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平成１８年度第６回石狩市厚田区地域協議会 

 

【日 時】 平成１８年１０月２０日（金）午後６時０５分～７時４０分 

【場 所】 厚田支所 ２階会議室 

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

藤田委員、八木沼委員 

     （小野寺委員、加納委員、上山委員、笹木委員、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】 １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) その他 

【資 料】 資料１：地域振興事業について 

 

１．開会 

○高田主査：第６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。小野寺委員、笹木委員、長委員、畑中委員につきましては本日欠席するとい

うことで連絡をいただいております。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：皆さんこんばんは。忙しい中ではございますが、この第６回の地域協議会にお集まり

いただきましてお礼申し上げます。大変日も短くなりましたし、朝夕が非常に冷え込むという時期

になりました。この地域はこういった四季折々の変化があることが、むしろ刺激になってるんだと

思いますが、やはり朝晩はつらくなってきましたね。 

 地域協議会も満１年を過ぎましての会議ということであり、いろいろと試行錯誤しながら進めて

いるところではありますが、平成１９年度へ向けての事業展開を地域協議会としてまとめる時期か

なと思っております。皆さんからご意見をいただいきながらスピーディーな協議会にしていきたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

２．地域振興事業について 

 (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 

○高田主査：それでは地域振興事業についてということで、早速議題のほうに入っていきたいと思

いますが、地域協議会も１年が経過しまして、この間、地域からの要望や提案などの動きが少ない

中、委員の皆さん非常に苦労されているのではないかと思っております。この地域協議会としても

基金をどのように有効に活用すべきかと難しさを痛感しているわけですけれども、今後において地

域を動かすためには、どのような仕掛けをすべきなのか、協議会として工夫していかなければなら

ないと私たちも感じているところでありますけれども、今日は平成１９年度予算要求の時期も迫っ

ているということから、地域振興事業ということで、食とスポーツの振興の部分について具体的に

詰めていければと思っております。 

 進め方についてですが、始めに目標の設定ということで、食、スポーツの振興についてどんな目

標を掲げて進めていくべきか、次にターゲットをどこにおくのか、厚田区内の人に限定していくの
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か、それとも区外の人たちを対象にしていくのかなど、ターゲットの絞込みを図りながら最終的に

具体的な取組みを導き出していくというように進めていければと考えております。 

 委員の皆さんには、事前に資料を配付してから今日の開催までは非常に短い時間であったわけで

すが、地域の方々の要望や声など何か情報をお持ちの方がおりましたらご発言をいただきたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○菅原会長：１年かけて話し合っていただいた中で、いろいろと意見がありましたけれども、厚田

村時代に体育振興会がやっていたスポーツを継続してという意見が多かったようでありますし、形

を変えてでもそういったことができればというのが一点であります。それから、地域に根ざした食

文化ですね、食を地産地消を含めてもう一度見直すという機会があればということです。 

 提案といたしましては、いずれにしましても健康維持と言いましょうか、皆さんが健康であるこ

とが一番大事だと、スポーツも運動も大事でしょうし、また食については、昔からある地域にある

食文化というのは非常に貴重なものであると、それらを絡めた一体の考え方の中で取り進めたらど

うかという考え方もございます。 

 まずは皆様方から目標設定などについてご意見を承りたいと思っております。 

 ご意見と言われてもなかなか出せないようでありますので、前段、私、部長と高田主査と打合せ

をしておりましたので、事務局サイドでこういった考えがありますよというものを出していただき

ますか。それに意見をいただく形のほうが早いですかね。では、事務局の案をお願いいたします。 

（資料配布中） 

○菅原会長：ただ今、配っていただいた資料の説明をまずいただきますか。 

○高田主査：地域振興事業について（案）ということで、私のほうから事務局提案を説明させてい

ただきます。 

目標の設定の部分で、三つ掲げさせていただいております。食、スポーツを通じて健康であるこ

とが実感でき、日々の生活への活力となる事業展開への取り組みを支援ということで、先ほど会長

からもお話しがあったとおり、健康が一番ということで、おいしいと感じて食べることも、体を動

かして汗を流すことも健康でなければ実感することができないということから、食、スポーツの振

興の柱として「健康」という大きな一つの目標を掲げて、健康が実感できるような事業展開への取

組み支援を目指すということを一つの目標としました。二つ目は、心と体の健康管理について自ら

が率先して行うことができるような事業展開の支援ということで、健康を実感するためには、体の

健康だけではなく、心も健康でなければいけないということから、心も体も両方が健康であり、自

らが率先して健康管理が習慣付けられるような事業展開への支援。三つ目は、地元食材を使った料

理で食の再発見を支援ということで、健康の中の食という部分で、地元食材に「こんな食べ方があ

ったんだ」とか、「こんな料理方法があったんだ」というように、食べ方や料理方法などを発見する

ための食の再発見への支援ということを目指し、「健康＝食、スポーツの振興」という考え方で設定

してみました。 

 次に対象の範囲についてですが、厚田区民を対象に子どもからお年寄りまでをターゲットとする

ということで、具体的な取組みの部分については、イベントとか大会の開催による地域間の交流で

すとか、健康をテーマとした講演会の開催、食とスポーツの両面から実技を交えながらの講演会を

開催していくということです。それと事業と食を結びつけた地元食材の発見ということで、地元食

材の再発見を狙いとして、大会などの事業と食とを結びつけた事業展開を図っていくという取組み

の方向性を考えてみました。 
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 これから、具体的にどういった事業にするといった部分については、皆さんからの意見をいただ

