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石狩市厚田区地域協議会「地域自治研修会」講演内容 

 

【日 時】 平成１８年１１月１８日（土）午後５時００分～６時１０分 

【場 所】 望来コミュニティセンター 多目的ホール 

【出席者】 佐藤副会長、小野寺委員、河合委員、桐山委員、小林委員、柴田委員、高橋委員、 

畑中委員、八木沼委員 

     （菅原会長、加納委員、上山委員、笹木委員、長委員、藤田委員は欠席） 

※正副会長を除きあいうえお順 

【傍聴者】 なし 

【演 題】 『「地域づくり」への新たな挑戦～自ら創る地域自治区（地域協議会）～』 

  講師 北海道企画振興部地域主権局 主幹 清 水 敬 二 

 

１．開会 

○唐澤部長：おばんでございます。本日は、地域協議会の地域自治研修会ということで、お集まり

いただきましてありがとうございました。開会に先立ちまして、厚田区長である谷本よりごあいさ

つを申し上げます。 

○谷本区長：皆さまおばんでございます。お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございま

す。また、講師をお願いしました道企画振興部の清水主幹におかれましても、日頃忙しい中、また

土曜日というゆっくり休んでいただくところの時間帯にもかかわらずご理解をいただきまして、そ

して遠路足を運んでいただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 皆さんもご承知かと思いますけれども、清水主幹におかれましては、合併協議が本格化しました

平成１５年１月に道庁から石狩市に派遣されまして、合併のすべてを指導した後、合併を見届けて

今年の３月末で道に戻っております。 

 私どもの地域協議会も一年が過ぎたところでありますけれども、皆さまもご承知のとおり、毎月

のように開催しているものの、前例や教科書のない中で行ったり来たり、また試行錯誤しながらこ

れまで協議会を進めてきたわけでありますが、非常に難しい状況にもあるわけであります。清水主

幹もその後の地域自治区や地域協議会の運営などについてもご心配されておりまして、また私ども

も新たな潤滑油の補給が必要な時期かなと、このようにも思いまして今日の開催となったわけであ

ります。 

 今日は、地域協議会の委員さんばかりでなく、私ども厚田支所の職員も一緒に研修させていただ

くという案内をさせていただきましたので、一つよろしくお願いいたします。私も含めて今一度原

点に返っての研修をさせていただきたいと、このように思っております。 

 なお、菅原会長につきましては、出席の予定でありましたけれども、都合により欠席することと

なりましたので、この旨は報告しておきたいと思います。短時間ではありますが貴重な勉強会にし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

○唐澤部長：ありがとうございます。それでは、厚田区地域協議会の副会長であります佐藤副会長

のほうから一言ごあいさつをお願いいたします。 

○佐藤副会長：皆さんおばんでございます。今日遠いところ、わざわざ私たちのために研修の講師

としてお引き受けいただきました清水主幹には心からお礼申し上げます。ありがとうございます。 
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 はや、協議会が一年経ちましたけれども、まったく新たな協議会、すなわち住民と行政とを結ん

でそして新たな、今までになかった住民が本当に地域や行政に参加しながら、新しい地域づくりと

いうものをどうしていくかということを検討してきましたけれども、区長のあいさつにありました

ように三歩進んだら二歩後退なのかわかりませんけれども、協議会の皆さんたちは自治会とも何回

か話し合いを持ちながら、半歩でも先に進めようと大変意欲のある方たちばかりが集まっておりま

す。表面から見たら進まないとお思いでしょうけど、確実な歩みを一歩づつ進めているだろうと私

は確信しております。 

 今日はこの題のとおり、「地域づくりへの新たな挑戦」ですから、まさに私たちは挑戦者というこ

とになります。その挑戦者というのは、たゆまぬ努力と言いましょうか、研修を続けながら前に進

んでいかなければならないと思っておりますので、短い時間だとは思いますけれども、私たちの意

識を少し高めて、十分にこれからの地域づくりのために役立つ、あるいは役に立てようという意識

で清水主幹の話しを良く聞いて、私たちは研修をしたいと、私自身大変期待もしてますし、しっか

り勉強していこうと思っておりますので、どうか次の協議会のための本当に良い肥やしにしていき

たいと思っておりますので、皆さん方もよろしくお願いいたします。簡単ですけれどもあいさつを

終わります。 

○唐澤部長：ありがとうございます。それでは、約１時間程度の予定をしておりますけれども、清

水主幹のほうから研修を進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

２．講演 

○清水敬二：皆さんこんばんは。北海道の企画振興部地域主権局の清水と申します。区長のご紹介

にありましたように、合併協議会のお手伝いで三年ほど石狩市にまいっておりました。ですから、

石狩、特に厚田、浜益には非常に思い入れがありまして、どれだけ通ったことかわからないんです

が、その反面、地域のおいしいものですね、札幌にいながら厚田、浜益というのはなかなかわから

ない、皆さんの地域の中に混ぜていただきましていろんな経験をさせていただきました。少し幅も

広がったのかなと思っているところでございます。そういったことでの恩返しと申しましょうか、

今日は私のいろいろと考えていたこと、それから三年間いたんですが伝え切れなかったことも多々

あるのかなと思っており、これについてお話できればと思っております。 

 私、道に帰りまして相変わらず合併やっております。合併を推進する立場なんですけれども、石

狩に来る前も三年間やってまして、石狩で三年、そして今年でもう七年ぐらい関わってるんです。

一番最初合併を始めたときに、やはりものすごく悩んだんです。道職員だから上から命令されたか

ら合併だなんて形にはならないんです、人間ですからね。私も故郷を田舎に持ってますし、そこの

町も合併したんですけれども、悩んだ挙句到達した本音のところは今も変わりません。合併しなき

ゃいけないところは早く合併して、それは役場のためではない、市役所のためではない、行政のた

めではなく、ここに住む道民の皆さん、住民の皆さんができるだけ安定した生活を維持するために

は、それが必要なところはしなければならない、だけどしなくていいところは当然しなくていいで

しょうと、そういう当たり前の結論に達して仕事を進めています。それは今も変わらないんですけ

れども、そういった面では、申し訳ないんですけど道内の大多数は真剣に考えなければいけない状

況に陥っていることは事実なんです。その中で逸早く先見の目を持つというか、将来を見通した中

で検討されて合併された、しかし、合併が終わったときに私はいろんなところで、市長には申し訳

ないんですけど、答弁書もしくは演説の中で入れさせていただいたんですが、合併が目標ではない
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んです。合併はただの手段なんですね。手段であってそこからどうやっていくかというのが試され

