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平成１８年度第５回石狩市厚田区地域協議会 

 

【日 時】 平成１８年９月２９日（金）午後６時０５分～７時１０分 

【場 所】 厚田支所 ２階会議室 

【出席者】 菅原会長、加納委員、河合委員、桐山委員、小林委員、柴田委員、高橋委員、 

長委員、八木沼委員 

     （佐藤副会長、小野寺委員、上山委員、笹木委員、畑中委員、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 

【議 題】 (1) 地域振興事業について 

  ・スポーツの振興について 

(2) その他 

【資 料】 資料１：発足線運行形態変更内容 

      資料２：コミュニティビジネス創出セミナー開催案内（チラシ） 

 

１．開会 

○熊谷課長：第５回地域協議会を開催いたします。本日の出席者ですけども１５名中ただ今８名と

なっております。佐藤副会長、笹木委員、畑中委員、藤田委員、小野寺委員につきましては本日事

情があるということで欠席の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：おばんでございます。皆さま何かとお忙しい中、また日も大変短くなりました、そん

な中この第５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。若干出席者が少ないで

すが今後の協議会のあり方も考えなければならないのかなと感じております。いずれにいたしまし

ても、今年度に入りまして第５回でありますので、いろいろと取組みを図ってきた中で、なかなか

次の手が見出せないという状況がございます。しかしながら、それらも含めて一点こちらから提案

する部分がございますので、協議いただきながら次の手を打つ段取りもさせていただくと、そんな

協議会にさせていただきます。 

 

２．地域振興事業について 

 (1) スポーツの振興について 

○熊谷課長：それではスポーツ振興について、これは経過報告という形で説明させていただきたい

と思います。 

 去る９月１９日に開催されました５連の会長会議についてですが、その会議の中では「スポーツ

振興については負担があり、地域においても負担ができない」ということでありました。また「資

金以外のことであれば協力する」という結論に達しております。１０月４日に体振のほうで会合を

開きまして、このスポーツ振興について区全体で行うのか、それとも各体振で行うのかといった協

議をする予定となっており、各自治連合会では、「その推移を見ながら方向性を導いていきたい」と

いうことになっております。 

 行政としましては、来年度以降、基金を使ったスポーツ振興をしていきたいということで検討を
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しております。以上、簡単ではございますが報告いたします。 