きながら、目標の設定、対象の範囲、取組みの方向について提案をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

○菅原会長：はい、説明が終わりましたので、皆さんこれを柱にして肉付けをしていただければ。 

○八木沼委員：ちょっと話しが外れてしまうのかもしれないけれども、この前、望来地区で敬老会

があって、たまたま小学校の校長先生がそばに座ってたんだけども、来年からは中学校がなくなる

ということで、「一番頭を悩ましているのは運動会」だと。「少人数でどう時間をもたせるか」と。 

 話しの中では、「地域で老人から子どもまで皆集めて何かできればいいのかな」という話しをされ

ていたのでね、今回の話題に当てはまるかどうかわからないけれども、校長先生がそんな悩みを持

っていましたね。「十数人しかいない小学生だけで運動会をやってもね」ってね。 

○菅原会長：わかりますね。今までは少ないながらも小学校と中学校の合同でやってきたと、来年

は中学校がなくなるので、小学校だけでやらなきゃならないと、児童と父兄だけじゃ華やかな運動

会にはならないだろうから地域一体でできないかということを先生は心配しているということです

ね。かつて発足は小学校だけというわけじゃなくて地域の運動会でしたよね。 

○小林委員：発足の場合は、生徒が十数人しかいなかったから、生徒の種目のほかに中学生だとか

一般の人の種目を入れて何年もやってきたんだよね。 

○桐山委員：望来としてみれば初めての体験でしょうから心配されているのもよくわかるんですが、

私なんか田舎生まれの田舎育ちですから、運動会っていったらじいさん、ばあさんから幼稚園の子

どもまで皆一緒になってやってましたから、それが当たり前だと思っていましたよね。 

○菅原会長：地域ごとに体育振興会みたいな組織が立ち上がれば、そういった地域ぐるみの取組み

というものができるようになりますよね。 

○桐山委員：いくら予算がつくのかわかりませんが、体育振興というのは大事なことですから大い

に協力もしてやっていければと思いますね。 

○佐藤副会長：今までは体育振興ということで話し合ってきたんですが、厚田区ばかりじゃなくて

高齢化してきてますよね、そうしたときに、体育を振興するのか、高齢化社会における健康を振興

していくのかという選択ですね、この目標というのは重要だと思います。先ほどもおっしゃってた

ように食とスポーツと健康、この三つは特に高齢化社会になってくると重要ですよね、そのあたり

で取組みの方向もご説明いただいたんですが、ただ講演をしていただいても講演１回で終わりなん

ですね、その講演をいかして地域の健康だとかにどういかしていけるのかと、継続的なプランニン

グが必要だと思います。そのためには、それぞれの地域で健康アドバイザーみたいな、そんな押し

かけ云々するんじゃなくて、そのことに関心を持ってる方が地域を月に１回でも回っていただいて

健康に対する聴き取り調査だとか簡単な血圧測定だとかしながら、地域で健康管理をしていくとい

った、そういったやはり厚田の地区だからこそできるというか、継続的に高齢者福祉モデル地区み

たいな、そういったものを目指した健康やスポーツや体育の振興をやる。どこかでやってるのかも

しれないですが、この地区ならではの年齢構成など事情があるでしょうから、そういう方向を見つ

けて継続すると成果が出てくる事業でないのかなと思っております。 

○八木沼委員：いきいきリハビリ教室っていうのをやってて、出たことはないけど話しを聞けばな

かなか対応がいいらしいいね。 

○佐藤副会長：そういったいいことを結び付けてね、部分的にやってるんじゃなくて事業として結

び付けていけるとね。 
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○桐山委員：健康相談員って村時代に各地区におりましたけど今でもいますか。ちょっとした健康