ております。そこからどうやっていくかによって、いいまちづくり、地域づくり、市町村ができあ

がるかというところが始まるわけなんです。それの最たるものが地域自治区、皆さんが悩んでいる

のは当たり前の話なんですけれども、そこからいろんなことをもう一度見つめ直してがんばって作

り上げていこうというところの挑戦が始まっていくということになっております。そういうことを

最初にご理解いただければと思っております。 

 余談になりますけれど、ちょうど一ヵ月程前に道のほうで合併のシンポジウムをやりました。西

尾勝先生といいまして、日本の今の地方分権の流れを作った大物がいます。日本のシンクタンクの

頂点に立つような方なんですが、私昔からちょっと縁がありまして、石狩の記念式典のときもそう

ですが、今回もお願いして来ていただきました。 

この中でいろいろと言っていただけたんですが、その時の内容を披露しますと、西日本のほうで

非常に合併が進んでいると、東北・北海道では進んでいない、なぜなんだろうと。それにはいろん

な分析があるんだけども、一番の要因は先生がおっしゃるには、東北・北海道の人たちって明治以

降、開発ですとか基金ですとかいろいろな部分で恵まれていなかったわけです。西日本というのは

開発が進んでいたわけです。東北・北海道というのはそういった面で開発が進んでいなかったため

に、国の手というのが非常に差し伸べられてきた。そうすると人間というのは与えられると慣れち

ゃうんですよね。与えられることが当たり前になる。それが最後は、困っても国や道が何とかして

くれるという、その構造がそのまま残ってしまうということなんです。ところが西日本はどうなの

かというと、江戸と大阪で競ってきて江戸が天下を取れば、俺らが日干しになるって逆にがんばる

くらいの気持ちを持ってる人たちです。「先を見る大阪商人」という言葉がありますけれども、先を

見る力があります。そのときに西日本の人たちは、このまま国や都道府県に任せておいて自分たち

は立ち行くかって逸早くとことん計算したそうです。そして、これは持たないと、だったら自分た

ちで変える以外ない、だから合併に飛びついたと、そんな構図がはっきりしたそうです。そういっ

た中で、北海道の中で、では先見性を持ってできたところはいくつあるだろうかと、旧法では本当

に少ないんです。１５％です。そういった中の一つが、この石狩であり、厚田であるということな

んですね。 

昔のままでいたら良かったと、それはそうなんです。昔のままが維持できたらの世界なんですが

ね。そんなことはありえないんです。ずっと維持するためには多大な費用がかかるんですが、それ

はできない、ならば合併して体力をつけて自分たちの生活を落とさないで守ろうというのが今回の

合併だったわけです。その中であとは地域づくりを自分たちでどうしていくかという、合併後の課

題が残ったという。 

 話を進めますが、そういった中で見ると日本全国の中で合併というのは、やはり新しいんです。

この地域自治区というのも新しいんです。合併のときにできた制度なんですけど、合併だけの制度

じゃないんですね。合併しなくてもこの地域自治区の制度は捉えることができるんです。なぜかと

言うと、もう行政に何から何まで面倒を見るという力はございません。右肩上がりの高度成長期で

大きな力を持って、国も税収が上がったし、海外からもお金がやってきて潤沢だと、市町村にもそ

のお金を使ってくださいという時代は過ぎてしまいました。今度はいかに少ないお金を効率的に使

うかと、それは皆さんの福祉や介護、医療などいろんな面で使われます。では、今まで自分たちに

補助金とか支援とかという名を借りて回ってきたお金はどうなるんでしょう。そこまでは正直言っ

て手が回らない状態が続いてきております。でもそれは、合併するとしないとに関わらずなんです
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ね。ただ、合併するとそれらがもっと効率的に使うことができるということで合併しただけの話し

