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平成１８年度第３回石狩市厚田区地域協議会 

 

【日 時】 平成１８年７月２８日（金）午後６時５０分～８時４０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、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、藤田委員、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 

  ・グリーンツーリズムについて 

  ・恋人の聖地（厚田公園）について 

(2) その他 

【資 料】 資料１ グリーンツーリズムについて（新聞切抜） 

    資料２ グリーンツーリズムってなんだろう？ 

    資料３ 恋人の聖地プロジェクト 

 

１．開会 

○熊谷課長：第３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１０名となっ

ております。事務局には佐藤副会長、小野寺委員、畑中委員、笹木委員からは都合が悪いというこ

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：私の都合で開会時間が遅れまして申し訳ございません。大変お忙しい中、お集まりい

ただきましたことをお礼申し上げます。若干出席数が少なくなっておりまして、今後もこの運営の

在り方をもう少し考えなければなという気もしますが、いずれにしましてもそれぞれ仕事を持ちな

がらの委員でございますから、その辺はお互いに了解しながら進めなければならないとも思ってお

ります。 

 今日は二点ほど提案されているものがございます。後ほどご審議いただくことと合わせまして、

前回自治連合会との懇談会をやりまして、スポーツ振興について考え方を整理していただくという

提案をしたところでございまして、自治会もそのことに沿って協議されていることと思います。そ

の結果等についても、後ほど事務局からお聞きしまして、その後の取扱いについても検討していき

たいと思っております。 

 それらの件について、十分なご審議を賜りますことをお願い申し上げまして開会のあいさつとい

たします。 

○熊谷課長：皆様方のお手元に「これからのコミュニティ」という冊子が配られていると思います。

今後の地域協議会の活動の中で活用していっていただきたいと思います。 

 

２．地域振興事業について 

 (1) グリーンツーリズムについて 

○菅原会長：それでは、今日の議題に入りますが、グリーンツーリズムについては、長委員からの
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発議案件となっておりますので、長委員からそれらの考え方なりあればお願いしたいと思います。 