チェックぐらいなら、支所まで行かなくてもそこへ連絡してね。 

○高田主査：まだおります。 

○桐山委員：いるんであれば、そういった組織と結び付けてやるっていうこともできるよね。新た

に作るとなると大変だけども。 

○八木沼委員：厚田、望来、聚富の大きく三つに分けるなどして、月１回だとか、二月に１回だと

かって、具体的にやっていったほうがね。 

○高橋委員：いきいきリハビリ望の会にスタートの段階から参加させてもらってるんですが、ボラ

ンティアっていうのが重要なんだと思うんです。望来地区は高齢化が進んでいるということでモデ

ル的にスタートして、その後トーメン団地でも虹の会というのをやっていて保健師さんが主体とな

ってやってるんですが、保健師さんは厚田地区でもやるべきだと考えているみたいですが、やっぱ

りボランティアがいないと進められない部分があるようなんですね。トーメン団地の場合は保健師

さんだけでやってるんです、お手伝いする人がいなくて。望来に関してはスタートがスタートだっ

ただけに私は聚富ですけどお手伝いに行ってるんですが、それが本当は若い人たちもお手伝いしな

がら、子どもをおばあちゃんたちに抱かせてあげるとか、そういったことがあればいいのになと思

ってます。 

○八木沼委員：厚田にもボランティアがいるんだから、できるんじゃないのかい。 

○高橋委員：そうなんだけど、ちょっと種類が違うらしくて。 

○谷本区長：趣旨が違うのかもしれないね。 

○高橋委員：ボランティアがある程度主体的にならなきゃならない部分があるもんで、そこら辺が

ちょっとあるみたい。 

○菅原会長：今言われていた話しをちょっと確認いたしますが、対象者はどういう方なんですか。 

○高橋委員：介護を必要としている方や独居老人が対象なんですよ。介護度で言うと、スタートし

たときは要支援っていうか自立している人がほとんどだったんですが、もう６年、７年経って、最

初から来てた人の中でももう３人ほど亡くなってますし、認知症で難しいのかなという人もおりま

す。歩くのにも不自由になってきている方もおります。 

○菅原会長：どこかに集まって何かをやるんですか。 

○高橋委員：送迎をしてまして、会場に集まったらまず血圧を測って、それから皆で歌って声を出

す、ゲームをする、食事をする、手芸などをする、最後にまた歌って解散するという形です。年に

２回くらいは料理教室ということをやってますし、年に１回だけ戸外レクということで村外に連れ

て行ってます。あと、厚田公園で流しそうめんなどもやったりしてます。多分喜んでくれてるとは

思うんですけど。 

○桐山委員：ちょっとうつがかりそうになってた人が明るくなって非常に効果があるということを、

私も実際にその方にお会いして違うと思いました。 

○八木沼委員：やっぱり最初は何気ないところから始めて段々大きくしていくことでね。 

○高橋委員：最初は６人くらいしか来なかったんですが、今は二十数名います。初めのうちは手紙

を出していたんですが、３年くらい前からボランティアの中で担当を決めて集まる日の２、３日前

に「いついつあるので、迎えに来るから出てくださいね」って直接電話を入れるようにして、声を

聞きながら確認するようにしました。そんなことが何かにつながっていかないかなといつも思って

るんですが。 
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○菅原会長：ただ今一つの事例紹介をしてもらったわけですが、こういったことが何か事業展開に

つなげられないかということなんですが、どうでしょうかね。 

 今やっている活動はどこが主体となっていて、保健師さんはどういう立場で活動に参加してるん

ですか。 

○高橋委員：基本的に保健師さんが主体なんです。 

○谷本区長：市の保健事業として厚田区がやってるんです。厚田村時代からやってるんですよね。 

○菅原会長：厚田の地区でできないっていう理由は何なんでしょうかね。 

○桐山委員：望の会というボランティアは、今言ったことを主としてやっている。私らのボランテ

ィアは、声がかかったら支援するというか、一つのことだけでなくて広範囲にわたっているもので

す。だけども頼まれたら断るということはしないかもしれないけど、特殊な知識がいるんですよ。

私も１、２回出てみたことはあるけども、体操にしてもゲームにしてもちゃんと研究されていて、

いきなり手伝ってと言われてもできないという部分があるんですよね。 

○八木沼委員：何でも事業が独立してやってるからね、一緒にやれば人数もたくさん集まるんだけ

ど。また敬老会の話しになるけど、隣に住んでても「何年ぶりに会ったべか」ってね、やっぱりそ

ういった会う機会が少ないんだろうな。老人クラブとかもあるけど、そういった人たちが集まる機

会がないとね、ちょっと不自由になりかければなおさら機会がなくなるからね。 

○桐山委員：保健師さんも老人クラブなどに顔を出して、健康チェックをしたりしてね、「私はこ

ういったことを担当してますので、何かあったら相談してください」ってやってますんで、そうい

った意味では結び付きは深まってきてるんだと思いますよ。 

○河合委員：スポーツと結び付けるって言ったって、年寄りに何のスポーツをやってもらうかって

ことだよね。今までやってきた健康スポーツフェスティバルは、老人、小学生、中学生とかに合わ

せたスポーツを分けてやってきたわけでしょ。それと福祉課でも健康まつりをやってたよね、そう

いったものをまた復活させるとかね。 

○谷本区長：その辺で体育振興会あたりではどんな。 

○河合委員：今持っている資料では、２６日に厚田区自治体育振興会の設立総会をするということ

で、この中では全地区でやろうという話合いをするんだけども、これに自治会などの団体も入って

もらって、年に１回そういったスポーツをやって、その時にボランティアや婦人会などにも手伝っ

てもらって厚田の食べ物を用意したりして一日楽しむというような。 

 別狩の子供会では今まで、年１回老人と一緒に集まってパークゴルフをやって、ジンギスカンを

食べてってやってたんだけども、子どもたちも少なくなって去年も今年もできない状態だったんだ

けど、今まではそういうこともやってたんだけどね。 

○谷本区長：例えば健康スポーツフェスティバルをやった後に、会長を始め、そばを打つ人もいる

わけだし、そういったことをしたりとかね。みなくるならそば打つための道具は揃ってるしね。 

○河合委員：そのためには、体育振興会と自治会とが結び付いていって、さらにいろんな団体を入

れてね。 

○桐山委員：やっぱり司令塔だね。やり方はいろいろと変えていけばいいわけだけども、まず司令

塔を作らなければ。 

○谷本区長：今、体育振興会ができあがったら、そういう受け皿になってもらいたいと。 

○桐山委員：そうだね、食と絡めたりしてちょっと広範囲になるかもしれないけどね。 

○河合委員：今まではジンギスカンやっていたものをそうでなくて地元のもので何かね。 
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○桐山委員：いいことじゃないですか。 

