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平成１８年度第７回石狩市厚田区地域協議会 

 

【日 時】 平成１８年１１月２９日（水）午後６時００分～６時５０分 

【場 所】 厚田支所 ２階会議室 

【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、 

高橋委員、長委員、畑中委員、八木沼委員 

     （加納委員、笹木委員、柴田委員、藤田委員は欠席） 

※正副会長を除きあいうえお順 

【傍聴者】 ２名 

【議 題】 (1) 地域振興事業について 

  ・平成１９年度予算に向けた具体的な取組みの検討について 

(2) 各種委員の報酬額の改定について 

(3) その他 

【資 料】 資料１：体育振興事業(案)について 

      資料２：各種委員の報酬額の改定について 

 

１．開会 

○高田主査：第７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、１５名中ただ今９

名となっております。佐藤副会長からは若干遅れるという連絡を受けております。また、加納委員、

笹木委員、柴田委員、藤田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、前回に引

き続きましての１９年度に向けての地域振興事業の取り組みについてご審議いただいて、一定の考

え方をまとめていきたいと思います。 

 また、私事でございますが、既に新聞等でご承知のことだと思いますが、１３日の晩に車と接触

したということでありまして、相手の方が亡くなっているという事態がございました。報道では対

向車線からはみ出してきた相手と正面衝突となっておりましたけれども、実態としましては、札幌

から厚田方面へ向かってるときに、河口橋を渡って少ししたところで突然後ろから追突されたとい

う実態がありまして、まったく相手側の車にはブレーキ痕がないということで、警察の検証でもど

こから来たのかわからないというのが実態でございまして、私もそのまま押されて防雪柵に激突し

たという状況でございました。私の車も大破しまして、記憶も定かではなくなったのも事実です。 

 そんな状況の中で、亡くなられた方も気の毒ですし、私も非常に気がめいっているという表現が

正しいのでしょうけども、いずれにいたしましても、もらい事故ということでありまして、タイミ

ングが非常に悪い状況にあったのかなと思っております。後ろからというのは回避できないという

ことでございますが、今後も気をつけてまいりたいと思っております。 

 私事で非常に長い時間を費やしましたが、ご理解いただきたくよろしくお願いします。 

 

２．地域振興事業について 
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 (1) 平成１９年度予算に向けた具体的な取組みの検討について 