○菅原会長：ただ今、いろいろと協議いただきましたスポーツの振興でございますが、今まで合併

前に体振で取り組んできた健康スポーツフェスティバルなどですね、これを自治会でやれないだろ

うかという協議をしてきたところです。連合会長さんにもご相談申し上げてきたわけですが、今お

聞きしますと、先日集まられたときにそれらを議題として取り組んだということでありますが、資

金の拠出は無理であるということでありますね、その他の協力はできるということでありますので、

体振が主体的にそれらを動かしてできるのか、地域振興基金を用いた取組みを図ることができるの

だろうか、もうちょっと深く検討していきたいなと思います。 

 体振のほうとしてはどんな雰囲気なんですか。 

○河合委員：厚田の体育振興は、今までどおりの事業はやる。 

○菅原会長：やるにしても資金的な部分はどうなってるんですか。 

○河合委員：自治会の中の体育振興部ということで、体育振興会を作ってます。新年度からは自治

会のほうから、一人いくらということで集めてやります。 

○菅原会長：５連の会議の中で、５人全員が資金的に無理だってなったのかい。 

○熊谷課長：いえ、一部負担ができないという連合会があったということです。 

○河合委員：うちの自治会は体振にお金を出しているし、それは望来も聚富もどこの自治会も同じ

なんだけど、その分については今までどおり体振にお金はくれるそうです。今までは５万。ただそ

れだけでは一つになっては競技ができないと、自分たちの地域におけるスポーツ振興はできるけど。

それ以上になるとある程度の資金がないとできない。 

○谷本区長：どんなスポーツをやって、どれだけの資金が必要なのかというそこら辺の部分は出て

いるんだろうか。 

○河合委員：厚田でいえば、ソフトボール、ラジオ体操、ミニバレーボールの三つをやっている。

これは自治会からもらってる部分でやっているが、これ以上の全体が一つになっての競技がしたと

いうことで、それなら自治会はお金を出せないよとなっている。そんなに余分なお金はもらってな

いので。 

○菅原会長：お金がないからできないということで、お金があればできるということかい。 

○河合委員：そう、各体振はできるっていう意見さ。聚富もそうさ、自分たちの地域では今までど

おりできるんだけど、一つにまとまってやる部分までのお金がないということ。 

○谷本区長：皆それぞれの地域では何かやろうとしてるのかい。 

○河合委員：そう、もう既に終わったところもあるし、うちらのところはソフトボール、ラジオ体

操は終わって、これからミニバレーの大会をやるけど、これは自分たちの地域だけでやっているも

のだから。それ以上やるったらやっぱり１０万以上の金がかかるでしょ。 

○谷本区長：どれくらいかかるの。 

○河合委員：要は何をやるかということなんだよね。ソフトボールだけやって、ジュースも何も出

さないとなれば、どれだけの人が集まるのかもわからなし。 

○谷本区長：懇親を含めたことをやろうとするから金がかかるということ。ソフトボールやった後

に肉焼いて食べたよとかね。 

○河合委員：そういうこと、うちらの場合はなんぼか負担金集めてやってるけどね。 

○谷本区長：まちづくり基金を使うとしても、その飲み食いには使えないからね、賞状だとかそう

いったものになら使うことは可能だと思うけども。 
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 厚田村の時代のときに健康スポーツフェスティバルっていうのをやってたけれども、ああいった