○菅原会長：まずやってみないとだめですね、進まないとね。また、この実行主体はどこなんだと

いうことをきちっと踏まえていただいて、地域全体の体育振興会の設立総会が近々行われると聞き

ましたので心強く思ってますし、ここら辺の組織に実行主体となっていただいて後は協賛という形

などでボランティア団体だとか、女性団体だとか、あるいは産業団体とかにも声をかけていけばい

いんでないかと思います。これはまだ私個人の考えですけれども、農協も一定の役割を果たさせて

いただくと。 

 ほぼそういった内容ということで、目標設定などの部分はご異論ございませんよね。 

○谷本区長：それはそれで一つのものになったかなと思うんですが、さっき八木沼さんが言ってた

子どもからお年寄りまでという部分で、内部的にも話したことがあるんだけど、せっかくパークゴ

ルフ場があるんで、お客さんが入る前に皆でパークゴルフ大会でもできないかなと思ってるんだけ

ど。オープンの前日にでも市から許可もらってできないものかなって。 

○桐山委員：１８ホールでも取っておいて、何日か前からお知らせで何時から何時まではって。 

○谷本区長：それをやってしまうと、他の利用者からも言われるんでね。オープン前ならなんとか

なるんでないかなといつも思ってるんだけどね。村のときとは違うから、意外と公平性だとかとい

う部分では厳しさが増しているから難しいのかもしれないけど。 

○桐山委員：八幡とかの地区社協では、親子三代パークとかっていって毎年やってるんですよね。 

○高橋委員：昨日、コミュニティビジネスのセミナーに出て、厚田の強み、弱みという部分を出す

というところで時間がなくなってしまったんだけど、厚田地区のもので「一人ひとりが強みだと思

うことは何」って言ったら、「川が綺麗」とか「山がある」とか、自然に関する部分が随分と多かっ

たんです。その中で恋人の聖地というのが話題になって、先生のほうから「それにつながるものが

何かありますか」っていうことだったんですが、何もないんですよね。だから何かそれにつながっ

ていけないかなと思ってるんですが。先生が言うには、「皆がマイナスに思っている吹雪というもの

もそれにつなげられないか」って話しがあったりしたんですが、ちょっと吹雪に対する実感がない

なって思ったりもしたんですけどね。例えば歩くスキーをしながら恋人の聖地を皆で見るというよ

うなことができないかなとか思ったりして、石狩では年に１回、高岡まで来て半日ぐらいかけて歩

くスキーツアーがあって、そんなようなことができないのかなって、せっかくいい場所があるのに

なって。 

○河合委員：スキー同好会があるけど、そこまではやってないしな。 

○小林委員：スキー同好会はスキー場を利用してといった内容のほうが多い。 

○高橋委員：石狩でも貸してもらえるんですよ、市のほうでね。それと私の所に毎年来るお友達は、

前田公園から借りてくるんです。そしてうちの所に来て歩いていくんですけれども、おにぎり持っ

て海を見たりだとか、一日楽しんで帰って行くんですが、せっかくいい場所があるんでそういうこ

とができないかなと思って。 

○谷本区長：何か具体化してみてください、そういう仲間を募ってね。「こういう目的があってこ

ういったことをやるんだけど費用がこれだけかかるから少し支援してくれないか」って。 

○佐藤副会長：先ほど高橋さんがね、「厚田の強みは何ですか」って言ったら皆「自然」って言う

でしょ。これ自然と言うのは当たり前で、自然とは誰も関わらないんですよ。食、スポーツ、コミ

ュニケーションの三つが集まったときに、他の地区にない強みっていうのが生み出されるんで、た

だ無責任に自然だなんて言ってしまったら、人間と自然の関わりなんていったら、相当密接に何か
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をしていかないと、作物を作るだとか、そういった自然と関わるような何かを作らないと本当の強