○長委員：今日手元にルートプレスという新聞があります。最近、用事があって道内をよく走って

おりまして、北竜町の道の駅にあったものを持ってきたんですが、道の駅ではその地域の農産物な

どを売っているところがかなりあるんで、出て歩いたときは道の駅にはかなり寄っているんです。 

そういったことで都市と田舎の交流を盛んにしていこうという動きがあちこちで起きているんだと

思います。 

 もう一つは、浜益の地域協議会で長沼町ですか、長沼町は今、スローフード運動だとか、あるい

は修学旅行生を農村にホームステイさせるなど、いろんな形でグリーンツーリズム的な動きがあり

ますので、そこへ研修に行かれたということを聞いております。 

是非厚田でもこういった運動を盛んにしていったらいいのではないかと思ってるんですが、ただ

どういったことをやったらいいのかということがわからないので、できれば皆さんと協議しなけれ

ばならないんでしょうけど、一回勉強会みたいな形で、その道の専門家を呼んで、協議会が中心に

なるのか、どこが中心になるのかわかりませんが、私たちも含めて地域の人たちが何か勉強するよ

うな場所や機会をつくれたらどうだろうかと。その中で以前に「食の博物館」という資料を配らせ

ていただいたんですけども、ただ話しを聞くだけじゃなくて、それぞれ自分のところの自慢の味っ

てものを一品、二品持ち寄ってみるということができたらどうだろうかと。 

 先般、テレビでニシンのおから漬けでしたかね、作っている人がいるといったことも見聞きした

もんで、そういうようにいろんなものがあるんじゃないかなと思ってるんです。そういったことで

フォーラムというか勉強会というか発表会というか、何かそういった場がもてたらいいなと思って

提案したいと思います。 

○菅原会長：ただ今、長委員からグリーンツーリズムについてということで、具体的には都市と農

山漁村との交流、共生ですか、そういった観点から隣の浜益区の委員が長沼町で取り組んでること

について研修したというニュースもあるということですが、当地域としては、それらに精通された

方の講師等を呼んで勉強してはどうかといった提案だったと思います。その他参集範囲については、

地域協議会のメンバー、またそれらに賛同されるメンバーも参集していいのではないかと、その折

に前々から出ている食の文化の関係で、地域の特色を持った食材を持ち寄ってというような提案で

ございましたが、これについて皆さんのご意見を伺いたいと思います。 

○熊谷課長：今、皆さんのほうに配っている資料ですが、「グリーンツーリズムってなんだろう」

っていう資料です。 

 グリーンツーリズムというのは、まだ一般的に知られていない言葉ですが、簡単に言うと農山漁

村などに長く滞在し、農林漁業体験やその地域の自然や文化に触れ、地元の人々との交流を楽しむ

こととなっております。 

 農林漁業体験民宿とはということで、都会に暮らす人々が、地方の農家や林家、漁家に滞在して、

農山漁村の仕事や生活を実感・体験できる宿泊施設、これが体験民宿ということです。正式名称は

「農林漁業体験民宿」といい、豊かな自然環境を守りながら、訪れた人々に、様々な農林漁業作業

の機会を提供することによって、物を造り育てていくことの大切さや収穫の喜びなどを、実際に味

わってもらうといことになってます。 

体験民宿は、いわばグリーン・ツーリズムの拠点であり、利用者にとって第二の故郷となります。

体験民宿で用意されている体験メニューには様々なものがあり、利用者はそれぞれが希望する体験

メニューを選んでから宿泊場所を決めていくこととなります。 
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その裏面になりますが、北海道では１３市町、１６箇所で体験民宿が実施されております。 

○菅原会長：説明が終わりましたが、皆さん大体イメージわきますよね。ただ現実的にどういった

取組みになるのかということがありますけども、そこで長さんからは共通の認識を持つためには、

そういったことを実際に手掛けている方なり、精通している方に来ていただけるならば、「まずは学

習から入りませんか」ということですが、長さん、そういうことでよろしいですよね。 

○谷本区長：本来、そういった勉強は我々も必要だとは思うんだけども、食ということも含めてや

っていくということで、何か実行委員会的なものが組織できないかなと思ってるんですよ。その実

行委員会が年間計画で「こういった事業したい」、「勉強会をしたい」だとか、「食事を持ち寄った集

会をしたい」だとか、そういった計画を作って、「会費は取るけども足りないんで基金を使わせてほ

しい」だとか、実行委員会から地域協議会のほうへ「こういう事業計画になってます、しかし収支

はこうなんでお金が足りません」と、「３年の間に、こういう形でやっていって、最終的に地場産品

を都市との交流の中でこう消費していくのが目的なんですよ」というようなね、まずは実行委員会

を立ち上げれないのかなと。 

 スポーツの振興もそうなんですが、支所の生涯学習課と深く関わってくると思うんですよ。課長

も主査も地域に入りながらいろいろと事業をやっているんで、その辺で私も栗谷君と話している部

分があって、長さんとも話し合った中で、来年に向けて実行委員会を立ち上げるというのはどうな

のかなと、そういった方法も一つかなと思っているんですが、どうでしょうかね。 

 この協議会が実行委員会になるわけじゃないですから、その辺の仕分けをきちっと。我々、協議

会として勉強することや参加することはいいけれども、実行委員会になるわけじゃないですから、

何か組織を作れないかなと。 

 例えば新しい婦人団体の組織が立ち上がったみたいですけど、そういったグループだとか、ボラ

ンティアだとか、そういった団体と生涯学習課のほうとも連携を取りながら一緒になってやってい

く。委員は一市民として一緒にやって行くという形になると思うんですよ。その辺を長さんに骨を

おってもらえないかなと思ってるんですけど。 

○菅原会長：休憩いたします。 

（休憩中） 

○菅原会長：再開いたします。整理といたしましては、これらを志向する方々の集まりが実行隊と

して進めるように、支所としてもバックアップしていきますということです。長さん、よろしいで

しょうか。まずは下準備をしていただいて始めていきましょう。 

 この関係はこの辺でよろしいですね。 

 

