々ちょっと手掛け

た部分もあるんですが、利用者がものすごくいるんですよ。ただでやるとなれば「うちも頼む、う

ちも頼む」ってね、そういった問題が出てきてね、そんなにはできないっていうことで、障害を持

ってる老人で動けないような人を対象としてやっているのが現状なんですよね。 

一番思うのは、司令塔がね、滝川のほうでもそうだろうけど、事務体制の面だとか司令塔が必要
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なんではないのかなと。自治会でもいいし、行政でもいいんだけども、利用者から連絡が入ったら

スムーズにボランティアに伝わるといったシステムが必要になるんではないかと思うんですよね。

我々も入口に一歩入っているんだけど、それ以上深入りができないという、深くやれないという現

状があるわけなんですよ。やっぱりサッカーじゃないけれど司令塔がないということなんだよね。

我々も輸送サービスをやっているけども、段々需要が増えている現状なんだけど、それに対応する

運転者が不足してて、我々も段々年を取って思うように動けなくなってるし、どんどん代わりの人

が入ってくれればいいけど、人も少ないしなかなかね。 

 行政とやっぱり連携を取っていくんだけども、司令塔となるところを早く作り出してもらいたい

と、これが私の意見です。 

○唐澤部長：今、司令塔というお話しが出ましたけれども、滝川市でもやはり、地域の中でリーダ

ーシップを取る方が一番求められていましたし、立ち上がりのときから携わっておられる方から説

明をいただいたんですが、相当苦労されていると私は感じてまいりました。やはりリーダーシップ

を取れる方、司令塔になっていただける方が中心となって地域を引っ張っていくという形でないと

こういった事業というのは進んでいかないのかもしれません。 

 滝川の場合は、そういった方が地域から出ておりまして、これを行政が事務局なりをやるという

ことは滝川的には想定していないんでしょうね。行政がやることも確かにあるでしょうけど、実際

の運営というのは地域の中にリーダーシップを取れる方がいらっしゃって、引っ張っているという

部分がありましたね。 

○菅原会長：他にございませんか。 

○柴田委員：滝川の送迎サービスなんですが、自家用車を使ってやってるんですか。 

○桐山委員：そうらしいです。 

○柴田委員：そうですか。私の住んでいる地域は越後沢なんですが、越後沢から医療バスの出てい

るところまで行くのが大変なんですよね。また中央バスが通っている国道まで行くのが大変だとい

うことで、困っている方がいるので、滝川のようなサービスの利用ができたらいいのになと感じま

した。 

○桐山委員：ちょっと私見なんですがよろしいでしょうか。先ほども申し上げましたけれども、視

察に行く前は３kmから４km程市街から離れてる場所なのかなと思っていたんですが、そうではなか

ったということで、今まで分科会で交通システムのことを話している中では、厚田は市街だから問

題は望来や聚富とかね、古潭は沢に入っていくけども今のところそれほど問題はないということで、

とりあえずは望来の桂沢、正利冠、越後沢と聚富は広範囲になってまして、そんなことを頭に描き

ながら今までやってきたんですが、今回滝川市に行きまして、実際に場所を確認してきたわけじゃ

ないですけど市街地であるというこで、いろいろと内容を聞いていると、私は厚田の市街も事業の

対象になるんではないかと考えを持ちました。ということは、厚田の市街だって離れてるところあ

るんですよね、クリニックに行きたい、郵便局に行きたい、支所に行きたいというときに、やはり

こういったシステムがあれば結構利用する人がいるんじゃないかなと思うんですよね。具体的な話

になりますと、滝川では１時間８００円で、油代は実費でしたね。それも話しを聞くと何kmだと大

体いくらというものがあるそうですね。車によって燃費が違いますけどその平均を出して、距離に

対しての金額設定があるように感じました。ですから、望来と聚富だけを対象としないで、厚田市

街も含めた考え方を持つ必要があるなと感じてきました。 

○菅原会長：いろいろと長い時間を掛けて交通システムの分科会もがんばって検討していただいて
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ますし、関連して優良事業があるということで滝川市のほうへ行って学習をしていただきました。