で変わらないわけです。 

 そこでどうしていくかというと、自分たちの新しい地域づくりというのは、自分たちの元気、地

域の元気ですとか、自分たちのやる気ですとか、明るさですとか、満足感とか、そういったものは

自分たちで考えて自分たちで作り出していかなければいけない時代に入ってきたということなんで

す。だから、合併だから地域自治区じゃなくて、日本全国合併するとしないとに関わらず地域自治

区を置くことは可能ということで制度上なっているわけなんです。ということは、これは本当に新

しい時代の、これからの住民の地域づくり、また行政の地域づくり、行政と住民の関わり方の一つ

の始まりなわけです。だから、あえて「新たな挑戦」と掲げさせていただいたわけです。厚田が合

併したわけだからではないんです。日本全国がそういう形に突入してきているんです。そこをご理

解いただきたいんです。 

初めてのことなんです。誰もが歩いた道ではないんです。一歩一歩考えながら、確かめながら歩

いていかなければなりません。これは辛いことですよね。非常に辛いことなんです。だから皆さん

大変苦しみ悩んでる、当たり前のことです。皆さんの悩んでるご苦労が、そのままこれから皆さん

の後へ続く人たちへの一つの道しるべになると考えていただければいいと思います。こうやって苦

労していく、逆に言えば、歩いたことがないと言えば、地域自治区の制度上の問題もあるんですけ

ども、これは結構緩やかに作られているんですよね、自由度を持った制度なんです。今まで日本の

国が作る制度というのは、日本人ってまじめですから、特に霞ヶ関の官僚なんてはっきり言っても

のすごい頭がいいです。何かの制度を作るとき隅から隅まで全部計算して作ります。自由度なんて

与えません。「私らの作った制度設計はこれです、日本の国民の皆さんこのとおり歩きなさい」とい

うのが今までの霞ヶ関の、国の考え方でした。それが、なぜこんなに自由度を持った、地域の人た

ちが考えて動けて、またやり方すらも、厚田のやり方と浜益のやり方が多少違ったって構わないし、

隣の市とやり方が変わっても構わない、だから合併したところで区を作ってそこに支所の事務を持

たせて地域協議会から何から一体でやろうという石狩型もあれば、本州のほうではわずか数人の事

務所で地域協議会を任せてやるというところもあるんです。こんなにいろんな変化を求めるような

やり方をしている制度っていうのはないんです。なぜかというと、これがさっき言いました住民の

方々、地域の方々が考えて作るという、そういった主旨が盛り込まれているからです。それを住民

自治と言います。住民の方々が入っていく、行政と携わる、行政だけではなくもっと根本、町内会

であるとか隣近所であるとか、そういったところから協力し合って物事をやっていくという本来の

自治の姿、それをもっと重視していこうと、そういう姿勢が現れた制度であるということです。 

 これは日本の分権社会において、分権社会と言うとちょっと言葉が硬いんですが、要するに「自

分たちのことは自分たちでやらせてくれ、自由に考えさせてやらせてくれよ、責任持つから」とい

うのが分権なんです。それの一つの形がこの地域自治区だと思ってください。ですから、苦しいと

言うのは、それは自由だからなんです。今まで皆さんどうだったでしょうね。ちょっと言葉悪いで

すが、私も厚田に縁があると言うことで、お許しいただければきつい言葉でしゃべらさせていただ

きます。今までは厚田の役場がちゃんと何でもかんでもやってくれたんです。やってくれた、面倒

見てくれたと言えば聞こえはいいです。反対のことを分権の立場から言うとどうなるかと言うと、

「こうしなさ、ああしなさい」で全部決めてきたんです。決められた中で歩く、やっていく、これ

は楽ですよ。「こうしなさ、ああしなさい」でその次に出てくるのは、「ああしなさい、こうしなさ

いって言うことを聞いたんだから、俺たちの言うことも聞いてくれよ」、「会館作ってくれ、道路作
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ってくれ、サービスが足りないぞ、補助金くれ」って要求すればよかったんです。当時ははっきり

言って日本各地にお金がありました。国からも来ました。そうしたらどうなるか。役場では法人と

して、どうやって行政を運営していくかというところに主眼がありますから、また大きな声では言

えませんが、選挙などもあります。それらがいろんな形で絡み合わさって、要求されたものについ

て皆さんに聞いていった。「ああしてくれ、こうしてくれ」を聞いていった。それに慣れてしまう。

それは先ほどの「ああしたらダメ、こうしたらダメ」に折り合っていたわけです。 

 そういった時代はもう過ぎてしまって、お金もないし、要するに「ああしてくれ、こうしてくれ」、

その言うことを聞いていたということは、どこかの家庭でわがままなどら息子を抱えていたものな

んです、はっきり言えば。ところがある日、親が倒産まではいかないけれど、リストラにあって給

料が半減になったと、そのときにどら息子たる住民の方々が「ああしてくれ、こうしてくれ」って

言っても、ない袖は振れないんですね。それをごまかして振っていくと借金が隠れた形で雪だるま

になっていくんです。ちゃんとした情報開示をしないでね。そうすると破裂したときにどういった

状態に陥るのかということになってしまうわけです。ですから、「ないものはない」とはっきり言う

ほうが情報開示として正しい情報を出したということで、石狩、厚田、浜益の行政の方は大変偉か

ったと思います。合併する場合としない場合の情報をきちんと作った。そして皆さんにお知らせし

た。それは非常に価値のある結果だったと私は考えております。 

 そういったことで、ない袖は振れない、わがままな子どもたちの面倒は見れなくなってきた、じ

ゃあどうするか。「役所が、支所がこれは難しいって言うから、諦めるか、我慢するか」と、「ずっ

と我慢して元気なくなるけど、これは仕方がないな」というままで過ごしていきますか、というこ

とが住民の皆さんに突きつけられたわけです。親や周りがしてくれなければ当然自分たちでやる、

自分たちのやりたいことをやっていく、そう考えるのが人なんでしょうね。それを形に現してやっ

ていく、それで初めて元気というものが出てくるだろうし、活力という言葉が出てくるだろうし、

それが出てくれば厚田に対する誇りも生まれます。今まで持っている誇りも当然あります。歴史も

あるし誇りもあります。それにプラスして新たな歴史と誇りを作り上げていくことができるという

ことです。逆に言えば今の苦境というのは、そういうことができるチャンス、挑戦できるチャンス

だと思ってください。そのアイテムが地域自治区なわけなんです。何もせずじっとして我慢してい

るよりも、自分たちに何ができるかをやってみることが本当に大切であり、本当の自主自立の精神

であったり、住民自治の本当の原点であると考えております。 

 

（パワーポイント資料２ページ参照） 

 そのような自主的主体的な意識、そういったことを持って厚田の人々が、自分の手で地域づくり、

まちづくりを行っていくと、こういうことが先ほど言ったように厚田を良くしたいという現れであ

り、元気にしたいという気持ちの現れであり、行政に頼るばかりでなく自分たちが何かをしようと

いう原動力になると、それを意識として持つ、皆さんが持つということが一番大切なんでないかな

と思っております。ですから「意識改革が必要不可欠」と書いてあるのはそういうことですね。 

 しかし、現実に協議会の人たちだけで厚田を良くすること、ここにいる協議会の委員の方たちだ

けの責任でそれをやっていくことってできますか。できないんですよ、それはわかってることです。

困難です。そういったスーパースターが、厚田というよりも日本全国にいたならばこんな状況には

なっていませんね。もっと日本という国は繁栄して、もっともっと都市化など変わっていますよね。

そういったことじゃないんですよね。それにこういった現象は日本だけじゃないんです。全世界で
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起きている現象です。そういったことを協議会委員の肩に背負わすなんてことは誰も考えてはおり