 (2) 恋人の聖地（厚田公園）について 

○菅原会長：それでは、次に進みます。恋人の聖地についてでございます。事務局説明お願いしま

す。 

○熊谷課長：資料の説明をさせていただきます。 

 これにつきましては、ＮＰＯ法人地域活性化支援センター、本部は静岡市にあります。全国の地

域活性化プロジェクトとして、１８年４月１日より恋人の聖地プロジェクトの展開を正式にスター

トしております。ファッションデザイナーの桂由美さんと連携し、結婚を現実として夢見ることの

できる若いカップルを育ててゆくことを目的に、少子化対策と地域の活性化対策の一環として、各

地域の自治体や企業の協力のもと、各地域の出会いと結婚の象徴として「恋人の聖地」ということ
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で、約１００箇所を選定するということになっております。 

 当石狩市においても、観光客来訪の促進、または観光作りの戦略として、愛を誓い合いプロポー

ズをするに相応しいスポットを全国から選定するプロジェクトに厚田公園展望台をノミネートしま

した。愛を誓い合う観光スポットを石狩から誕生させて、地域経済への波及効果、観光産業の創出

などを目的としております。これについては、６月１４日に申請をしまして、７月１日に認定され

ております。この前の認定のときに全国で２１箇所が認定されておりまして、今回の認定を含めて

３０箇所となっております。 

 認定時の初期投資ということで設備関係の部分がありますけれども、銘板設置とインターネット

維持管理で約２３万円がかかり、市観光協会で負担することとしております。幸せの鐘については、

石狩市ライオンズクラブから寄贈されることとなっております。それから、建物が結構古くなって

いまして補修が必要な状態になっております。天板ブロックの補修を生活環境部で持っている補修

費の中から対応いたします。誘導看板については、経済部で持っている予算で設置します。 

最後に展望台の補修ということで、資料の裏面になります、白黒で見にくいと思いますが、右上

の写真中央の丸い部分には、ステンドグラスが入っているのですが、石を投げて割ったのかどうか

わかりませんけども、かなり割れていて、補修に結構な費用がかかります。現時点では予算の関係

もありますので、すぐに直すのは難しいということで、割れたステンドグラスを一時撤去した形で

オープンを迎えるということで考えております。詳細については、本庁と支所とで現在検討中です。 

オープニングセレモニーについては、現在８月下旬、お盆明けに開催することで調整しておりま

す。皆様方もご存知かもしれませんが、石狩の地ビールでピンクのビールが発売されるそうです。

その発表も合わせた中でセレモニーをするということです。以上でございます。 

○唐澤部長：私のほうから、若干補足させていただきたいと思います。 

 課長からは、恋人の聖地プロジェクトの主旨、概略の部分について説明させていただきましたが、

今日の地域協議会で提案させていただいた理由といいますのは、ただ今、展望台の補修の部分で説

明がありましたが、とりあえずオープニングセレモニーまでについては、生活環境部のほうである

一定程度の補修はさせていただこうと考えております。現実的にお盆前後くらいには完成して、銘

板の除幕式という形になりますけれども、それ以降の、ある意味では本格的な補修といいますか、

全国展開する施設でありますので、ある一定程度の補修をしようということを現在考えているんで

すが、その財源について、厚田区の地域づくり基金のほうから支出できたらいいなと思っておりま

して、財政当局等と打合せに入っております。 

 今日は、全道で初めて、厚田公園の展望台が認定されておりますので、是非とも観光客にたくさ

ん来ていただいて、恋人の聖地としての位置づけを全国展開したいという主旨でございますので、

財政当局との協議が整った段階で協議会にお諮りして、今概算で考えてるんですが、２、３００万

くらいになろうかと思います。その段階に改めて協議会の中でご議論いただいて進めたいなと考え

ております。地域協議会、また財政当局のヒアリングに耐えられる資料作りをしておりますので、

それができしだい、来月のなるべく早いうちに改めて臨時の地域協議会を開催させていただいて、

この関係について協議していただきたいなと考えております。とりあえずこういった状況になって

おりますのでご理解をいただいて、次回の協議会の際には「いいよ」とＧＯサインをいただければ