そこで私の私見を申し上げれば、かつて福祉的なことは無料で享受するということが、何か高齢者

なり弱者というんでしょうか、それが当然という時期がございました。それが少子高齢化の中では

たして将来やっていけるんだろうかと、これは福祉行政の中の話ですけれどもね。それから介護保

険制度ができまして一定の保険料を支払うと、利用者は更に利用料も払っていこうと変わってきま

したよね。本当にそういうことで皆いいんだろうかと。そういった問いかけが今、社会問題でされ

ているのかなと、そして滝川のような事例が出てきたんでないのかなと思います。言い換えれば、

集落なり地域社会なりというのは、本来お年寄りになるまでのいろんな功績といいましょうか、社

会に対しても地域に対しても、こういうことを皆知っていて、若い者が年寄りの面倒を見ていくん

だというシステムがありましたよね。互助と言うんでしょうかね。お互いに助け合いもしますし、

先輩を敬い、先輩に対し一定の年齢になったら後輩がそれを補っていこうという、このことをやっ

と滝川のほうでは思い出してきたのかなと。 

厚田区においても、そういったいろいろな部分で申し上げれば、本当にこの交通システムだけを

解決すれば、ものが解決するのだろうかと、今の桐山委員や皆さんの話しを聞いて私は感じました。

ですから交通システムの関係は、スクールバスを一定の目的以外にも利用できるように検討しまし

ょうということでやってきましたから、これはこれとして一つのまとめを一定時期までしていけば

いいと思いますし、それを教育委員会なり、福祉の関係であれば福祉の担当にご提言していくこと

は大事なことだと思います。もう一方、滝川の事例がございましたので、こういった方法があるん

だなと私も感心しておりましたが、これを同時並行的にですね、検討していくことも大事なんじゃ

ないかなと思います。よって今日お集まりの皆さんから、これも一緒にやれるような方向で検討す

ればいいんじゃないですかということであれば、また新しい枠組みでもいいでしょうし、皆でやる

のもいいでしょうし、そういった検討をすることも必要ではないかなと私はそう思ったんで、その

件について皆さんのほうからご意見をいただければと思います。 

○桐山委員：また私見で悪いんですが、会長が申されましたとおり、私も整合性のこととか考えま

して混乱しているところなんですけれども、今まで４回の会議を行いまして、スクールバスを何と

かということは、それはそれで、こっちはまたこっちでと、福祉の関係は福祉の関係でというよう

に分けたほうがいいのかなと思ったりもしてるんですが、今日は皆さんからいろんな意見を伺って

方向性を定められればなと。仮定の話ですが、例えばスクールバスの要望なり何なりを取りまとめ

て実現されたとなったときにですね、一方で滝川みたいな制度もうまく立ち上がっていた場合、ス

クールバスの利用者もすごく少なくてって、要望しておいてもう片方がうまくいってたらなんて考

えるとね。私見ですけども、そういうことが頭の中で混乱しております。 

 滝川で勉強してきた中では、送迎サービスだけじゃなくていろんな労役サービスなどね、言えば

きりがないほど事業が上がっているわけですけども、福祉サービス事業の一環として地域としてや

っているんだということですよね。ハイヤー会社とはどうなるんだとか心配があったりですね、石

狩市のほうでも市から助成をいただいてるシルバー人材センターがありまして、仕事があれば受け

てやっている大きな組織もあるわけですが、それとの兼ね合いもなんてことも心配するんですが、

そういうことを考えているとこれは実現しないんだということを滝川市に行って踏ん切りがついた

といいますか、そんなことを私もいろいろと心配していたということでございます。 

○佐藤副会長：中間報告書の最後に検討の方向性とありますね。この方向性のところで一点質問な

んですけれども、「今あるものを今ある範囲の中で活用する」という部分の「今ある」とはどの辺を
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指しているのか、そしてそれを活用していくということですよね。それからもう一点ですが、二番

