
  

平成１８年度第１回石狩市厚田区地域協議会 

 

【日 時】 平成１８年４月２７日（木）午後６時１０分～７時５５分 

【場 所】 厚田支所 ２階会議室 

【出席者】 菅原会長、小野寺委員、桐山委員、柴田委員、畑中委員、河合委員、八木沼委員、 

高橋委員、長委員、小林委員 

     （佐藤副会長、上山委員、笹木委員、藤田委員、加納委員は欠席） 

【傍聴者】 ３人 

【議 題】 (1) 地域振興事業について 

  ・交通システムの研究 

(2) その他 

【資 料】 資料１ 厚田区内を走る市有バスの利用状況ほか 

    資料２ 石狩市福祉有償運送等運営協議会設置要綱ほか 

 

１．開会 

○熊谷課長：第１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８名、上山委

員、藤田委員、笹木委員については連絡をいただいております。それでは菅原会長のほうからあい

さつをお願いいたします。 

○菅原会長：平成１８年度第１回目の厚田区地域協議会の開催でございますが、委員の皆さん大変

お忙しい中お集まりいただきまして大変ありがとうございます。若干出席の状況が悪いわけでござ

いますが、ご案内の時間ですので始めさせていただきます。 

 前回と前々回の協議会では、厚田の過疎地における交通システムを研究していこうということを

課題に進めてきたわけでございますが、これにつきましては今回、事務局に資料も用意していただ

いておりますし、望来より南の地区の委員におかれましては、より具体に詰めていただいていると

いうことで、それら意見も聞きながら今日はある程度目途をつけた方向で進めていきたいなと考え

ております。 

 また、平成１８年度の活動等ございますが、予算等につきましては差し戻し等ありましたけども、

一定の事業を保ったということであります。今の時期になりますと平成１９年度に向けての新しい

取り組みについて早めに検討すべきでないかと考えておりますので、その辺一つご理解いただきな

がら本日の協議会よろしくお願いいたします。 

 

２．地域振興事業について 

○熊谷課長：それでは前回の協議会の中で厚田区におけるバスの利用状況はどうなっているのかと

いう意見がありまして、資料を作りましたので中村主任のほうから説明させていただきますのでよ

ろしくお願いします。 

○中村主任：私のほうからＡ３版の資料について説明いたします。この資料は厚田区内を走る市有

バスとみよし園のデイサービスバスを含めた９台のバスについて、いつ、どこで、どのように使わ

れているのかを一覧表にしたものです。この中で一番右の欄の運行ルート・時間の特徴というとこ

ろで固定と流動の２パターンに分けておりますが、固定というのは、ルート、時間が定まっている
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もの、流動というのは、利用者によってルートに変更が生じるものとご理解願います。 

 次のページからの地図の説明ですが、主な公共施設について載せております。北部①と南部①で

１セットになりまして、過疎バス、医療機関送迎バス、保育園送迎バスの三つの路線を載せており

ます。また、国道から離れた地区の人口と世帯数も載せております。この人口と世帯数については、

現在の住基システムでは駐在区など地区ごとの人口などが出せないため、合併直前の平成１７年９

月３０日現在の数値となっております。 

 次に北部②と南部②の説明ですけども、こちらはスクールバスの路線を載せております。スクー

ルバス路線を見る際に一点注意願いたいのですが、例えば南部②のほうの聚富スクールバスをご覧

ください。水色の実線で示してありますが、１回の運行でこの水色の部分を全て走るというもので

はなく、国道より海側を走る便、山側を走る便、あるいはトーメン団地まで行く便など、特に下校

時については、１台のバスで３便から４便に分けて走っております。望来や厚田のスクールバスに

ついても聚富ほど多くはありませんが、同じ状況で走っております。 

 その他の資料としまして、民間バスの時刻表と過疎バスの時刻表を付けております。簡単ですが

以上で終わります。 

○菅原会長：これら交通システムについては、過疎バスなり、医療バスなり、スクールバスなどの

目的を越えて一般の方も利用できる方法がないだろうかということが課題だったかと思います。 

 まずこの資料に質問等があればお受けいたします。意見でも結構でございます。 

○柴田委員：南部①の資料で、正利冠と桂沢地区に医療バスが走っているんですが、これは何曜日

に走ってるんですか。 

○中村主任：火曜日と木曜日、どちらも両地区を走っているということです。前はどちらかという

ことで、火曜日に正利冠だとしたら、木曜日に桂沢ということだったらしいですが、今はどちらも

入ってるということでした。 

○桐山委員：いや、そうではないよ。もらってる紙を持ってるけども、ちゃんと曜日を決めている

よ。 

○谷本区長：中村君、それどこから確認した。 

○中村主任：総務を通して澤田さんに確認してもらいました。 

○桐山委員：時間まできちっと入ったものをもらってますよ。 

○柴田委員：医療バスが越後沢のほうも走っていただけたらいいかなと思ったんですが。望来坂下

から正利冠に入ってると思うんですが、それを小学校側から入って越後沢を通って正利冠に抜けて

もらうと越後沢の人も乗れるのかなって思いました。 

○桐山委員：これはね、聚富のほうから来て、坂下から正利冠に入ってまた坂下へ出て来るんです

よ。 

○菅原会長：すいません、ちょっと整理させていただきますが、今ここの資料では行政が目的を持

ってこれらのバスを運行していますよということですよね。ですから前段申し上げましたように、

路線を変えるという話しよりは、このバスを利用して一般の方もこの目的以外で利用できないかと

いうことを今研究してると思うんですよ。路線を変えてくださいとなると非常に難しいのかなと。 

○谷本区長：場合によっては路線変更できないわけじゃない、合理的な活用ができるのであればい

いんです。この医療バスはトーメン団地から来ますから、正利冠へ入って、越後沢を抜けて望来小

学校へ出ると、そこから市街地へ入るとなると戻る形になりまして、診療時間の関係もありますの

でこういったスタイルになっていると理解してるんですが。 
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○菅原会長：私が申し上げたかったのは、そういうことになりますと聚富だとか古潭などもという