みにはならないんですよね。 

○高橋委員：私は、自然にはマイナス要因もあるので、弱みのほうにも自然って入れたんですよ。

あるばっかりにいろんな要素が含まれてきている。 

○佐藤副会長：過疎地なんですよね。自然が素晴らしいっていうのは、イコール過疎地ですから。 

○八木沼委員：結論はやっぱり組織作りなのかね。 

○佐藤副会長：人なんですよね。コミュニティというのは、人と人とのコミュニケーションがどれ

だけ密接にしていくかということに気を配ると、そこからいろんなものが生まれてくるわけです、

今までになかった強みがね。食と健康もこの厚田区だからできたというものを考えていくには、人

と人とのつながりが大切ですね。そうでないと決して意識っていうのは変わらない。 

○柴田委員：この食とスポーツと、これはすごくいいことだなと思いましたね。 

○菅原会長：そろそろ皆さんの意見も出尽くしたかなと、本当はまだまだあるのでしょうけども、

大変高度な話もしていただきましたし、これを確認いただきましたので、良といたしまして、次回

これを基本に更に事務局のほうで肉付けしていただきまして、遅くても１２月には決めていかなけ

ればならないということですよね。 

○唐澤部長：今、皆さんからいただいたご意見については、ある程度事務局で取りまとめさせてい

ただいて、１１月の地域協議会の中で提案したいと思っております。それを受けて再度調整をして

１２月の地域協議会では最終的に１９年度予算への計上ということのご理解をいただくといった流

れになるかと思います。 

○菅原会長：先ほど保健事業の中で言ってた高齢者をボランティア的に支援しているっていうのが

ありましたよね、これらとどうつなげるかという部分はやっていいと思うんですよね。ですから、

体振の中に何らかの形で入っていただくということも大事かなと思いますので、できればそういっ

た組織体がどんな状況にあるのかといったことを調査していただいて、地域で活動しているボラン

ティア組織などがありますよね。 

○高橋委員：望来の望の会に関しては、村時代に広報に「ボランティアしてくれませんか」ってい

うことでやってたんですけど、望来地区の人が４人、聚富地区が５人となってて、望来の人ってい

うわけではなくて。 

○菅原会長：ですから、そういったことをね、実態がどうなっているのかということを調査して、

そういう方々と一緒にやれるのかどうかということを研究していきたい。 

○谷本区長：保健の分野でやっていることが、この辺にどう関わっていけるかいけないのか、保健

師とも話しをしていかなければならないのかなと思ってます。 

○佐藤副会長：その組織体っていうのは段々小さくなりますよね。組織体が小さくなっているのに、

その保健事業とか、社会福祉とか事業の縦割りがね、結局はお互いが見えなくなってるという部分

があるんですよね。だから小さくなればなるほどその辺の垣根を払って、なるべく先ほど言った体

育や健康のここならではという、そこがやっぱりこれからはネックになるんでしょうね。 

○菅原会長：その独立しているものを否定してるんじゃないんですよ、より協力してやれればいい

のかなと思ってるんですよね。 

○佐藤副会長：そうですね、その辺は是非やっていただければ強いですよね。 

○桐山委員：今、佐藤先生が言われたとおり、小さい村が区になったわけですけども、そんな中で

福祉のことを言いますと、各地区に地区社協というのが立ち上がって、立ち上がったばかりで活動
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はまだ軌道に乗ってないですけど、望来の例で言いますと、ボランティアが二つありますのでそれ

ぞれ入ってます、老人クラブも入ってます、自治連合会も入ってます、婦人会も入ってます、そう

いった形で地区社協が立ち上がってるわけですから、言うと役員全員が集まれば今のような話しが

全部わかるというような仕組みにはなっているんですよ。ですからこれを活用して福祉のことをい

かに考えるかという体制だけは整ったなと感じております。縦の連携から横の連携ですね。 

○菅原会長：この地域振興事業の案については、大体ご了解いただいたということで、今までいろ

いろなご意見をいただきましたのでそれらを肉付けいたしまして、次回の協議会で再度確認をして

いただくということにさせていただきます。 

 この他に何点か事務局のほうであるようなので、そちらに進めさせていただきます。 

 

４．その他 

○高田主査：１０月１６日に交通システム分科会が開催されておりますので、まだまとまってはい

ないんですが、桐山さんのほうから経過報告をお願いしたいと思います。 

○桐山委員：第３回目の会議を１０月１６日に望来で、５名の方全員集まりまして今までの話しを

集約した形なんですが、今現在、各課で運行している医療バスですとか、スクールバス、温泉の送

迎バスなどの状況も資料として上がってきておりまして、それをいかに活用することができないか

という話しになったわけです。例を言いますと、今のスクールバスを昼にもう１回走っていただく

というような方法を取ると、医療バスを運行しなくても済むんではないかというような、効率的な

運行を図れば無駄がなくなるのではないかと具体的な話しになりまして、そういったことを集約し

て出すというような方向になりました。そのためには、スクールバスで生徒がいなくなったからそ

こは走らないよというようなことがあればダメなんで、桂沢で例えると「桂沢の会館までは行きま

すよ」と、正利冠でいえば、「正利冠会館までは行きますよ」ということをきちっと決めていただい

て、業者との契約をするといったことなど、もう少し具体的なところまで検討するといったことで

終わっております。 

○菅原会長：今のお話しですと、現行のシステムの中でもっと合理的な方法を考えると、利便性が

上がって経費が削減できるんではないかといった話しですよね。 

○桐山委員：そうです、そんなうまい話しです。 

○菅原会長：そういった話合いができてきたということですね。 

○桐山委員：今までもらった資料だとか、市から説明にも来てもらった中で業者との関連もありま

すので、無理なものを何べん言ってもダメだと、ですからそういった方法を取るのが最善ではない

かということです。 

○菅原会長：変えていこうという意欲は大事なことですよね。 

○桐山委員：それが可能かどうかは別にしてね。 

○菅原会長：そうでしょうけどね、では、まとめたものを次回は出せる形になるんでしょうかね。 

○桐山委員：次回は出したいと思います。部長にも出ていただいてアドバイスをいただいておりま

すので。 

○高橋委員：それにちょっとつながることなんですけど、聚富地区に関しては、望来とか古潭とか

と違いが出てくるので、年寄りに医療バスが無くなることを視野に入れて意見を聞くべきでないか

ということが話しの中で出たんです。それで老人クラブの会長さんに連絡を取ったら、たまたま今

日の昼間に集まりがあったんで、行って私なりに説明してきたんですが、聚富地区については、「あ
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つた中央クリニックに来ることはない」と、トーメンはまだ行ってないんですが、聚富地区につい