目の福祉有償運送を活用し、さらにはそれが発展的に地域住民のニーズに合ったシステムを作り上

げて運用していくわけですから、①は明らかに運送システムですよね、②、③になるにしたがって、

福祉サービスにシフトしてまいりますから、滝川で言っているところのライフサポートの方向に移

行していくのではないのかなと私は受け取ったわけなんですが、この辺はどうなんでしょう。 

○唐澤部長：方向性につきましては、滝川で研修させていただいた部分が当然視野に入ってござい

ます。従前から検討れていた部分というのは、正直な話行き詰ってきているというのが桐山座長さ

んも含めて頭の中にあると思います。滝川市の研修の中で、福祉制度の部分など行政がやっている

隙間を少なからず埋めているという部分が垣間見えるものですから、交通システムの分科会の方向

性を滝川の制度のほうへシフトしたほうが分科会の議論としてより現実味を帯びてくるのかなとい

うことも含めて座長と相談させていただきながらこういう記載にいたしました。 

○佐藤副会長：わかりました。そうなりますとこの方向性というのは明確に、例えばスクールバス

とかですね、それに頼る、あるいはそれにリンクする形で住民がそれを利用するということになる

と、結果的にはスクールバスなどは行政のものですから、行政を単に利用することを考えたと言う

ことになりますが、地域協議会というのはまさに地域がどうするかっていうことを考えるんですか

ら、③のように地域住民がニーズに合った、そのニーズというのは非常に高齢化している地域と若

い人たちが多い地域など地域差というものがありますから、そういうことを踏まえながら考えると

いうことは、今言った③の説明のように、滝の川の自治連合会がなさっているようなライフサポー

ト活動というのはまさにこれから地域協議会がそれを参考にして考えていく、すなわち地域の力を

どう使うかっていうことですよね。ですからそうなりますと、この検討の方向性はそれを指してい

るんだということですから、その方向性で検討していっていいんではないかと思います。 

○菅原会長：ありがとうございます。副会長からは検討の方向性の③の部分を捉えると、まさしく

今回研修されたライフサポート活動に行き着くんではないかと、そして私どももこのことについて

検討する必要があるんではないかと、こういうまとめだったと思います。 

 皆さんのほうで、そのことを検討しましょうやということであれば、検討方法はまた別にお諮り

しますが、まずは検討してよという合意がされるかどうかお伺いいたしますがいかがでしょうか。 

○柴田委員：今、佐藤先生がおっしゃったように進めていただけたらと思います。地域の中で一人

暮らしのお年寄りの方が除雪のこととかで悩んでいる方もいらっしゃいますし、体が思うように動

かないんだけど、夏に畑に出ると元気になるというお年よりもいらっしゃいますから、そういうと

きにサポートしていけたら元気に長生きしていただけるのかなという思いもありますので、是非そ

の検討をしていただけたらいいなと思います。 

○八木沼委員：分科会を４回もやって一応の結論というかまとめのところまでできたわけですよね。

スクールバスを利用するというね、これはこれで進んでもらって、後のことはこれから検討してい

く問題として、交通システムの分科会で出たスクールバスの提言については推し進めていただきた

いと思います。 

○菅原会長：今回の交通システム分科会のまとめは中間報告ですよね。皆さんに報告していただい

たように、医療送迎バスですとか、福祉バスですとか、スクールバスを目的以外にも使えるように

お願いしていこうやというのが主旨だと思うんです。ですから、そのことはそのことで最終報告を

していただいて、皆さんが「そうだね」ということでしたら、その方向でまとまるんだと思います。

それと合わせて、滝川の事例を参考にしながら地域としてこういうことも取り組めるんじゃないか
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という検討は別の形でしていこうというご意見かと思います。 