○菅原会長：それでは、議案の内容について、まずは説明願いたいと思います。 

○唐澤部長：平成１９年度の予算の策定に向けた部分で体育振興事業ということで、配付させてい

ただいております資料について説明させていただきます。この地域協議会の中で地域づくり基金を

活用した事業展開ということで、今までご議論いただいたわけでございますけれども、皆さまから

のご意見をいただきながら、この紙のとおりまとめました。 

 体育振興事業ということで、事業の目的でございますが、自治連合会と自治体育振興会、つまり

地域が中心となりまして、スポーツと食をテーマといたしまして、この体育事業を展開することで

厚田区民の健康の維持、更には地域間・世代間の交流、コミュニケーションを図りながら、地域住

民の一体感・連帯感を醸成していこうと、そしてそれぞれの活動を推進していこうということが大

きな目的でございます。 

 事業の概要としまして、三つほど上げさせていただいております。一つ目は、厚田区民のスポー

ツと食の体験ということで１９年７月下旬を予定しておりますが、望来コミュニティセンターみな

くるで小さな子どもからお年寄りまでが参加できる競技・スポーツ、更には食を体験していただこ

うということで、来年度については、そば打ちを体験しようと考えております。二つ目は、厚田区

民ミニバレー大会ということで１１月中旬を予定しております。厚田中学校の体育館ですね。これ

は今月の２６日、日曜日にもミニバレー大会を実施しておりますが、厚田区民が集って健康づくり、

スポーツと親しむような形の部分で進めていければと考えております。三つ目は、ウィンターレク

フェスタと銘打ちまして、年が明けた２月中旬に厚田スキー場を使って回転競技や雪像コンテスト、

その他子どもから高齢者まで参加可能なイベントをやろうということでございます。 

 次に事業の方法でございますが、市としては、実行委員会を設立し計画策定のアドバイスをしな

がら、各種事業への支援をしていきたいと、更に地域づくり基金を使って経費の補助もしていくこ

とになろうかと思います。実行委員会については、体育振興事業実行委員会ということで、その編

成として主催は厚田区自治連合会、主管が厚田区自治体育振興会、協力機関としては地区体育振興

会、体育指導員、ＪＡ北石狩、石狩湾漁協、商工会などを予定しております。この中では、実施計

画の策定、会議の実施、事業の開催に向けたそれぞれの準備を進めていくことになろうかと思いま

す。 

 この事業の効果については、自治連合会と体育振興会が中心となってこの事業が行われるという

ことが、地域の連携、コミュニケーション等含めて大きな効果が期待される。更には子どもからお

年寄りまでがスポーツや食を体験することによって世代間の交流・親睦が図られ、地域住民の一体

感・連帯感が醸成されるであろうと、更にこれを継続することによって地域全体が自主的・主体的

に動き出す気運を作り上げられるだろうと、それが地域の活性化につながるということが事業の効

果として考えられます。 

 今後の事業計画としましては、こういった事業展開を継続して行う考えです。 

 事業費の積算根拠ですが、全体で２５万円、地域づくり基金の補助として２分の１となっており

ますので、予算額としては１２万５，０００円となっております。２５万円の内訳については、表

になっておりますのでご覧いただければと思います。 

 それから、従前から検討されておりました恋人の聖地等につきましては、予算付けの部分で基金

を使うという理由付けが難しいということでありまして、本庁との協議の中で一般財源の中で公園

整備の一部として整備していこうということで、その中での予算付けという方向で準備を進めてお



  

 - 3 - 

ります。今後の地域づくり基金の活用につきましては、この地域協議会の中で十分検討していただ

きたいと思っておりますし、この事業のみならず、あらゆる方面、観光振興を含めてですね、私ど

もがデスクワークの中で知り得たもの、また地域との連携の中で考えられるものをこの協議会で反

映をさせていただいて、地域づくり基金の活用を検討していきたいと考えております。以上で概略

の説明を終わります。 

○菅原会長：どうもありがとうございます。ただ今、次年度に向けての体育振興事業の案が説明さ

れたところでございます。これは、地域協議会が始まってからずっと、従来ありました体育振興等々

のことをご一考いただきたいとのことでありますし、一方では地域に根ざした食文化等の見直し、

体験をまずは盛り込みましょうと、ということでこういうことの考え方ができたわけですね。皆さ

んからご意見等を伺いたいと思います。 

 予算的には、思ったほどかからないものですね。 

○谷本区長：河合さんね、この前の２６日のバレーのときは参加料とったのかい。 

○河合委員：もらいました。 

○谷本区長：一人いくらだったの。 

○河合委員：２００円。競技に出る人から一人２００円ずつ。 

○菅原会長：見学者は。いなかったのかい。 

○河合委員：いたいた。応援に来たりしてるから。 

○谷本区長：食べたり飲んだりはしてないからね。 

○河合委員：応援していた年寄りから、「俺らも出たいな」って、「来年から俺らもチーム作って、

小学生と戦うぐらいなら何とかなるんでないか」とかって言ってる人もいたけどね。６０代の人で

ね。 

○長委員：補助で５割もらえるのはいいんだけど、残りの１２万５，０００円のほうの目途は立っ

ているんだろうか。 

○高田主査：一応、協会のほうで協賛金を募ろうかということで今動き出そうとしています。お知

らせ作って回覧でお願いしております。今月の中頃に各自治連合会の会長さんにお集りいただいて、

体育振興会の相談役という形に今なっているんですけれども、その相談役の方々にお集まりいただ

いて資金の調達をどうするかという話しをしました。その中で区の自治連合会からは、今の状態だ

とちょっと無理だということで、まずは協賛会員制度ですとか、または寄附を募ったりだとか、参

加負担金をもらいながら運営していこうということで、将来的に一番いいのは自治連合会のほうか

ら体育振興会のほうにまとまったお金が流れてくる形になるのがベターなんですが、今は外灯料が

どうなるかだとかいろんな部分があって、連合会自体もお金を出せるのか出せないのか、どういう

ふうになるのかがわからない状態なので、まずはそこからスタートしようということで進めており

ます。 

○菅原会長：きちっとお願いをすれば、一定の了解はしてくれるんではないでしょうか。各自治会

からも応援してもらってね。 

○長委員：こういうのを始めから予定してればいいんだけど、予定がなければね。 

○菅原会長：予定してください、１９年度からの事業ですから。 

○河合委員：１９年度の計画だから見ておいてほしいなと思います。 

○谷本区長：２６日は私も行ったんですが、本当にあれだけの人が集まってね、皆に見てもらって

いたら、もっと皆でがんばらなきゃいけないなというぐらい、本当に皆楽しんでいたんでね。今回
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河合さんが体育振興事業の会長になってますけれども、一生懸命やった成果が今回は非常に出てい