てはないということでした。２０名ほどいた中で一人もいませんでした。もしかしたら、インフル

エンザの予防注射を受けるとかで一度くらい来てるのかもしれませんけど、「医療バスを利用するこ

とはない」ということでした。だから「無くなっても今のところ支障はない」と。 

 それから、もし通学バスに乗せてもらうことができて、トーメン団地に行けるとしたらどうだろ

うかと、ただ、今のバスの運行時間からしてトーメン団地で５０分ほど待たなきゃならないんだと

いう話しをしたら、「そうだとしてもあったほうが便利だね」ということでした。ただ、今は皆ほと

んど運転ができるのでいいのかもしれませんが、「今後のことを考えたら乗せていただけたら非常に

便利」ということを言ってました。料金もかかるかもしれないという話しをしたら、「２００円やそ

こらかかっても乗れるということは非常に便利」だと。「できれば予約をしたら家の前まで迎えに来

てもらえないだろうか」と、それも一応伝えておきますと言ってきたんですけど。「医療バスよりも

スクールバスなどを使えたほうがいい」というのが聚富老人クラブの意見でした。 

○菅原会長：私、認識不足で申し訳ないんですけど、医療バスは聚富からも出てるんですか。 

○高橋委員：トーメン団地から出てるんですが、国道をまっすぐ走るので、山側とか海側に住んで

る人は国道まで出なきゃ乗れないんです。だから利用者はいないということでした。 

○菅原会長：望来は乗ってるんですよね。 

○桐山委員：望来は、正利冠と桂沢に入ってるので乗っております。 

具体的に言いますと、望来中学校が来年から厚田になりますから、運行方法も変わったりします

んでね、私、さっきはそこまで言いませんでしたけどね。そうすることでメリットとデメリットと

いうのは出てくると思うんですがね。 

○高橋委員：トーメン団地の老人クラブの方か誰かが、何人かバスを利用してクリニックに来てる

という話をちょっと聞いたんで、今日、加納さんが来てたら集まる日を聞いて話しをしに行きたい

なと思ってたんですけど、明日にでも連絡とってみますけど。 

○谷本区長：お年寄りばかりじゃないですから、もし必要であれば支所のほうからあつた中央クリ

ニックへ各地区から何人ぐらい利用しているのか、個人名は出せませんけどそういった調査はでき

ると思います。ただそういう人たちがいらないからという話しでは、これはならないですね。人数

が少ないから小型化にするといった話しはできると思うけども、地域医療を確保するという部分か

ら言うと極端な話しにはならないと思う。 

○高橋委員：中央クリニックが無くなってしまうということは、全体的にはマイナスになることだ

と思うので、聚富地区で今日聞いたお年寄りが利用していないということは別として、現在、週に

２回走っているバスを１回にしても支障がないのかなって思ったりもしてるんです。中央クリニッ

ク自体は残しておかなければいけないことだと思ってます。 

○谷本区長：中央クリニックは、開院以来評判が良いですし、そういった医療機関への足を確保し

ていくということは住民との約束事でもありますので。 

○高橋委員：聚富地区に関して言っているだけで、厚田区全体で言えば中央クリニックは絶対必要

なんです。医療バスは国道をまっすぐ走ってるだけなんで、不便に感じてるということなんですよ

ね。 

○桐山委員：何で聚富だけ抜いたかというと、中学校が厚田に来ると、スクールバスが望来から厚

田に向かうようになるよね、そのバスでクリニックに来る人を補うことができた場合、聚富地区が

遮断されてしまうから、そういった状況を確認する必要もあるよねっていう話しになったんです。 
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○谷本区長：そういった話しで別の代替があるから廃止するよということであればいいんだけども。 