形の中で、終わった後に焼肉をやって懇親ということでやってきたけれども、その後段は別にして

も前段のスポーツの部分である程度できないものかと。 

○長委員：その部分でいうと、あまり金はかからないんだよね。会場費取られるわけでもないし、

保険かけたりぐらいだろうし、そのくらいだったら地域の自治会活動の中でもできるんだろうけど、

最終的には皆が「やって良かったね」という気持ちにならなきゃね、その辺の費用の捻出がうまく

できないよとなればなかなか難しいんでね。やっぱり体育振興だけじゃなくて食の部分の料理を持

ち寄って品評会や試食会をやるとか、合わせてミニバレーボールをやるとか、そういったふうにや

れば皆で総合的にできるのかもしれないけど。スポーツ振興だけだとなかなか人が集まるのにも限

度があるだろうし。 

○河合委員：ミニバレーについては、学校開放で毎週木曜日に集まって練習したりしてるけど、そ

れは体振が残ってるからできるんであって、体振がなくなったら体育館貸してもらえないから、一

応体振のほうで学校会に申し込んでるからね。 

○長委員：どうしてもお金を使うとなれば、ソフトボールでもミニバレーでもそれなりのコーチみ

たいな人を呼んでレッスンをするとか、そんなことであれば費用の捻出ができるのかもしれないけ

どね。 

○唐澤部長：今、長さんが言われたように、スポーツ関係だけでしたら金なんてそんなにかからな

いでしょうね。食の部分とどうにかジョイントさせるというか、終わってから各家庭の料理を持ち

寄ったり、自分のところで作っている野菜などを持ち寄ったりとか、基金を使わなくても区民の皆

さんのボランティアなど気持ちの部分で大会を盛り上げていくことは十分可能だという認識ではい

るんですよね。 

○菅原会長：お年寄りも参加するとなれば、送迎するバスなども用意するのに金がかかるでしょう

し。 

○長委員：足代とか保険とかね。 

○河合委員：保険代自体はそんなに高いもんじゃないから。 

○唐澤部長：あとは、大会に参加するときに３００円でも５００円でも参加費をいただいたり、そ

れには豚汁を食べる分も含まれてますよと。そういった形でやればそんなにお金はかからないと思

いますよね。 

○谷本区長：３００円でも５００円でも参加費を出して参加すというのは難しいのかな。参加料出

してまで行くというのは。 

○八木沼委員：金出してまで参加するとなればやっぱりね。 

○河合委員：自治会からは決まった分しかもらえないから、何かやるといえばやっぱり少しでも参

加費をもらってるんだよね。 

○谷本区長：バスはどうなんだ、利用できるのかい。 

○熊谷課長：使えます。 

○河合委員：冬のスポーツとしてスキー大会もやりたい。商工青年部などからもいろんなもの出し

てもらってるしね。 

○八木沼委員：今まで村でやってた健康スポーツフェスティバルはどのくらいの予算でやってたの。 

○熊谷課長：５０万くらいです。 

○谷本区長：結構、飲み食いの部分やってたからね。 
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○河合委員：道スポの部分も入れたら７０万くらいかかってたんじゃないかい。 