たんじゃないかなと思います。 

○菅原会長：これは、こういうことで進めていただいていいのではないかなと思いますので、こう

いう形でよろしいですか。 

（賛同する声あり） 

○唐澤部長：今日この場でよろしいということになりそうなんですけれども、来月もう一度ご議論

いただこうとは思っていたんですが、予算的な部分は明日から市長のヒアリングに入りますし、よ

ろしいというご判断をいただけるのであれば、来月の議題には載せないで今回の協議で終わらせて

いただくということでよろしいでしょうか。 

（賛同する声あり） 

○菅原会長：これでよろしいですね。１９年度からの体育振興事業はこのような形で地域協議会と

しては了承したということで、本庁に上げていくということを進めさせていただきます。 

 

 (2) 各種委員の報酬額の改定について 

○菅原会長：続きまして、各種委員の報酬額の改定ということで、市のほうから提案があるようで

ございますのでご説明いただきたいと思います。 

○唐澤部長：議題の二つ目ですね、なかなか言いにくい部分で恐縮なんですが、現在石狩市全体の

中で事務事業の見直し等々されておりまして、財政再建計画的な部分の一つの案ができているんで

すが、その中に各種審議会、協議会等委員の報酬額の改定という部分が盛り込まれております。こ

こに書いてあるとおりなんですが、改めて読ませていただきますと、１９年度から現行の金額から

１０％削減しますと、二つ目として、他市と比較して低い設定もあるけれども実施していくという

ことです。三つ目は、この削減は財政再建計画の期間である２３年度までの５年間ということで考

えているようです。５年間という期間限定ですので本則ではなく、附則での改定としたいというこ

とです。四点目に、その施行については来年の４月から、条例提案は３月の第１回定例議会で提案

させていただくと。五つ目として、この協議会に直接関係はございませんが、選挙で選ばれた農業

委員会委員についても同様の考え方となっております。六つ目に、議案の提案は本庁の総務部が所

管する。七点目に委員会委員への説明は各所管でということですので、今日の協議会の中で主旨の

説明とご意見をいただきたいということで、本日の議案としております。最後に市長等の特別職に

おいては、本則改定とする場合はその時点において本則改定をすると、抽象的な表現ですが、特別

職においては本則の改定をその時点で考えていくということです。 

 地域協議会については、会長２万円、委員１万８，０００円の報酬額でございますが、それぞれ

１０％を改定いたしまして会長１万８，０００円、委員１万６，２００円、その削減額は厚田区と

浜益区合わせまして年間で５万４，４００円となっております。以上、心苦しくもこのような提案

をさせていただいておりますけれども、委員さんの皆さまのご意見等をいただければと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○菅原会長：これは市長が提案するものなんでしょ。 

○唐澤部長：はい、提案したいということです。 

○菅原会長：あとは議会が決めることだもんね。 

○長委員：ちょっとお尋ねいたしますが、これは委員会のことだけみたいですけど、他に石狩市に

は審議会などがありますけどその扱いというのはどういったようになってるんでしょうか。 
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○唐澤部長：同じ１０％のカットということで進めていると私は認識しております。 