ません。そういった考え方の住民がもしいましたら、「それは違うよ」と正々堂々と言っていただい

て構わないと思います、皆で考えることなんですから。住民の皆さんと一緒になって、そして支所

の職員と一緒になって、初めて良い結果を生むと、自分たちばかりが肩肘張って背負い込む必要も

ないということをご理解いただければと思っております。 

 地域住民の方、地域協議会委員の方、そして支所の職員、支所だけでなくて石狩市の職員という

ことで考えていただければいいと思いますけれども、この三者の方々がスクラムを組まなければ、

うまくいかないわけなんです。たまにアイデアマンがいますよね。単発のアイデアでイベントなど

いいものが出てくるかもしれません。でもそういった単発の花火というのは、長続きしないんじゃ

ないでしょうか。この地域づくり、まちづくりというのは、地域協議会の皆さま方がやっていくこ

とというのは、息の長いことなんです。その息の長い活動を地道に地に足の着いたものにしていく

ためには、花火ばかりじゃダメなんですね。やはり、住民の方、協議会委員の方、職員の方、三者

の意識改革を図ってスクラムを組んでやっていかなければならないわけです。 

 まず、その地域住民の方について少し考えてみますと、このスクリーンを見ながら聞いていただ

きたいと思います。先ほど来言っております、まず自分たちで何をするか、その前に一番の原動力

は何をしたいかなんです。何が欲しいか、何がしたいか、それが大事で、簡単な本当に小さなこと

でいいんです、夢のようなことでも小さなことでもいいんです、そういうことから考えて、考えて

いくうえで自分たちに何ができるか、何ができないかを皆さんで検討していただければと思うんで

すよ。最初から、行政がやっているようなことを自分たちがやろうとしたって無理です。行政がや

っているようなことは行政に任せればいいんです。自分たちでできることを考えればいいんです。

そこから始まらなければ、何か大きな補助金を持ってきた、体育館的なものを作ってスポーツの殿

堂を作ろう、それを厚田のまちで皆でやっていこうなんていうような大きな考えをする必要はまっ

たくございません。それよりも隣のおばあちゃんたちを元気にする方法はないんだろうか、うちの

子どもや近所の子どもたちが仲良く安全に暮らして遊ぶ方法はないんだろうか、何人かで集まって

ちょっとした儲け話をしながらも地域を活性化させる方法、ＰＲする方法はないんだろうか、そう

いう生活の実態に即したことが一番なんじゃないかと、そういったことから始まっていく話しなん

ですね。ですから、これまでやってきたような行政に頼りっぱなしの「陳情型要望」とはまったく

蔑視なものと考えてください。そういうものと同じであれば協議会がしなくたって別のところがす

るんです。陳情要望がダメだとは言ってませんよ、そういうことを言っているわけではありません

から。協議会の役割とはちょっと違うということを言ってるんですよね。陳情要望をするところは

これはまた必要なんです。だから自治会であるとか、農協、漁協など団体ではそれはそれでやりま

す。また逆にそういうところにやってほしければそこに言えばいいんです。それよりも協議会とい

うのは、自分たちでできることを何かしようという、そういった仕組みを考える、またそういう何

かを考えていくということに目を向けれればと思っております。 

 地域づくり、まちづくりをどう考えていくかは、自分たちが何をしたいかは、自分のことと思う

ということです。自分の家庭のこと、わが身のことと考えるということが原動力になるということ

です。だってそうですよね、自分のことと思わなかったら、自分の家庭のことと思わなかったら、

自分の親のことと思わなかったら真剣にならないでしょう。人の手伝いで、頼まれたからしてるん

だって考えてしまえば、これはやっぱり仕方ないかなとかって、お付き合いの世界になってしまい

ますよね。できればというよりも、本当に心からお願いするんですが、地域協議会の委員の方々は
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自分のことと厚田のことを同じに思っていただきたい。自分のことだから真剣にやるんだという気

持ちを持っていただければと思うところでございます。 

  