○菅原会長：講師とか呼んで勉強とかもしてたのかい。体動かすことばっかりかい。 

○長委員：参加費を取れば出てくる人は減るんでないかと思うよね。たくさんの人に出てもらいた

いんであれば、費用負担がなければ動員とまでは行かなくても「ちょっと出てくれないか」という

ことでやりやすいんだけど。 

○唐澤部長：今、役所では、これはどこの市町村でも同じだと思うんですけど、基本的に金がない

んで、地域の皆さんがふれあうためには「それなりの自己負担は少なからずお願いしますよ」なん

です。スポーツ大会をやるにしても看板作ったり、ライン引いたり、症状も作らなきゃならないっ

てそれなりの経費がかかるんですよね。それらについては基金からお金を出すことは十分可能とい

うことで、楽しんだり食べたりとすることには少なからずご負担をお願いしますというのが今の流

れといえば流れですね、今まで行政がしてあげた部分に自己負担をお願いしますというのは、トー

タルの部分ではやはりご理解いただかなければならない部分なんです。気持ち的には、「今までやっ

てくれたのに、何でよ」という、その辺の気持ちの切替えはお願いしなきゃならない部分ですね。 

○長委員：準備をするところは結局、スポーツに関連しているスタッフだとか自治会だとか、ある

いわ役場の人でそれを手伝ってくれる人が全部ボランティアでやってくれていたから、その部分の

経費は発生していないのさ。だから残るのは食べる部分ということで。 

 今度うちらで敬老会やるんだけども、やっぱりお金がないから、あきあじ持ってきてくれたり野

菜出したりという形でやるわけですが、その辺の部分がやっぱり大きいところと違うんだよね。 

 例えば賞状なんかは、昔は達筆な方が書いたりしたんじゃないですか。 

○河合委員：今でも名前の部分だけは書くよね。１枚１００円したかな。 

○長委員：だからね、その辺の費用というのがないんだよね。 

○八木沼委員：やっぱり準備が大変だよね。 

○唐澤部長：準備のほうは役所のほうも少なからずお手伝いいたしますし、それに地域の方もね。 

○八木沼委員：今までは村の職員がやってくれていたから簡単だったけどね。 

○河合委員：今まではね、ソフトボールについては、望来の体振で全部やっていて、冬のイベント

はこっちの体振でということで手分けしてやってたの。 

○菅原会長：いろいろと意見ありましたが、なかなかこれ、最終的には協議会として資金をどうし

てあげましょうかという話しが主体になるんだけど、今までやってきたような公の金で豚汁を作る

とか、ジュースを買うとかというふうにはならないということを確認しましたので、そういう形で

ない形で応援できる体制を作るということです。それで１０月４日でしたか、体振の集まりがある

んですよね。その時にこの地域協議会の意見も踏まえていただいて、どうなってくるかですよね。 

○長委員：進め方の問題で何とかなると思うんですけど、今までボランティアでやってきたものを

なんぼか見積もってやるとか、何とかなるんじゃないですかね。 

○谷本区長：今までは、「お金は任しといて、あとは出て協力をお願いしますよ」といったスタイ

ルだったからね、今度は「体を動かして協力できる部分は協力するよ、お金のほうも協力できる部

分は協力しましょう」ということで、大分方向が変ってきてる部分があるから、後ずさりすること

もあるのかなと思うんですけどね。 

 いずれにしても、何とかね、これからは高齢化時代でなんたって健康が第一なんだから、一つ体

振にお願いして新たな出発を１９年度したいなと思ってます。 

○河合委員：うちらの考えとしては、体振はやっていけるんだよ。３万なり５万なりもらってるか
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らその範囲内でできるんだけども、それ以上の全部が集まってやるのに金がないんで。 

○菅原会長：どんな目的で何をやるかが問題なんで、後引きや懇親会やるための材料費のためとな

るとここの金は使えませんということなんで、工夫してくださいと。 

○谷本区長：副賞も場合によっては厳しいね、賞状だとかというのはいいけれども。結構制限はあ

りますが、そこをいかに工夫するかということだよね。それから自治会を含めて皆でこれから協力

をして地域活動をしていかなきゃならないんだということを一つ意識改革を含めてお願いしたいな

と思ってるんですよね。 

○菅原会長：体振の皆さんにはそういった考え方でもう一度協議いただくということなりますが、

よろしくお願いいたします。 

 

４．その他 

○菅原会長：それでは、その他で何かありますか。 

○熊谷課長：皆さんにお配りしている資料について、若干説明したいと思います。 

 まず、発足線の運行形態変更内容ということで、実は本日、新聞で報道されております。現在石

狩市では発足線と浜益区のバスについてスクールバスということで検討しております。 

 バスの位置づけについて、現在路線バスのところをスクールバスに位置づけするということです。

スクールバスとすることで交付税の対象になるということです。運行日数については、２９４日か

ら２４５日に、土曜日に運行していた分が減ります。便数については、現在の５便を６便に変更。

運行ルートについては、今まであつた中央クリニックには行ってなかったんですが、経由する形に

変更し通院者の利便性を図ることになっております。それから藤本前まで運行していたのを二股ま

でとして、それ以降については予約があった場合に対応することとしております。乗車方法は、現

在は停留所で乗り降りしてましたが、発足会館から奥については、フリー乗車区間として設定し、

家の前とかでも自由に乗り降りができるようになっております。料金については、距離に応じて金

額が設定されていましたが、定額になっております。それと今現在、７０歳以上は無料という免除

制度になってますが、これについては廃止するとしております。 

 これは検討中の案ということでして、これを持って１０月２６日に地元の説明会を開催すること

になっております。以上簡単でございますが、終わります。 

○八木沼委員：子どもの１００円って誰のこと。 

○熊谷課長：高校生については、１００円ということだそうです。 

○谷本区長：中学生以下については、スクールバスなんで無料です。 

 路線図がついてますけど、中学校から診療所を含めて発足会館まではこれらのバス停留所に止ま

りますよと、それ以降二股まではフリー乗降区間になりますと、それより奥は２軒ありますけども

予約があった場合に走りますということです。それとフリー乗降区間は、今まで停留所のあった路

線だけじゃなくて河合さんの方をぐるっと回って小林さんのほうに出てくる形になるみたいで、そ

ういった便宜も図りたいという内容です。 

○桐山委員：関連があるので言わせていただきますけども、交通システムの分科会で私座長をやっ

ております。約３ヵ月全然会合を持たなくて申し訳なく思っております。今日もこの新聞を切り取

って持ってきてるんですが、来月は必ず開催いたします。 

 ７月３１日に振興課のほうにお願いして各課のほうにこういう場合どうなるのかということで調

査してもらってます。その結果を私もらっておりますので、そんなことを含めてやりたいと思いま
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すのでよろしくお願いいたします。 