 両面を一回でやるっていう方法もありますし、いろいろと方法はあるんでしょうけれども、その

辺の方法論をまず考えてね、今五つの連合会がありますのでそれぞれの地域性、特色がありますか

ら事情も変わるんだと思います。その辺を共通課題でまとめていくのか、それぞれの連合会ごとに

連携を取りながらまとめていくのか、検討していくのか、検討の方法は一杯あると思うんですよ。

それとそのことがどれくらい求められているのか、この辺の調査も大事ですよね。そういったこと

でどういう方法がいいのかなと皆さんにちょっとお伺いいたします。 

○八木沼委員：今も言いましたけどね、会長さんは方法論として一編にやるかという、それも一つ

の方法だけども、決まったことは一つの段階としてやらないと、範囲が広くなるとまた討議に時間

が掛かって難しくなるから、できたものから手掛けていくのが一番いいと思うんで、今の段階では

スクールバスの活用ということを重点にしてね、これではうまくないだとかいろいろと出ると思う

んだけど、そうなったら次の段階に入ったほうがいいと思うんだけど。次の段階というか、滝の川

のモデルがあるんでその方向に行くんだと思いますが、現時点ではスクールバスの活用ということ

をまず一つ、第一段階として考えていただきたいなというのが私のお願いです。 

○菅原会長：それではちょっと意見調整をさせていただきますね。この交通システム分科会につい

ては、これまで目的を持って取り進めてきたわけでございますから、よって調査なり検討の中でス

クールバス、医療バス、福祉バスなどが他の目的に使えるようなシステムを検討しているので、こ

れは一定の結論まで持って行っていただきたいと。そのことを地域協議会としては皆さんの意見を

尊重しながら決めさせていただいて、然るべき市の関係部署のほうへ意見がありますのでご配慮い

ただきたいというんですか、そういう方向へ持っていきたいと思います。もう一点はライフサポー

ト活動ですね、これは厚田区としても必要でないかという意見が多ございましたし、それに沿って

検討する価値はありますよということでございますから、同時並行的にやるのか、交通システム分

科会の結論を待ってからやるのか、方法があると思うんですよ。皆さんでライフサポート活動のこ

とを良しとすればですね、先ほども言いましたように五つの連合会がありますのでそれぞれ特性が

ありますよね、ですからそれらを網羅して一本で検討するというのはかなり温度差が出るんだろう

なと思いましたので、その辺の方法論はどうなるんでしょうねという話しをさせていただきました。 

 重複しますが、交通システム分科会につきましては、最後まで結論づけてやりましょうと、もう

一つライフサポート活動の検討については、同時並行的に検討するのか、交通システムが終わって

から検討するのか、どちらかにしないとまとまりにくいと思うんですよ。せっかくですから同時並

行的にやっていってもいいのではないかというのも一つの意見だと思います。皆さんからご意見を

いただいて、今日は方向だけでも決めていこうかなと思います。 

○桐山委員：滝川へ行ってきてからですね、先ほどもお詫びしましたとおり、交通システムの５人

が集まりまして、こういう方向でやっていただければというものをきちんと出せれば大変良かった

んですけれども、時間的にもできなかったものですから、この場でいきなりこういうことになった

というお詫びをいたしたいと思います。 

○佐藤副会長：この中間報告書を見る限りでは、先ほどから言われているように、交通システムを

きちっと調査をし計画を立ててきて、①についてはある程度結論を出せるんだと思うんですよね。

結論が出てそれらが実行されたとしても、それが終わりではなくて、今のスクールバスの活用が本

当に住民が利用しやすいのだろうか、住民にどれだけの利用者がいるのかの調査と、逆にそれから

さらに交通システムというものを本当に住民のニーズに合ったものに作り変えていくためには、あ
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る程度の期間が掛かると思うんです。ですからこの分科会はある意味ではもう少し継続していくだ