（パワーポイント資料３ページ参照） 

 次に協議会の皆さんは、厚田の住民の皆さんとの対話、話し合い、これが協議会の委員として最

も大事だということを改めて認識していただきたいんです。自分の中で厚田を思う心があれば、隣

近所の人とかですね、いろんなお付き合いのある人たちに、それを一緒になって考えようと、そし

て一緒になってその人たちの話を聞きましょうと、「情報交換」と言えばお役所言葉なんですが、要

するに話し合いなんです、だぼら話しでもいいんです。よく男の方々はやるでしょう、お酒を飲ん

で議論する「ああでもない、こうでもない」、これでいいんです。また、お母さん方は井戸端会議、

子どものことでもＰＴＡのことでもいろいろとお話になると思います。こういったところで、「何か

厚田でやればいいよね、厚田でこういうことができれば少しは元気になるのにな」という話しがお

酒の席でもいいですし、井戸端会議の中でも、また老人クラブの中でもね、ゲートボールやってる

ときのちょっと待ち時間なんかでもいいんです、そういった中で話をしていっていただきたい。そ

して一から建設的な話しじゃなくていいんです。不平不満でも愚痴でもいいんです。意外とそうい

ったところにきっかけってあるんじゃないですか。不平不満や愚痴っていうのは、何かが悪いから

ですよね。何かが悪ければ、それを変える手立てがあればいいんですよ。だから、子どものわがま

まの中にもあるかもしれませんよ。子どもだってすてたもんじゃないです。お年寄りの愚痴だって

すてたもんじゃないです。いろんなところに耳を傾け、逆にこちらから発信する。「何かあったら言

ってくださいよ、いろいろ話し合いましょうよ」と常に話す、それが一番大事なんです、情報交換

が生み出す地域のアイデアと言っているのがそこなんです。それをやってください。だから地域協

議会の皆さんはまずＰＲしなければ、「私らこういうことをやろうとしております、考えております、

皆さんの声を聴きながらいろんなことを考える、そういう役割を持っているんです、どんどん言っ

てくださいよ」と地域に入って話しをする。 

 ちょっと支所の人には耳痛いかもしれませんが、議事録を書いたものとかそういったものを配っ

たって誰も見ないんですよ。それからインターネットに載せてもご老人の方は見ないんですよ。そ

れよりも子どもの描いたイラストに「こういう意見を寄せてよね」だとか、「こういう話しをしませ

んか」っていうような簡単なものを配ったほうが結構有効なのかもしれませんね。それを役場の人

が配るんじゃないんだな、協議会委員の人とかが常日頃ポケットに入れておいて、何かあったとき

に「これを見て考えてよ、いつでもいいから言いに来てよ」とそういった姿勢でもいいかもしれま

せんね。常日頃からそういうようなアンテナを張って歩く、その中からいい話しが出てくるんでは

ないかなと思ってます。 

 そういったことでアイデアが出てきて、そのことに聞き耳を立ててあげることで、人間って人が

話を聞いてくれたらうれしいですよね、「あんたの話なんて聞かない」って言われるより、「うんう

ん」って聞いてくれたほうがうれしいし、それがアイデアとなって膨れていったら余計うれしいし、

地域にはやる気と元気の種がそこに生まれるんではないかと思っております。ですからお願いです、

最初から人の話をダメとは言わないでください。どんな小さな子どもでもいいアイデアがあるかも

しれませんし、はなからダメだと言わないでください。子どもでも、青年でも、おじいちゃんでも、

おばあちゃんでも意見は大切です。取るに足りないと思ってもそれは厚田に住む人の声なんですか

ら何かあるはずです、厚田に対する想いがね、それを大事にしてください。すべてがうまくという
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話しにはならないんですけれども、その中に種はあるんじゃないか、きっと埋もれてると私は思い

ます。そういった意見を住民の中で「そうだよね、そうだよね」って育てるんです。いきなり一つ

の声を協議会に持ってきてやろうとしたって、これはなかなか賛同を得られないものなんですけど、

そういった声を隣の人に話してみるか、協議会の委員に話してみるか、支所の誰かに話してみるか、

職員の若い者に話してみるかってそういったところからでいいんですよ、いろんな人に話してみて

反応を聞いて、そこからまた新たな発展があって、いろんなふうに広がっていくかもしれません。

それが一番理想だと思います。すると、そういうことが育つんですよね。いい話しというのは必ず

育ちます。厚田の人が言った話しですから、厚田の人は気持ちがわかるはずです。それが多くの賛

同を得てくれば力になります、元気になります、やる気になります、それが大きな事業に発展しか

ねないということなんです。ですから、聞いた意見は頭から否定せず、情報交換は話し合い、井戸

端会議などどんどんやっていただきたいと考えています。 

 

（パワーポイント資料４ページ参照） 

 次に支所の職員の方々について考えていきます。当然行政側の人間だからみんなわかってて認識

してできるだろう、とんでもないですよ。道庁もそうなんですが、国もそうですけども、自分の仕

事が結構忙しいですね。そんなもんだから仕事にかかりっきりで全体を見るなんてなかなかできな

いです。はっきり言って行政全体をわかっている人間なんてこの世の中に何人いるんでしょうね。

国レベルでいきますと私は一人もいないと思いますよ、総理大臣だって日本の行政全部を頭に入れ

て総合的になんて格好つけてしゃべってますけどね、そんな人間いたら見てみたいですね。日本に

あるスーパーコンピューター全部をつなぎ合わせてもそんなことは不可能ですね。だから人間一人

には不可能なことです。役場の人だって同じです。申し訳ないですが厚田の支所は規模が小さくな

りました、その中でもすべてのことを頭の中に入れてすべてを的確に判断できるなんて、本当に一

握り、区長大丈夫でしょうかね、本当にそのくらい難しいものなんです。それだけ多岐にわたるん

ですけれども、だからといってそれで許されるわけじゃないんですよ職員って、意識改革は職員の

方が真っ先に行っていただかなければいけないんです。それが今最大の課題です。 

 職員が自分の担当する仕事が忙しくてもきちんとするのは当たり前です。厚田区の職員ならば、

全体のことに関心を持って、意識を持って考える、これも当然の仕事なんですよ、それを職員は意

識しなければなりません。先ほど言ったように全部の行政に精通して応えれと言っているんじゃな

いんです。厚田区の一員であり、一住民である、そして地域と一緒になって協働で考えて行動して

いくんだという意識が職員に求められているということをしっかりと自覚しなければいけません。

だから職員の方も一緒に厚田区の住民の方々との意思疎通、情報交換は欠かせません。頻繁にやっ

ていただかなければいけないと思っております。 

 地域から得た情報が専門外であれば、支所に行って「誰々がこういうことを言ってたよ」と伝え

ればいいのか。違います。得た情報を伝えれば終わりというものではなくて、自分は深く関わらな

いまでも、一緒になって考える、そういうことで自分の認識は必ず深まります。職員の認識は深ま

って、そういった知識も広がる、次の仕事にも役立つでしょうし、住民の方々との話しの中にも役

立つ、厚田の地域づくり、そういったことに役立つということを職員の方々は自覚していただけれ

ばと思っております。ですから、担当外でも支所内でこういう話しがあったとなれば、一緒に交わ

って十分に議論をする、そして地域協議会の委員の人たちのところに押しかけてでも行って一緒に

話し合う、そういうことを支所の職員の方々には是非ともお願いしたいと思っております。 
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 そういったことが求められるということは、そういった体制になってなければいけません。地域