○菅原会長：石狩市には各審議会がございますが、ほとんど交通費だけですね、日当などはないで

すよね。ボランティア的な形ですね。石狩市が財政難だからやらないというよりは、流れとしてそ

ういう時代になったのかなと。 

○長委員：財政難だからなのか、ボランティア性を持ってやっているからなのかわからないけども。 

○菅原会長：実態としてはそういうことなんで、そこの部分については意見のあるところではない

と思いますけどね。 

○桐山委員：地域協議会委員の報酬については、合併協議会のそれを審議する委員会に入っていた

んですが、無報酬という部分で委員さんからやっぱり反対があったんですよね。厚田・浜益の実態

から見て、多少なりでもということで、ご無理を言って通った経過があります。 

○長委員：無報酬でもいいと思うんだけども、例えば交通費だとかその辺はね、遠くから来る人も

いるしね、そういう意味では最近はボランティア活動の中でも実費弁償っていうのは常識の世界な

のさ。私たまたま今日お茶を持ってきてますけど、お茶も出ないしね。言ってみれば手当てがなく

てもその辺のことをきちっとしてもらえれば私個人としては気持ちがいいなと思うんですが。 

 先ほど桐山さんが言われたように無報酬でも構わない、その代わり実費弁償ということで交通費

と常識程度の飲み物はね、ビール出せとか焼酎出せとかは言いませんのでね、そういう形のほうが

私としては気持ちいいですね。 

○谷本区長：石狩市自体は、実費弁償に相当する部分は出してます。日当というのは今はない。報

酬が出ていれば１０％削減だよということで、これは聖域なくやるということですから。実費弁償

は確実にあります。 

○菅原会長：飲み物のことについても非常に厳しい話しがありまして、「なぜ出さないの」って言

ったら、「この会議場はそういったことを制限してる」って言ったかな。ある委員さんが会場に駆け

つけてきてのどが渇いたと言って、ペットボトルを下で買って持ってきたんですよ、そしたら職員

に「それだけはやめてください」って。その辺私は田舎に育ってるから、ちょっと馴染めないとこ

ろですよね、せめて水ぐらいは出してもいいんじゃないのっていう気がしますけど、そういうよう

な決まりになっているようですよ。 

○唐澤部長：委員会室は、録音装置とか全部そろっていてやりやすいんですけれども、お茶、菓子

など飲食はダメよという決めがあるようでございます。 

○菅原会長：誰かが「それはひどいんじゃないの」というようなことを言ったのか、休憩時間には

別室でコーヒーを出しておりまして、改善されました。他の会議室は出してるんだよね。 

○唐澤部長：他の会議室ではお茶やコーヒーなども出してる場合があります。お茶などを出すとき

は主管する課で皆で積み立てて買っている部分からコーヒーをということもありますし、多少なり

とも予算があるのであれば可能なんでしょうけども。 

○菅原会長：来客用のお茶ってないの。 

○唐澤部長：来客用のって予算が付いてないんですね。秘書課ぐらいかもしれませんね。昔はコー

ヒー出したり、ケーキを出したりっていうことがあったんですけど、今はないですね。 

○菅原会長：この各種委員の報酬額の改定について、もしご意見があればと思いますが、皆さまこ

の辺はこれでよろしいですね。 

（賛同する声あり） 
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３．その他 

○菅原会長：それでは、その他について事務局から何かありますか。 

○高田主査：分科会が先日行われておりますので、その報告を桐山委員からお願いいたします。 

○桐山委員：先日、第４回目の分科会を開きました。簡略して報告しますと、発足のこととかがあ

りまして、保育所とか医療バスとかいろいろな送迎バスがあるんですが、スクールバスとの絡みで

区内全体を考えて何とかならないかということで、要望の要点というのは大まかにはまとまってい

るんですけれども、道新に滝川の自治連合会でこういったことをやっていますよという、飛びつき

たいような内容のものがありまして、何とか資料を取り寄せてもらえないかということを高田さん

のほうに言いまして、資料をいただきました。ただこの資料だけでは詳しいことまでわからないの

で、直接会って、どういう運営をしているのか、どういう悩みがあったか、将来はどうするのかと

いったようなことを勉強したいということになりまして、つきましては１２月１１日だと先方の都

合がよろしいようで、研修に行くことに決まりました。 

 先ほど言ったように、要望事項の要点というのはまとまってはいるんですけれども、関連もあり

ますので、今日は発表を控えまして、まずは研修に行ってまいりたいというのが現状であります。

それから、長委員さんのほうから各地の関連のある事業など資料もいただいておりますので、検討

に加えさせていただきたいとも思っております。 

 先ほども言いましたように、あれもこれもといっても解決になりませんので、スクールバスを主

体としたことで区内をこうしていただければといった、要望の骨子はまとまってはいるんですけれ