ろうと思うんです。さらにそこから結論を待ってますと、先ほどから言っているライフサポートシ

ステムそのものの検討が遅れたり、実施が遅れたりしますんで、まず並行していくと思うんですよ。

そしてライフサポートシステムというのは、実は交通システムの中に含んでしまうんですね。でき

れば交通システム分科会と同時並行的に今言ったような福祉ボランティア分科会のようなね、名前

は何でもいいんですけども、そういったものを立ち上げて互いにリンクしながら進めていく、分科

会を二つにするという考え方はどうでしょうか。 

○菅原会長：あとこの関連でご意見ございませんか。佐藤副会長からは同時並行的に検討するのこ

とが望ましいんでないかと。合わせて福祉なりライフサポート活動を検討する分科会を別に立ち上

げてやったほうがいいんではないかという意見であります。 

○高橋委員：私も分科会形式でやったほうがいいと思います。会長も言われたように地域によって

違いがあるので、私はどこかの地域でモデル地区としてライフサポート形式をやってみてもいいん

でないかと。そういった地域でリーダーシップを取れる方が一人でもいてくれたらなと思っている

もんですから、そういうところまで持っていく分科会があって、ある程度の基盤ができるとスター

トしやすいだろうと。会員とか団体とかいう部分でお金の問題が出てくるんで、例えば望来地区の

町内会でスタートしてみようというときに、経費面がどうなるのかなと、これが厚田と望来と聚富

全部一緒にやろうとなるとかなり難しい、距離的なことがすごくネックになるんじゃないかなと感

じています。滝川は街の中だったということと、聚富地区は点在してるということで金額的なこと

や、自家用車で迎えに行くのも時間が掛かりますよね、その時間はどうなるんだろうとか、その点

滝川はうらやましいなと思って帰ってきたんですけど。何かモデル地区を作るところまでの分科会

ができればなと思いました。 

○菅原会長：それでは、皆さんのご意見もいろいろありましたけれども、まとまりつつありますね。

交通システムの分科会もですね、一つがんばっていただいて一定の方向をまとめていただきたいと

いうことと、さらにその間に研修されましたこのライフサポートの関係でありますけれども、分科

会を持ってということですから、委員さんが重複された場合もあっていいのかなと思いながらも、

まずは二つに分けると。ライフサポートについては先ほどらいいろいろと意見がありまして、リー

ダーがいるほうが望ましいとかございましたよね。それから地域性の問題も課題になっております。

ですからそういうことを新たな分科会で、もし取り組むならこうであろう、ああであろうというこ

とを検討していただければいいのかなと。それから事業メニューがたくさんありますけれどもどう

いったニーズがあるのかどうかということも検討していただければいいですし、もう一点は有償と

なるとお金を扱うわけですから、その管理システムなり、地域の皆さんにそれをどう理解させてい

くかということも一つの課題ではないかなと思います。 

 いずれにいたしましても、今日は交通システムの分科会と新たなライフサポート活動を研究する

分科会を別に持ちながら今後進めていこうと、これでよろしいですね。 

（賛同する声あり） 

○菅原会長：交通システム分科会については、既に委員が就任されておりますので、残った方にと

言ったら偏ってしまいますね。いずれにしても、新しい分科会の委員さんも決めておいたほうがよ

ろしいですよね。決めておけば次回には座長さんを決めたりすぐ進むことができますので。 

 こちらから指名させていただいてよろしいですか。 

（賛同する声あり） 
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○菅原会長：では、そうさせていただきますが、事務局で何か案はありますか。 

○河合委員：今の交通システムの５人はそのままでね、例えば聚富地区は今一人だからもう一人増

やしてだとか、そしてやっぱり五つの連合町内会もそうだけど、その下の各町内会と連携して協力

もないとできないんでないかなと思うけど。同じ厚田でも除雪が問題になっているところだとか、

交通で問題になってるところもあるだろうしね。今、厚田では除雪でもボランティアみたいのがあ

って、つい最近新しくできたのが３０分３００円だったかな、大体一軒３０分で玄関先だけ雪投げ

て歩いてるグループが出てきてるんで、うちの町内でも合併してからの除雪の仕方が大分変わって

きてるんで、町内会でそういった問題は考えていかないと、年寄りの人なら困るんでないかなと。

屋根の雪で埋まってるところもあるからね、見て見ぬ振りもできないだろうし、これからは町内会

としても考えていかないといけないのかなと。だから、自主防災のほうも一番先に名乗りをあげて

やっていくと決まったんだけど、やっぱり町内会として考えていかないとね。 

○菅原会長：今のご意見は、交通システム分科会の委員さんの関わりを考えると、ライフサポート

の分科会のほうにも同時に就任すべきとの意見ですね。ただし、地域の特性も意見の中に入れる必

要があるので、地域を代表する方も別に入っていただいたほうがいいんではないかということです

ね。 

この意見でまとめてよろしいですかね。 

（賛同する声あり） 

○菅原会長：それでは交通システムの委員さんはそのままお願いしまして、後は地域別ですね。 

（調整中） 

○菅原会長：それでは事務局のほうからお願いします。 

○唐澤部長：改めて確認をさせていただきたいんですが、交通システム分科会の委員であります桐

山委員、河合委員、八木沼委員、高橋委員、長委員に加えまして、福祉関連のシステムを構築する

ために佐藤副会長、小野寺委員、笹木委員、柴田委員にお願いしたいと思います。合わせて９名の

分科会になりますが事務局よりご提案を申し上げます。 

○菅原会長：そういうことで決定させていただきますね。皆さんにわかっていただくように次回ま

でに委員名簿を整理させていただきます。では、この関係は終わらせていただきます。 

 