なと思っております。 

○菅原会長：はい、課長と部長からお話しがありましたが、恋人の聖地の関係については、経過は

今ご承知いただけたかと思いますし、なぜ地域協議会にかけたかというのは、補修整備をしなけれ
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ばならないと、かなり施設が傷んでいるようでありまして、予算化するのが難しい状況ということ

もあり、地域づくり基金を一部取り崩して使わせていただけないかという内容かと思います。皆さ

んからのご意見を伺いたいと思いますが。 

 かなり具体的に進んでいるようですね。補修等の予算も組んでいるようでありますし、「協議しよ

う」と言っていただければ、８月の前半にでも協議するような形で進めさせていただきますので、

その辺の経過も踏まえましてご意見あればお伺いいたします。 

○八木沼委員：意見ではないけども、この資料の写真は壊れた部分を写しあるのかい。厚田にいて

も展望台見たことないで申し訳ないんだけども。 

○唐澤部長：補修する部分についてご説明いたしますと、まず展望台の上に手摺が付いております。

風化しているのか、壊されたのかは確認ができないんですが、手摺の壊れている部分と壊れている

ステンドグラスの取り外しについては、生活環境部の現予算の中で行います。その状態でオープニ

ングを迎えようということです。ただ、地域協議会での議論を経ないと議会へ補正予算も出せない

ので、来月の中旬くらいまでには、ご議論いただいて、了解をいただいて、その他中の床ですとか、

入り口の石段も相当土台から傷んでいる部分もあります。資料室から上る遊歩道があるんですが、

そこの石段も部分的に本来の形をなしていないと所もあります。あとは展望台全体の清掃ですとか、

多少の塗装も含めて、現在見積もりを取っている最中であります。その部分を基金を使って補修を

したいということです。 

 写真でその部分をお見せできればよかったんですが、今日準備はしておりませんので、説明だけ

になりますけれども。 

○桐山委員：私はこの資料を見せていただいて、お話しを聞きまして、大賛成です。希望したって

なかなか望めないものですので大賛成です。そこで、市の財政もゆるくないので、予算は少ないほ

どいいんでしょうが、一部的なちょっとした補修で、２年も３年もしないうちに「また」というこ

とがないように、きちっとね、例えば２、３００万のほかにあと３００万ほどかければ当分大丈夫

だというような見通しがあるんでしたら、そうされたほうがよろしいのではないかと思いますが。 

○唐澤部長：基金を使い道について、この協議会でも説明はさせていただいているんですが、そも

そも地域の方々と協働でやることについて、支援等をするために３年が限度ではありますが補助金

を出したり、地域が自主的にやる事業について、支援をすることができるというなんです。私ども

一つの形を今作っている段階で一番悩んでいるのが、本来あの施設は厚田村が持っていた行政財産

なんですよね、その部分にこの地域づくり基金を使うということは本来の主旨からは多少ずれてい

るんです。ですので、この基金を使うためには、維持管理等も含めて地域の方々が関わっていく仕

組みづくりを前段にしなければならないんです。維持管理や運営を含めて、やはり地域が運営をし

ていく、観光協会などもありますけども、地域の方、団体なり、ボランティアの方々が恋人の聖地

である展望台を維持していくんだよ、そのために基金を使うことによって何らかのメリットを生み

出すようなことも考えなければならないですよね。その仕組みづくりを今考えていまして、財政当

局なり、皆さんにご理解いただけるようなものを今作っていると申し上げましたけれども、そうし

ないとこの基金を使うことができないものですから、行政が直すというよりも地域で補修をする、

その費用を地域で持っている基金から充てましょうということです。この仕組みづくりはもう取り

掛かっておりますけれども、なかなか難しいんです。是非とも地域の宝といいますか、全国発信す

る、観光課ではそういうふうに考えておりますので、地域が作り上げた、地域で維持する、地域で

これからもがんばっていけるような施設にしたいということでやろうとしております。ただ、財政
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当局もこういった財政状況でありますので、なかなかこの施設にお金をかけるということが認めず