の方々の意見が、様々なルートで協議会に伝わっていく、そういったやり方と同様に、職員のほう

からも対話を行っていく、その中で相談しやすく、アイデアも出しやすくなるような環境へと職場

を持っていかなければなりません。地域協議会と住民は、支所の職員と話しをするだけでなく、と

きには石狩市役所、ときには支所全体と話し合うといった場もセットしなければならなくなってく

るかもしれません。つまりそういった場づくりだとか、環境づくりが必要になってくるんですよね。

これはまさしく、支所の役割であり、区長の役割かもしれません。ちょっと苦言を言っております

けれども申し訳ありません。また、住民の方や地域協議会の委員が支所の職員を見たら、「ちょっと

話しを聞いてよ」って言ってくれるような雰囲気になれば最高なんですよね。そういったことの体

制づくりとか意識づくりとかを、区長を筆頭とする支所の管理職の方は、そういう職場の雰囲気づ

くりに努めていっていただければと、それが非常に大事な意識改革であり、目指すべき一つの目標

ではないかと思っております。 

 ここで言うのは、支所だからできると思うんです。道庁みたいにね、今人数減って１万７、８千

人なんですけど、あんな大所帯でこんなことやろうたって内部のことだけで精一杯でできないんで

す。支所だから小回りが利くし、皆の目が届くし、そういった小さいがゆえの有利性というか、そ

ういったことを逆手にとって動き回ることができるという、こういうことも考えていただければと

思っております。 

 

（パワーポイント資料５ページ参照） 

 次のページにいきまして、こういった意識改革が職員の方、地域協議会委員の方、住民の方で行

われてきます。これらの意識が融合されると、厚田の地域づくり、まちづくりを三者でよくしよう

という協働の意識が高まって、一つの大きなうねりというか、動きとなっていくと考えております。

そこには必ず厚田にとって誇れる何かが生まれてくるんではないでしょうか。というより、私石狩

にお世話になってから今でもずっと考えていることなんですが、これは絶対に間違いないというか、

個人的には絶対に自信があることがあるんです。こんな好適地ないんですよ。厚田とか浜益みたい

な。皆さん厚田に住んでて、「おらのまちは何もないし、海と農家がちょっとあるくらいだし、たい

した魅力もないし、人は出てくし、若者いないし、困ったな」なんて言ってる場合の地域じゃない

んですよ。はっきりわかりやすく言えば、道内的にはこんな好適地はないです。札幌に１００万を

越える住民の方々がいて、食べ物でもレジャーでも口をあけて待っているんです、そういうものを

つくってくれるのを。来ます。お盆のときなんかでも２３１は混雑するじゃないですか、あれをあ

の時だけの、シーズン一時だけのものにするんですか、もったいないです。非常に大きな消費地を

持っているし、短時間の３０分で来るんですから、それでいておいしい海の幸があるじゃないです

か。それから今いちごを作っていたり、農業だって非常に良い農地があるじゃないですか。山の幸

だってあるじゃないですか。これをなぜうまく活用しないのかと、今までここの地域の方たちがな

ぜしてこなかったのかが不思議でたまりません。 

 浜益に行けばフルーツが取れますよね、だからその間を通ってくれますよね。厚田の朝市はやっ

と名前が売れてきました。何で今までもっともっとやってこなかったのか。それでもね、厚田のシ

ャコを知らないんですよ、札幌に人たちのほとんどが。私もこっちに来て、こんなに大きくておい

しいシャコがあるなんて知らなかったです。厚田のタコのおいしさを知らないんですよ。厚田のハ

タハタの飯寿しのおいしさを知らないんですよ。それを教えてあげるだけで違うんじゃないでしょ
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うか、教える算段を考えるだけで違うんじゃないでしょうか。ＰＲをすれば商売したくなりますよ

ね。商売したくなってきたら皆で助け合いますよね。助け合ってきたら雇用も生まれますよね。な

ぜ今までそういうところに手を染めなかったのか私不思議でなりません。 

 北海道の中での最大の好適地、ナンバー１だと思ってください、それが厚田、浜益。厚田は浜益

よりも近いんです、地の利はここにあります。こんな好条件を見過ごしてきたことが本当に残念で

ならないと思っております。ですから、厚田の可能性を信じてかんばっていってください、本当に

そう思っております。そのときに忘れてならないのは、いろんなことに挑戦することは非常に大切

なことです、しかし、この「事業評価の意識」、役所言葉で非常にわかりづらいんですが、本当にこ

のやり方で良かったんだろうか、もっとうまいやり方がなかったんだろうか、反省ですね。一回立

ち止まって考えて次につなげるという、それが事業評価という意味なんですね。これを常にやって

いただきたい。そうすることで前にどんどん進むことができるんです。ちょっと儲かって、ちょっ

とうまくいったからって「あ～良かった～」って皆で手をたたいてお酒飲んで終わりにしちゃダメ

なんですよ。そのお酒を飲んだときに、「ああやればもっとうまくできたんでないかな」っていう、

そこがほしんです。それがお役所言葉で言うと事業評価なんですね。「効果的な事務事業の意識」っ

て難しい言葉でついつい書いちゃうんですが、早い話しが「もう少しこうしたらいいんじゃないか」

などといった反省会を常にやっていただければ次につながるし、もっともっといいものが生まれて

くるんじゃないかと思います。それらが合わさったときに、ここは本当に素晴らしい地域になる、

そういうことをやるということ自体が、ここに書いてあるとおり「自主的主体的な地域経営」なん

です。これが住民の方たちのやる地域経営、それは行政が一緒になって手伝う部分は当然手伝いま

す、そうすることによってここの厚田というのは本当に光り輝くところになるんではないかと思っ

ております。 

 