○桐山委員：それが可能であれば、医療バスが無くなっても、聚富は問題だけども効率的なものに

なるんでないかという話しになったわけですよ。 

○菅原会長：地域協議会として交通システムの関連を提言していく立場になると思うんですが、ま

とめは皆さんの総意の中で、地域性を考えた中でだと思うんです。それぞれ皆さん汗を流していろ

いろと調査もしていただいたし、提案もいいですが、最終的には皆さんの合意の中でやっていかな

ければね。 

○桐山委員：それは次回で煮詰めることになっておりますので。 

○高橋委員：何回も言うようですが、医療バスそのものに、聚富地区では乗ってる人がいないにし

ても、週２回のうち１回でも走るほうが私はベストでないかなと思ってるんですけど。 

○菅原会長：ですから、医療バスを無くすという話しから始まったんじゃなくて、効率の良い、言

い換えれば懇切丁寧にやることができないかということからこの協議は始まったんだよね。だから

といって今以上のサービスを行うだけの予算付けは難しいと、現状の予算の中でどう効率の良い運

行ができるのだろうかと、我々としてはそれを研究して提案していってもいいんじゃないのかと、

そこから始まったんだと思うんで、入口の目的をしっかりと踏まえていかないと、一方的に地域協

議会が「これいらんぞ」なんて言ってしまうとちょっとまずいんでね、そこは慎重に考えていきま

しょう。 

○高橋委員：そういうことではないんですが、どうしても通学バスを利用したって、そのためにど

ういった方法があるのかといったことで。 

○菅原会長：スクールバスが運行されているんだけども、子どもたちだけが乗る専用バスじゃ無駄

じゃないのと、一般の方も乗っていただいていいんじゃないかという話しがありましたよね、そこ

から始まったんですよね。ですから、医療バスを無くすというか、医療バスは別の観点で考えてい

ただかないと、そこまで張り切ってしまうととんでもないことにもなりかねないんで。意見は意見

としていいんですけどね、最終的に取りまとめる段階では、その辺は慎重に考えていきたいと思い

ます。 

○谷本区長：話しの流れの中で、「それらは統合できるね」っていうことならいいんだけども、無

くするってことが先にくるとちょっと危険な部分かなと思います。 

○八木沼委員：あまりきついこと言っても困るから、うちらも経費のかからないことも考えましょ

うってことで。ちょっと余計なことまで考えたのかもしれないけど。 

○菅原会長：それは良いことだと思いますよ。わかりました。次へ進みましょうか。 

○高田主査：何点かあるんですが、前回の会議で発足バスの関係の地域説明会を１０月２６日とい

うことでお知らせしたんですが、日程が変更して１０月２５日に変わっておりますのでお知らせい

たします。 

 それから、先日、静内町と三石町が合併しまして新ひだか町になってるんですが、その新ひだか

町から連絡が来まして、多分インターネット等でうちの地域協議会の議事録などを見てるんじゃな

いかと思いますが、「厚田では地域協議会が非常に活発に行われている」ということで視察に来たい

旨の問合せがありまして、地域協議会のメンバー全部で１２人いるそうで、そのうち何名来るかは

わかりませんが、活動状況について勉強したいと１１月９日に来るということを受けておりますの

でお知らせいたします。 

○菅原会長：参集はどうなるの。支所のほうで対応するということですね。 
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○高田主査：進めますが、先ほど体育振興会を設立するという話しがありましたが、１０月４日に