３．その他 

○菅原会長：今日配付されている資料が他にもありますので、事務局より説明願いたいと思います。 

○高田主査：私のほうから説明させていただきます。まず、道内各地の取り組み情報と西尾勝氏基

調講演要旨とがありますが、これらは情報提供ということでここでは具体の説明はいたしませんが、

家に戻られてから見ていただければと思っております。 

 なお、道内各地の取り組み情報については、長委員から事務局のほうにいただいた情報をまとめ

たものです。裏は新聞記事の抜粋なんですが、これからは自治体を選ぶ時代だよということで朝日

新聞に掲載がされてまして、いくつかの市町村の事業内容が紹介されてましたので、それらをまと

めたものです。西尾勝氏の基調講演については、１０月２１日に北海道市町村合併シンポジウムと

いうのが開催されまして、そのとき行われた基調講演の要旨が６ページにわたってまとめてありま

す。今後の地域協議会の参考になると思いまして、皆さんにお配りいたしました。 

 それから、その他の二点目になりますが、前回の地域協議会の中で加納委員の件についてお知ら

せいたしましたが、退職願が出まして１１月３０日付で退職が承認されております。１名欠員とい
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う形になりますが、加納委員については一般公募による選出ということもありまして、改選期まで

の補充については行わないと考えておりますので、今後は１４名でやっていきたいと思います。 

 最後になりますが、資料の一番後ろに「あったかスポーツ協賛会員の募集」ということで、厚田

区自治体育振興会という組織が新しく立ち上がって、１１月にもミニバレー大会を開催して、来年

の２月にはスキー大会を行うということで動いているんですが、資金の部分を協賛会員制度で行う

ということになり、多くの方に協賛会員になっていただきたく現在募集をしているところです。地

域協議会の委員の皆さんにも何とか会員になっていただきたいと思いましてチラシを本日配らせて

いただきました。裏面にはミニバレーの記事と一緒に協賛会員の募集も載っておりますし、お知ら

せとして町内会への回覧も行っております。基金を使った来年度の事業ということもありまして地

域協議会としても要望している部分ですので、是非皆さんのご協力をお願いいたします。 

○菅原会長：はい、三点ほどお話しがありましたがよろしくご理解願います。特に最後にありまし

た協賛会員の件については、是非是非私からもよろしくお願いいたします。 

 それでは、最後に１月の協議会の開催日程ですね。以前申し上げておりましたが、新年ですので

簡単な新年会などどうでしょうかねと言った経過がございます。あらかじめ事務局と詰めておりま

すので内容を説明いただきまして、もしご賛同いただけるのであればそのとおり決定をさせていた

だきたいと思います。 

○唐澤部長：次回の会議でございますが、１月１９日、金曜日、それで引き続き新年会ということ

を考えておりますので、開催時間を１５時からと、場所はここ望来でよろしいのかなと考えており

ますがいかがでしょうか。 

○菅原会長：開催時間につきましては、お酒が入りますので、路線バスでも帰れる時間帯というこ

とで配慮させていただきましたので、できれば事務局から説明のありましたとおり年に一回やらせ

ていただきたいと思いますので、是非ご理解のうえ提案とおりの決定をいただければとお願いいた

します。 

（賛同する声あり） 

○菅原会長：それでは、次回は１月１９日、金曜日、午後３時からみなくるで開催いたします。会

議終了後に会場を移して新年会を開催いたしますので、各自バスなり送ってもらうなりして参加し

ていただければと思います。 

 その他、皆さんのほうからご意見があればお受けいたしますが。 

○桐山委員：交通システムの分科会の関係ですけれども、事務局とも相談しなきゃいけないんです

が、方向性は大方出ておりますので、１９日前に集まりまして取りまとめたいと思っておりますの

でよろしくお願いいたします。 

 

４．閉会 

○菅原会長：それでは、これ辺で会議を閉めさせていただきますが、大変お忙しい中お集まりいた

だきまして貴重なご意見をいただいたところでありますし、一定の方向性も出ましてホッといたし

ました。１８年１２月も非常にいい終わりかなと思っております。天候も例年なら厚田特有の吹雪

の毎日でございますが、穏やかな年末を迎えております。このまま３１日まで穏やかであればいい

なというのは、私の勝手なお願いではありますが、一つ風邪なども流行っているようですので健康

に十分留意され、お互いに良い新年を迎えますことをお祈り申し上げまして閉会の言葉とさせてい

ただきます。ありがとうございました。 
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