○菅原会長：日数を減らした分、便数を増やしたら運行回数というのは同じくらいなんですか。 

○谷本区長：２９４日から２４５日ですね。 

○菅原会長：それで日数が減ってるけど、便数を１便増やすでしょ。 

○谷本区長：便数を増やしても日数は変りません。 

○菅原会長：いやいや、便数で考えてさ、日数に５便かけるのと、６便かけるのとでね、回数はど

っちが多いのさ。 

○谷本区長：トータルの便数は同じですね。土曜日の５便を平日の５日間に振り分けてるだけです

ので。 

○菅原会長：了解いたしました。それでは、いいですかこの関係は、他にありますか。 

○長委員：これはあくまでも案であって、地元で説明会を行って変わる場合もあるということでい

いですよね。 

○唐澤部長：そうですね、これを案として地域説明を行ってご了解していただくと。 

○菅原会長：それでは、この件はこれくらいにしまして、次にいきましょうか。 

○高田主査：私のほうから、コミュニティビジネスセミナーを開催しますというチラシが皆さまの

お手元にあるかと思いますので、その部分について説明をさせていただきます。 

 まず、コミュニティビジネスという言葉はあまり知られていない言葉ではあると思いますけど、

これが実際どういうものなのかということが知られていないということがありまして、今回北海道

の主催で厚田区と浜益区の区民を対象にセミナーを開こうという運びとなっております。１０月１

９日、１１月９日、１１月３０日の３回開催するわけなんですが、その３回を通してコミュニティ

ビジネスとは何かという部分と、それを具体的にビジネス化といいますか事業計画を立てるという

ところまでをワークショップ形式でセミナーを行うということです。 

 コミュニティビジネスとは何かということなんですが、地域の課題とかをそういった部分を見つ

けながら、地域の資源を活用しながらビジネスということで対価を得ると、サービスを提供しなが

ら対価を得ると、そういうようなことを言っております。実際にどんなことがあるのかなというこ

とで、１回目では事例を交えながら、こういうことがコミュニティビジネスなんだという説明をし

た中で、その後に地域の課題をワークショップ形式で出し合いながら、地域の抱えている課題を掘

り起こしながら、どうやってそれを解決していくのか、というようなことを検討していく形で進め

ていくものです。 

 チラシの中断になりますが、ファシリテーターとアドバイザーということで２名の講師に来てい

ただくこととなっております。コミュニティビジネスというものをいろいろと説明いただきながら

最終的に事業計画まで結びつければということで、今回開催していきます。 

 １０月１９日、６時半からなんですが、たまたま総合計画の説明会と重なってしまってるんです

が、この中でも興味のある方がおりましたら、是非参加していただきたいと思います。現段階では

一応１１名ほど参加したいという方がおります。来年退職されるという方もおりますし、農家を経

営されてて新しいことをやりたいという想いを持ってる若者のグループですとか、あとはきのこ村

の職員なんですが障がい者をうまく活用しながら何か取り組みたいというように１１名ほど来てお

ります。是非皆さんにも都合を付けていただいて参加していただきたいと思います。以上です。 

○菅原会長：この関係について、何か質問があれば。質問されても答えようがないか。 

 地域の困りごとが有料で解決されるんですから、いいですね。美しいですねこれ、皆でやりまし
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ょうか。いずれにしましても、参加して聞いてくださいということですよね。聞くと何かがひらめ