（パワーポイント資料６ページ参照） 

 次に進みます。この図は今まで話したことをまとめたものなんです。地域の方々と協議会の委員

が活発に話し合いをしますよね、心豊かにとか、いきいきと、満足できる、これだけに限らないで

すけれども、そういったことを念頭に置きながら地域でできることは自分たちでやろうと、自分た

ちでやろうとして話し合って意見をまとめて、協議会で話し合って市の政策とか自分でやること、

これは市の政策だけじゃなくて、「自分でやること」というのもここに隠れているんですけども、そ

れらを反映していくと、それを委員の方も参加し、支所の方々と一緒になって協働でやっていくと、

そういったことを図にしたものです。 

 この図というのは、実は似たような図をこの地域協議会の設立のときに私も来ましてご説明した

中でも話しているんです。ところが、そのときは時間がなくて申し訳なかったんですが、前段に長々

と話した内容をお話しできませんでした。本当はその一番大事なところをお話したかったんですが、

時間がなくてできなくて、いきなりこの図に行ってしまったもんですから、この図の持つ意味とい

うものがわかってもらえなかったんじゃないかと思います。今日は少し時間をかけてお話しさせて

いただいたんで、この図の意味がわかっていただけたんではないかなと思います。 

それと同じように住民の皆さんとお話しするとき、こういう図を使うと話しやすいです。だけど、

一回見ただけではきっとわからないですよ。皆さんは、一年かけて悩んできました。悩みながらい

ろんな話しを聞いてやっと実感が湧くようになってきたんではないかと思います。同じように時間

がかかります、急がないようで地道にしながらもお話しして、この図の意味がわかってもらえるよ
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うな状況に早くもっていく、そのためには情報交換をどんどん進めていただければと思います。 

 

（パワーポイント資料７ページ参照） 

 次に、今までは理念的な、概念的な、イメージ的な、意識的な改革のことを話させていただきま

した。「清水さん、あんたの言ってる主旨はわかった、内容もわかった、じゃあ具体的にどうすれば

いいんだ、俺たちはそれで困ってるんだ」というような声も目に中に見えますので、きっとそうな

んだろうなと思って考えてみました。というよりも私全国の状況を調べてみたんですよ、インター

ネットなどを使ったり、国にも話したりしてね。同じように皆さん苦しんでおりますね。だから逆

に言えば、トップ争いをしているみたいですね、トップランナーの争いみたいなものなんですよ。

都市型の地域自治区でちょっと形の変わったところがあるんですけれども、それは厚田には馴染ま

ない、そういったところの取り組みはあります、それよりも誰も歩いたことのない雪道に足跡をつ

けながら歩くようなものなんですから、自由に考えて一つ挑戦していってみてください。 

そこで、どういう例がいいかなと思って考えてみたのが、この例なんです。って偉そうに言って

ますけど、これを考えたのは私ではなく支所の職員なんですね。どうしたらいいだろうかと考えて

いる中の一つです。これはケーススタディです、勉強のための一事例ですから「こうしなさい」と

言っているものではありません。これをちょっと皆さんで考えていきましょう。 

 まず朝市のことについて着目したんですよね。やっぱり厚田では朝市が有名ですし、ＰＲすれば

もっともっと広がりますよ、もっともっと良くなります。その中で朝市だけで特化していていいん

だろうかという話しですよね。朝市が移転してどんどんリニューアルして、バージョンアップして

いく、そこに農業者や商工業者も一体となって入り込めないか、つまり厚田の産物をそこで売って

相乗効果を生もうじゃないかと、そういうふうに考えたというわけです。ですから、魚介類以外に

も農産物とか山菜、食品などいろんな物を売っていこうと、困ったことが出てきたらそれは行政に

頼んで、お願いしてやってもらおうという意味ではありませんよ、解決する方法を一緒になって考

えていこうと、どうしても自分たちでできない部分は行政に入ってもらおうと、そういうことをき

ちんと場合分けしながら考えてやっていこうということです。 

 ただし、こういうことを考えていくとですね、一つ陥る落とし穴があるんですね。これがいい例

なんですけれども、朝市のところに農産物や食品を持ち込んで販売する、それに対して初期投資に

かかる経費の一時的なものが必要なってくるから、これはなかなかまとまったお金がないんで、基

金や何かを使ってという話しになってくるでしょう。皆さん頭にパッと思いつくかもしれませんが、

一歩間違えると、特定個人の懐に入ってしまうんではないか、利益になってしまうんではないかと

いうことなんですよね。その危険性は当然あるんです。ところがそのときに考えなければいけない

のは、儲かってもいいんじゃないのという話しなんです。基金がそのままその人の食い物にされる、

または形を変えたら補助金で皆に一軒いくらってばら撒く、これだって特定業者に入ってぼろ儲け

するのと同じようなものなんですよね。それは私はダメだと思います。特定個人の懐に入るような

直接的なそういったものはダメだと思います。ところが、これは何が違うかというと、一緒になっ

て朝市を盛り上げるわけなんですよ、朝市の中に漁業だけじゃなくて厚田の産物、山菜でも野菜で

も新鮮な物があれば皆喜ぶんです、買うんです。そういった賑わいが出てくることでもっと拡大し

ていく可能性がある、それはいいことなんです、地域の振興になる。直接基金をその人の懐に入れ

てやるわけではないんですね。その基金を使った中で、そういった地域的な広がりが起こる中でが

んばった人、それに参加した人が潤う、これはいいことです。そういうことで潤うということは、
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地域全体が潤うことにつながるわけなんです。そこら辺の見極めをしていただきたい。それが協議