らいという部分もあります。ですから理由付けといいますか、「地域がやるんだよ、だから基金を使

わせてね」という形にしようと思ってますので、補修は最低限のものにしようと、あとこれからの

維持管理等については公園の中にある施設ですので、公園との連携、あるいはボランティアの方々

に清掃なりしてもらうといったこともこれから出てくると思います。そういったことで最低限の補

修するとご理解いただきたいと思います。 

○菅原会長：いずれにいたしましても、地域づくり基金を取り崩して使うとなるといろいろと理屈

があるわけですが、一方では、こういうふうにノミネートして認められたということは、一定の整

備はしなきゃならないと、呼び水的にとりあえずは、私が発言する立場ではございませんけれども、

財政的にかなり厳しい状況ですから基金を使わせてくれと、地域と一体となった協働の中での管理

という話しでしたけれども、総合的には厚田公園そのものもきちっとした考え方をしていただかな

ければならないし、それには当然行政で一定の予算化をしていただかなければと私は思うんです。

ただ、それは将来展望の中できちっとしていただければいいのかなと。全部をボランティアという

わけにはなかなかいかないと思いますんでね。 

○谷本区長：公園というのは、今海岸環境整備事業で海浜プールを作っておりますけれども、あれ

も含めてキャンプ場のほうまでが厚田公園ということで、海浜プールは造成中なんでまだ管理には

入っておりませんが、夕日が丘からキャンプ場まではすべて指定管理者制度に基づいて公園管理組

合というのが組織されていて、そこが委託を受けて管理しております。その下で管理組合に加入し

ている厚田産業が厚田公園の管理をやっております。その中の一部が恋人の聖地の指定を受けたと

いうことです。 

 これから観光スポットとして、海岸環境も整備されておりますし、都市との交流だということで、

こういった指定を受けることで多くの人が訪れて、お金を落として行ってくれる一つの手段になる

だろうと。これは市が申請したのではなくて、石狩観光協会が申請し認定を受けているものですの

で、その辺のご理解をいただきたいと思います。ですからインターネットなどの維持管理費など年

間支出していくものは観光協会でできるだけ捻出していきますよということなんです。幸せの鐘な

どは寄贈してもらって設置してね、こういった所を回って歩くのが好きな人もおりますからそうい

った人たちをターゲットにしたり、厚田公園には多くの人が来てるんで観光スポットの一つになる

のではないかということで、恋人の聖地という名前は付いておりますけれども、多くの人に来ても

らう、そしてこれからの観光の架け橋になるというか、多く宣伝もしてもらえるのかなと思ってお

りますので、ある程度の補修をしないと、来てみたら「あそこも壊れてる、ここも壊れてる」って

言われるのも嫌なんで、市で補修できる部分は市でしたいと、そしてこういった財政状況、これか

らのまちづくりを含めて基金を使わせていただきたいということなんです。 

○長委員：先ほどの説明で大体わかったんですけれども、初期投資の部分でいろいろと内訳が書い

てありますが、基金からの支出を行うために協議会としてこれを進めますよといったことは必要な

いんですね。それは前提としてないですよね。 

 一番問題なのは維持管理ですよね。業者に管理していただいてる中の一部を管理していくという

ことが、はたしてできるのかということと、よくあるのは、望来の海岸などでもそうですが、海岸

をきれいにしようというようなボランティア団体があって、定期的に回ってごみ拾いするとか、そ

いったような仕組みができれば比較的スムーズに行くような気がするんですが、地元での対応とい

うのはなかなかきついのかなと思ったんですけど。 
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 私も春先に展望台を見てきたんですけど、ステンドグラスも壊れてますし、上の手摺も壊れてる