ども、今申し上げましたように研修会を踏まえた後に発表させていただきたいと思っております。 

 ライフサポート運営委員会という、滝川の自治連合会がやってましてね、新聞を見たら飛びつき

たいような内容だったんですよ。これを見ますとやはりいろいろとあるようなんですけれど、行っ

て実態を勉強すればですね、またそこに進歩があったりね、一番身近な部分でできそうな気がする

んですよね、ですからちょっと研究させていただきたいという、そんな状況でございます。 

○高田主査：続いて、１８日に開催しました研修会の部分で報告させていただきます。研修会には

委員が９名、職員１０名の計１９名の方に参加をしていただいております。とても有意義な時間を

過ごせたんではないかと思っております。研修会の後には懇親会を開いたんですが、１５名の参加

をいただきまして、負担金を集めた中で開きました。その負担金なんですが、若干の残が出まして、

３，０００円弱なんですけれども、参加された方には今日決算報告を配らせていただいたんですが、

３，０００円弱ということだったんで、次回の何かの機会に使わせていただきたいということで、

事務局のほうで管理させていただくということを承認いただければと思います。 

 次に、今日は加納委員が欠席されているんですけれども、この２７日に娘さんのほうから支所に

連絡がありまして、老人性認知症ということで手稲のほうの病院に入院して、今現在治療中である

ということですが、今後委員を続けていくことは非常に難しいんじゃないかという連絡を受けまし

て、支所としても本庁のほうに報告をしまして、今後の取り扱い等について検討するという状況で

ありますのでお知らせいたします。 

○唐澤部長：先ほど、交通システム分科会のほうで桐山座長からご説明いただいたんですが、来月

の１１日に滝川市に研修に行くとのお話しがございましたけれども、その中身を若干補足して説明

させていただきますと、一応今日の協議会のご承認というんでしょうが、それが終わった時点で滝

川市のほうに正式に文書でお願いしようと思っております。行くメンバーは分科会の委員４名と職

員と本庁の担当から１名の計９名で市の公用車を使いまして行こうと考えております。 
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 座長からもお話しがありましたけれども、来月の地域協議会の中で従前からの議論の経緯経過と

この滝川市との報告を合わせてできるような形になっていくと思います。 

○菅原会長：滝川市の滝の川東地区連合町内会でライフサポート活動ということをやっているよう

でありまして、その研修と。それから、加納委員さんの入院の関係でありますが、聞きますと体調

のことだとかいろいろございますので、本人のご希望どおり受けざるを得ないでしょうと、ただ公

募で参加された委員さんですのでこの辺の扱いはどうなるのかわからないですけれども、市長が委

嘱する委員ですので市長の見解の範囲でないかなと思っております。私どもがどうするこうすると

言っても始まりませんので、ただ皆さん方には恐らく辞任されるであろうとのご理解をしていただ

きたいと思います。 

 その他何か皆さんのほうからあればお伺いいたしますが。なければ次回の日程を決めて終わりた

いと思います。 

 私個人の考えではありますが地域協議会の皆さんとは毎月顔を合わせておりますし、昨年は１０

月からでしたので特段何も言いませんでしたけれども、年の暮れ、年の初めという、このけじめの

あるときに、皆さんと懇親を深めるようなことがあってもいいのかなという気はしております。こ

こはあくまでも皆さん方のご希望をというところですけれども。そんなことでは社会通念上、忘年

会、新年会とあるわけでありますが、私の考えではどちらか一つはやっていいのではないかなとい

う気がしております。 

 １２月については、議会等の関係もありますので、できれば２２日頃に予定したいなと、次回の

会議をですね。そしてできれば、新年会を開催してはどうかなと考えておりまして、１月について

日中に会議をやれるような方向でどうでしょうかね、３時頃から会議を始めてね、その後に新年会

をと。その時間帯ですとバスも走ってますんでね、そういったような気がしております。 

（調整中） 

○菅原会長：次回は、１２月２２日、金曜日、午後６時からみなくるで開催いたします。 

 

４．閉会 

○菅原会長：それでは、これで閉めさせていただきますが、大変スピーディーにご理解をいただい

た協議会でありがとうございました。もう１１月末でありますが、例年でしたらすっかり雪の下で

はありますけれども、今年はおかげさまで雪も少なく、ハタハタもたくさん来たと聞いております

ので、いいお正月を迎えれるのではないかと思います。１２月末までのあと１カ月、皆さまには健

康に無事故で過ごされますことをお祈りし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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