旧体育協会の役員と各体育振興会の会長とが会議をもちまして、新しい組織の厚田区自治体育振興

会という組織を立ち上げようと、皆さんの賛同をいただいて今月２６日に設立総会を行う予定です。 

 次に、皆さんにお配りしてますけども、地域自治研修会の開催案内ですが、地域協議会が発足し

てから１年が経過したということで、今一度私たちの役割という部分の理解を深めるということで、

北海道職員である清水さんを講師に招いて、１１月１８日、土曜日なんですが１７時から望来コミ

ュニティセンターで１時間程度の講演をいただいて、その後場所を移動しまして１８時３０分から

望海で地域協議会のメンバーと清水さんとで懇親会を行いたいと考えておりますので、皆さんの出

席をお願いしたいと思います。欠席される場合は１１月１３日までに連絡くださいとなっておりま

すが、是非全員の参加を期待しておりますのでよろしくお願いします。 

○菅原会長：懇親会の場はビールなどもあるんですか。 

○高田主査：アルコールは用意いたします。それで皆さんから会費として３，０００円集めさせて

いただきまして、余ったら返す形を取りたいと考えております。 

（資料配布中） 

○高田主査：ただ今お配りした資料なんですが、皆さん見た方多いと思いますが、道新の記事に地

域協議会が取り上げられておりますので参考にお配りしました。 

 それから、事務局のほうで食とスポーツの関係について具体的な提案をさせていただきますけれ

ども、食とスポーツ以外の部分の話しも地域協議会ではいろいろと話し合われてますので、その辺

を含めて１１月の協議会に提案できればと思っておりますのでご審議をお願いいたします。 

○谷本区長：ちょっと後戻りして申し訳ないんですけれども、一つ考えてみたいなと思うのがあっ

て、ただそれの実行主体というのをどう取り扱っていいのかという部分があるんですが、厚田再発

見写真展みたいのができないかどうか。先ほど高橋さんの言葉の中にもありましたけど、厚田には

自然とかいいものがたくさんある、それにつながるものは何なのっていう。プロの写真家なりで厚

田の景色などいい部分を撮っている人がいるんですよね。先日、仙台から支所を訪ねてきた写真家

がいて厚田だけを撮ってるという人もいるんですよ。その人は向こうのほうで写真展をやったりし

てるらしいですけども、こういう人たちがいる。また厚田の中でも厚田の写真を撮ってる人たちが

いる、古い写真を持ってる人がいる、そういったことで写真展などをできないだろうかなって思っ

たりしてるんです。例えば総合センターで１０日間ほどやる、その間の土日で野菜の販売だとか特

産品のコーナーを設けてといった、そういったことも合わせて開催するというようなことができな

いだろうかと思ってるんです。プロの人たちの写真を飾るとなると、ただぶら下げておけばいいと

いうわけじゃなくて、パネルみたいなのに照明をつけたり結構お金がかかるんですよ。だから出展

料をとるべきかどうかなどね。ただ厚田の観光に将来的に結び付けていけるものを発見できないだ

ろうか、先ほどの食とスポーツと健康の部分で立ち上げるのと、もう一つ将来に向けて何かつなげ

ていけないかなと。恋人の聖地ができていろんなお客さんがきてるけども、そういったことにもつ

なげていけたりしないだろうかなと思って考えています。 

 佐藤先生ともちょっとお話しをさせていただいたりしてるんですが、来年の事業につながるかど

うかはわからないですけども、こういったことも考えてみたいなと思いますんで、何か意見なりア

ドバイスなりいただきたいんですが。 

○菅原会長：ダメっていうことはないですよね。 

○佐藤副会長：ふるさとを再発見していくというのは、先ほども自然の強みなのか弱みなのかとか、
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あるいはその地区の人々の暮らしとかを外の人たちに「厚田ってこういう所なんだ」というのを見

てもらうには、それが一番ＰＲになるんですよね。それは花火を一発打ち上げるんじゃなくて、毎

年厚田を再発見してもらえる何かをね、そういう視点を失わないで続けていければね、そしてそう

いうときに特産物とか厚田の強みというのを出すというのがいいんじゃないかなって思いますね。 

○菅原会長：いや、いいですよね。プロの写真家が厚田の写真を撮ってるわけですから、それをど

こかで発表したいなと思っている方もいるかもしれませんし、「そういう機会があれば提供します

よ」って言ってくれてるんであれば、私はいいと思うんですけど、ただそれを有料にするのかどう

かという話しにもなりますよね。 

○谷本区長：プロの人たちのアドバイスというか、「そんなに簡単にできないよ」って言われるか

もしれないし、いずれにしても相談してみたいなとは思ってますけど。 

○菅原会長：写真同好会のような組織に受け皿になってもらうというのも一つの方法なんだけれど

も。 

○佐藤副会長：厚田の夕日を撮っている素人さんね、ずっと撮り続けているという人がいるんです

よね。写真ではないけど厚田の海の絵を描き続けている人とかね。言うとふるさと再発見とはそう

いうことなんでしょうね。 

○谷本区長：うちと友好町村を結んでいた門前町が主催で「日本海の夕陽展」というのをやって、

そこで集まった写真を門前から持ってきて、札幌で写真展をやったことがあって、それをちょっと

手伝いに行ったこともあるんですが、期間的な都合で厚田までは持って来れなかったんですが、門

前にはそういった写真もあるんじゃないかなと思ってますけど。 

 今年はこれをやるよと、来年また違ったのをやるよと題材を区切ったり、テーマを変えながらや

っていったら新たな厚田が見えてくるのかなという気がしてるんで、その辺研究させてもらった中

で来年度事業で立ち上げれればなと思っております。 

○菅原会長：いいことじゃないですかね。実行部隊ができれば、一定の費用がかかるんですから基

金を使ってもですね、やっぱり地域の文化ですよね、それをきちっと位置づけしてやることができ

ればいいことだと思いますよ。私個人ではそう思いますね。 

○高橋委員：プロのコーナーと素人のコーナーを分けるとかね。 

○菅原会長：いいですね。 

○高橋委員：一週間とか十日かけてオジロワシが来るのを狙って撮ってる人がいるんですよ。その

人は素人の人なんで、そういった機会があればいいと思います。 

○谷本区長：何かの形でそういったことができればね、新聞とかでもＰＲしますから。 

○菅原会長：その件も来月皆さんにご検討いただいて、前向きな方向で行くのであれば、それはそ

れで取り上げていっていいかと思います。 

 その他、皆さんのほうから何かありますか。なければ、次回の日程を決めてこの辺でお開きにし

たいと思いますが。 

（調整中） 

○菅原会長：次回は、１１月２９日、水曜日、午後６時から厚田支所で開催いたします。 

○桐山委員：冬期間になれば、日中の開催でも支障ないんじゃないですか。ちょっと職員もね、こ

の会議だけじゃないからさ、昨日もその前もずっと続いてますでしょ。 

○菅原会長：日中だとどうですか、皆さん集まれますか。 

○藤田委員：なお来れなくなる。 
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○河合委員：なお来れなくなる人多いんじゃないの、仕事してる人多いから。 

○桐山委員：いやいや、そういう声のほうが多いんであれば私はこれ以上言いませんけども。 

○谷本区長：我々は全然構いませんから、気にしないでください。委員さんが集まらなければどう

しようもないので。 

○菅原会長：日中のほうが時間がたっぷりあって話し合えるというのはわからないわけじゃないで

すけどね、委員が集まれなければ話しになりませんからね。 

 次回は６時からということでやりたいと思います。ただ今後考えていってもいいんですよ、今日

は欠席者が多いんで、ある程度出席者が多いときにその辺の話はじっくりしたいと思いますけど。 

 

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よろしいですか。大変貴重な時間、熱心

なご議論をいただきましてお礼申し上げます。次回１１月、また元気でお会いできますことを楽し

みに閉会させていただきます。ありがとうございました。 
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