から危ないなとは思ったんですけど、結構大きな施設ですよね。 

○谷本区長：前は白い展望台だったんだけど、それを壊して城をイメージして洋風にね。 

○八木沼委員：一回も拝見しないで意見を言うのもあれなんだけど、中は大分広いの。 

○菅原会長：２０人やそこらは入るんじゃないですか。 

○八木沼委員：厚田の栄誉村民の写真だとか、歴史だとかを壁に貼ったらどうなんだい。 

○唐澤部長：野外なんですよ、扉がないもんで。 

○長委員：こちらの方角は積丹ですよとか、置けたとしてもその程度のものだよね。 

○菅原会長：まずは、ここが申請しまして認定されたわけですから整備をしましょうと、この部分

はよろしいですよね。そして、ここの部分をボランティアなどで管理していけるのであれば、後々

考えていきましょうと。当面は、人が来ても安全なように整備をしますと、財政的に大変なんで基

金を使わせてくださいと、要はそういうことですよね。 

 ちょっと休憩いたします。 

（休憩中） 

○菅原会長：再開いたします。今の関係はよろしいですね。場合によっては８月の前半に協議会を

開かしていただくと、そのような予定を入れておいていただき、その時には皆で展望台を見れるよ

うな時間帯を設定をして、実際に見てみるということでよろしいですね。 

 

３．その他 

○菅原会長：前回の自治会との懇談会の中で話し合いましたスポーツ振興の関係について、その後

の進捗状況がもしわかっていれば説明願いたいと思います。 

○熊谷課長：厚田の土門会長と先日話しをしましたが、８月に５連の自治会が集まって協議をする

予定で、その中で最終的な意見が出てくるということです。 

○菅原会長：休憩を入れたいと思います。 

（休憩中） 

○菅原会長：再開いたしますが、この件に関しては、関係する委員の方も積極的に自治会に働きか

けていただいて、できる限り前向きな方向に行くことを願っているものであります。 

 その他、事務局からあるようですのでお願いいたします。 

○熊谷課長：二点ほどありまして、今日資料は用意しておりませんが、厚田区で地域自治講演会と

いうものを計画しております。８月２６日、土曜日、時間のほうを皆さんに相談して決定したいと

思っておりますが、午前がいいのか、午後がいいのか、夕方がいいのか、できるだけ多くの人が集

まれる時間で行いたいので、後ほど協議していただきたいと思います。 

 場所は、みなくるで、参集範囲については、地域協議会の委員、産業団体の関係者、自治連合会

の役員、それと希望者ということにしております。講師については、北海道庁の企画振興部地域主

権局の清水敬二主幹です。元石狩市・厚田村・浜益村合併協議会の事務局次長をやっておりました。

公演の内容は、地域自治・住民自治とは何なのか、その中で求められる地域協議会の役割や地域住

民の役割について講演をしていただきたいと考えております。時間は一時間程度を予定しておりま

す。 

 それで、開催時間のほういかがいたしましょうか。 

（「夜のほうが集まる」という声あり） 
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○唐澤部長：ただ今、熊谷課長から説明いたしました自治懇談会ですが、これの主旨は、合併して

一年近くを経過した中で地域協議会の委員はもとより、市民にも合併した意義なり、地域協議会の

あり方という部分を改めて再確認といいますか、再認識といいますか、より深めていただこうとい

うことで、この合併に関わっていただいた方ですので、一時間程度でわかりやすくですね。地域協

議会の存在というものも改めて理解していただきたいという主旨でございます。 

 たった今、日程について再調整が必要な部分が出てきましたが、実施する方向で考えております

ので、改めてご連絡させていただきたいと思います。 

○菅原会長：休憩いたします。 

（休憩中） 

４．閉会 

○菅原会長：それでは、再開いたします。大変時間も遅くなりましたので、今日は終わりにしたい

と思いますが、臨時の協議会も想定されるところでございますので、その旨は是非全員の参会をお

願いいたします。できる限り皆さんと一緒に展望台でロマンスのあるひと時を過ごしたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 
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