くんでないでしょうかという。何もなければ、よろおしいですね。 

○唐澤部長：私のほうから一点だけ、総合計画の説明会のご案内なんですが、日程が重複して大変

申し訳ないんですけれども、近年の材状況をどうクリアしていくかと、石狩市的には財政健全化計

画、更には事務事業の見直しを含めて総合計画を策定いたします。この計画は来年度、１９年度か

ら２８年度の１０年間の計画となっております。市役職の担当職員から地域への説明を、先ほども

話しに出てましたが１０月１９日、午後６時３０分から総合センターのほうでお子膾ということで

すのでお知らせいたします。この計画は事務事業の見直しを含めて今年の春から行政改革推進本部

会議という市役所の中で組織立てがされてまして、一昨日の第７回の会議まで行いまして素案がで

きております。その素案について説明会と、それからパブリックコメントと私たち言っているんで

すが、市のホームページですとか、あいボードなどで皆さんにお知らせしてご意見をいただきたい

ということでそれぞれで周知しておりますので是非とも内容をお聞きになってご意見等があれば積

極的に発言いただければと思っております。スケジュール的には、来年の３月の議会で議決いただ

ければということになっております。この厳しい財政状況の中、石狩市が健全化を目指すという一

つの大きな指針でもございますので、ご意見をいただければと思います。 

○菅原会長：時間も場所もコミュニティビジネスセミナーと重なっているようですけども、説明会

のご案内ですので、この件についてはよろしいですね。次に進めます。 

○谷本区長：私のほうから最後ということで、実は新聞でもうご存知の方いるかと思いますけど、

１０月１日付の人事異動で熊谷課長が保健福祉部こども室の三つの保育園長を兼ねて出ることとな

りました。八幡町にあるくるみ保育園なんですが、その他に高岡保育園と聚富保育園の三つの保育

園長となります。これら保育園の統合を含めた大きな業務がこれからあるのかなと思って、その辺

で指名されて行くわけですけれども、これまで半年間、課長としてがんばっていただいたわけです

が、また新しい部署でがんばっていただけると思っております。それで課長の後任なんですが本庁

から来てもらえなくて、当面の間、唐沢部長が地域振興課長を兼務することになりましたのでご報

告をさせていただきました。 

○熊谷課長：大変短い間でしたけども、大変お世話になりました。私もがんばっていきたいと思い

ますので、これからもよろしくお願いいたします。 

○長委員：会長ちょっとよろしいですか。実は皆さんにご案内したいことがありまして、古潭の自

治会と高砂クラブとボランティアの会で１０月１日に敬老そば祭りという名前で、お年寄りを中心

に集まっていただいて、あきあじを串にさして炭火で焼く料理だとか、私に役が当たってるんです

けどそばを打ったりとか、地元で取れた野菜でてんぷらを作るということで、地元にあるものを使

ってお年寄りたちと一緒に交流をしようということを考えております。本当は皆さんにご案内しな

きゃならなかったんですけど、谷本区長のほうへはご案内させていただいたんですが、市長も何と

か都合つけてもらってという話しもしてありましたし、食の博物館のずっと前前前段階なんですけ

ど、そういったことの足がかりになればいいなと思ってね。皆さんも是非時間がありましたら１日

の１２時から１４時までやっておりますので、当然お金はいただきません。一応自治会のほうの予

算と高砂クラブからは足りない分を見ますよということで、費用負担をして行います。皆さん気軽

にお越しいただければと思います。ただアルコール類はございませんので。最近特に飲酒運転等厳

しいですので、どうしても飲みたいという方はワンカップを持参して来ていただければ。場所は古

潭会館です。昔のふれあいセンターのほうでやります。 
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○谷本区長：これは会館の中でやるのかい。 

○長委員：魚は外で焼いて、中に持ち込んでという形ですね。どうしてもお手伝いしたいというこ

とであれば、焼いてもらっても結構ですし。 

○谷本区長：わかりました。 

○熊谷課長：それでは来月の日程を決めたいと思います。 

（調整中） 

○菅原会長：次回は、１０月２０日、金曜日、午後６時から厚田支所で開催いたします。 

○桐山委員：交通システムの分科会のほうも日程決めておきたいと思います。 

（調整中） 

○桐山委員：それでは、１０月１６日、月曜日、午後６時から望来コミセンで開催いたします。 

 

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よろしいですか。大変スピーディーな話

し合いをしていただきましてお礼申し上げます。次回１０月の協議会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。 

 

 

 

 

 

平成１８年１０月２０日議事録確定 

 

                               石狩市厚田区地域協議会 

 

                                 会長     