会の役割でもあるんです。単純に福祉だとか何とかの名目で単純にばら撒いてお金をやって、その

人たちが何に使うかわからないで、目的外のことにお金を使うよりずっとずっと価値のあることな

んです。そこら辺の見極めを協議会の方たち、支所の職員は一生懸命話し合って、住民の方と話し

合ってやっていただければと、そういういい例に思えたんで今日紹介させてもらいました。 

 全部が全部こういったことが成功するわけじゃないんですよ。失敗もきっと多くあるでしょう。

ところが、厚田を売り込む、元気にする可能性があるものは、やる気のある人たちが出てくればそ

れは後押ししてあげる、やる気を支えてあげること、それを地域協議会として考えていってあげて

ください。ただし、責任はやる人の責任ですからね、「協議会から支援してもらってやってみたけど

も、失敗しちゃったよ、負債も協議会でみてね」そうはならないですよね。やるからには責任を持

ってやってもらうと、そこもしっかりと話し合いの中で植えつけていってもらいたいと思います。 

 そういったときに必要な資金を援助する、ただお金をその初期投資のときに支援してあげる、補

助金形式で支援してあげる、それもありです、ＯＫです。今ちょっと考えているのは、貸付金もい

いんじゃないかなと、そういう事業者がどんどんやるというんであれば、貸付金制度というものを

基金の中に作っていただくと、今の中にはないみたいなんですけどね、そういうものを作って無利

子で貸し付ければ、無利子ですよ、利子は取らないほうがいいと思います、無利子であれば非常に

喜ばれますし、貸付だったら返さないといけないしがんばりますよね、そういった責任感も出るし、

ただ単純に「はいどうぞ」っていうんだったら従来型の行政のやっていることと誤解されかねない

ので、補助金も入れてもいいんでしょうけど、貸付金ですとか、併用ですとか、いろんなことを考

えていけば選択肢が広がるでしょうし、やる気も出てくるんではないかと思っているところでござ

います。そういったことを踏まえて「ああでもない、こうでもない」といろいろなアイデアが出て

くると思います。 

 

（パワーポイント資料８ページ参照） 

今言ったように地域づくり、地域振興に効果的なもの、雇用、幅広い視点で、「これはダメ、あれ

はダメ」って言わないで幅広い視点で見てやるということです。役割分担、責任分担がなされた計

画、やるからには責任を持って、「協議会は支援してあげる立場ですよと、一緒になって支援してい

く立場ですよ、あなたたちが責任を持ってやるんですよ」ということをきちっと理解していただい

て、そして各地域、各団体に情報提供し、合わせてその中から情報収集を行って、また提案に反映

させる。その中で行政としてやらなければいけないことが必ず出てくると思いますので、そういっ

たことを整理して、行政に「ここの地域興しを協働でやっていきましょう」ということを提案する

と。重要なのは、地域づくり、地域振興に寄与するものを、一定の型にはめることなく幅広く検討

し、支援・協働する意識が必要だと、こういうことに落ち着くわけでございます。 

 

（パワーポイント資料９ページ参照） 

 支所のほうでは、ここに書いてあるように朝市の移転計画への反映など、こういった行政的な検

討を支所の中ではしなければいけない。提案の内容が法律に触れていたらまずいですからね。そう

いうことを支所ではやってくれるでしょうし、お手伝いできることは積極的に支援して、予算要求

などもしてくれるでしょう。 
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（パワーポイント資料１０ページ参照） 

 そういったことで地域住民の方々、提案グループ、これは実働部隊ですね、実働部隊の方々がい

て住民の中で話し合ったことが、地域協議会の中で計画としてまとまって、いろいろと実現してい

くと、一番最初の図で説明した三者、それに実働部隊が出てきて動いていくという、こういった構

図になっていくのではないかと思います。 

 朝市の例がわかりやすかったので、私もそれに飛びついて説明させていただきました。このケー

ススタディ、私から見たらこの朝市の話しは大きな話だと思います、このように大きな話しでなく

てもいいんです。いつも思うのは私にも当然ばあちゃんがおりまして、漬物を作るんです。厚田の

名産品で、農産物とか海から上がったものを使って、ハタハタの飯寿しもそうでしょうし、他の物

をちょっと加工してできないのかなと、そういった漬物ができれば、これは厚田名産として銘打っ

てＰＲしてもいいんじゃないでしょうかね。「やり方はわからん、売り方はわからん、作るだけなら

わしら作ったるわ」って言うことなら、パソコンの得意な人がインターネットで販売してあげると

か、商工会でもいいですし、青年部の人でも誰でもいいんです、そういった人を見つけてくる。「ど

こどこのばあちゃんがやりたいって言っているんだけど、誰かインターネットでホームページ作れ

る人いないんだろうか」って、「俺やってるぞ」という声が出れば話しはまとまりますよね。そのと

きにパソコン１台必要っていうことであれば、それを貸付金で支援してあげればできちゃうんです

よね。そして意外とそういうものが都市部ではうけますから、注文が舞い込む、売れる、商品が足

りないぞと、これは皆嫁さんも手伝ってもらわないといけない、じゃあ何戸か固まってやるか、漬

物生産組合なんかができちゃったりね、そうやって話が広がっていけば最高なのかなと思うんです。 

 ですから、地道に皆さんの話しの中からそんなものが出てくればと思っております。そんなこと

からも住民の皆さんとの会話、情報交換、こういったことが大事ですので、そういうところを丹念

にやっていただきたい、そこから道が開けるのではないかと思います。 

 ちょうど一時間となりました。私からの厚田への思いを込めて説明させてもらいました。どうも

ありがとうございます。 

 

３．質疑 

○唐澤部長：ありがとうございました。大変貴重なお話しで今後のまちづくり、地域づくりにサジ

ェスチョンがあったような気がいたします。この機会でありますので何か聞いておきたいことがあ

りましたらお手を挙げてご発言いただければと思います。 

 

４．閉会 

○唐澤部長：ここでないようでしたら、この後の懇親会の中で改めてお話しができればと思います。

研修会のほうはここでお開きにいたします。どうもありがとうございました。 

 

 

 