ことになりますし、それが可能かどうかという話しになりますんでね。 

○谷本区長：実はこの医療バスが正利冠、桂沢へ入るというのは、望来診療所があったときに、診

療所の多くのお客さんは望来の人たち、特に市街地の人、正利冠、桂沢の人たちが多く利用してい

た。聚富方面の人たちはほとんど望来、厚田診療所の利用というのはなかったんですよ。要するに

石狩、札幌の病院へ行くというのがほとんどだったんで、そういったことで望来診療所の閉所に合

わせて、この二つの沢の住民の方の足を確保してほしいというのが一つの理由でしたから聚富団体

方面だとか古潭などには入らないで、このスタイルで運行しているということなんです。 

○小野寺委員：このバスの関係ね、医療機関に行くとか、買い物に行くとかに不便だということで

この資料が出てきたと思うんですが、実際に医療送迎バスとかスクールバスを一般の人が買い物な

どに利用できるんですか。 

○谷本区長：医療バスについてはできます。乗車することは可能なんです。お年寄りも含めて今も

利用してる人はおりますので。スクールバスも可能なことは可能です。今は乗せていないだけで。

ただ乗せるとしたときに時間的なものとかコースとかが良いのかどうかということは別として、い

ずれにしても子どもたちを乗せるためコースとか考えておりますので、こっちまで延ばしてほしい

とかということになると、学校の時間などの絡みがありますので、基本は子どもたちを乗せて学校

へ送る、家へ送るというためのスクールバスですから。 

 例えば望来小学校で子どもたちを皆降ろしますと、あと一般の人たちは望来の市街まで送ります

よといった形なら良いのかもしれませんけど、途中に沢に入ってほしいとかっていうことになると

難しいのかなというのと、この表を見ると中には定員一杯の便もありますから、４５人乗りで３５

人とか４４人とかありますんでね、うまくこれらの隙間をぬって住民が利用する方向で何とか市も

考えてほしいということであれば、考えられるのかなと思うんですが。 

○八木沼委員：スクールバスは、やっぱり生徒を優先しないとダメでしょうね。 

○小野寺委員：ですからそういったことでね、生徒の送迎を主としてすると思うんですよね。そう

したら診療とか買い物とかの時間帯とは合わないと思うし、もしこれを一般の人がそういった理由

で利用したいと言ったらできるのかっていうことなんですよ。 

○谷本区長：今はスクールバスにも乗せるということが市としてなり方針を出せば可能ということ

です。今は乗せてはいませんけども。 

○菅原会長：市が運行しているバスを利用できるのかっていうことは、そういった目的を持てば利

用できるということですね。 

 皆さんのお手元に石狩市福祉有償運送等運営協議会設置要綱がございますよね、これが何かポイ

ントかなと思っているんですが。 

○桐山委員：私ね、この経緯というか、傍聴に行ったり、市のほうへ行けば情報公開がされている

ようなので機会があったら行ってみようとは思ってるんですが、この点について概略を説明してい

ただけませんか。 

○菅原会長：まずどなたかに説明いただいて認識しないと。 

○桐山委員：何回開かれて、どの程度まで行っているのかなど。 

○熊谷課長：申し訳ないんですが、この協議会については会議が開かれてるんですけどホームペー

ジに議事録が載ってないんですよ。市役所の情報公開コーナーには既に備え付けられてるとは思う

んですが私どももまだ見てないんですよ。 
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○八木沼委員：ちょっと解釈のほうで聞きたいんだけど、特定非営利法人っていったらボランティ

アみたいなものでしょ。有償運送っていうことはお金を取るんだよね。金を取りますよ、ボランテ

ィアですよって、何かの許可が。 

○菅原会長：法人といっても営利を目的としない法人ですけど、だけど実費がかかるものはきちっ

といただきますよと、株式会社とかは営利を目的としてますので。 

○八木沼委員：これ団体となってますけども、厚田なり望来なりにそういったことをやってくれる

方がいれば小回りが利いて良いですよね。 

○高橋委員：医療バスの路線を見て思ったんですが、中央バスと同じところを走るのは問題はない

んでしょうか。 

○谷本区長：問題はないです。料金を取るとなると届出許可が必要になるんですよ。無償ですから

問題はないです。 

○高橋委員：有償にすると問題が出てくるんですね。 

○谷本区長：道路運送法に関係してきます。昔は許可でしたが今は届出を必要とするのかな。 

○高橋委員：医療バスの路線を変更できると結構うまくいかないかなって思うんですけど。 

○菅原会長：そこはちょっと触れないほうがいいですよ。 

○高橋委員：中央バス路線と重複しない形で走らせるってできないのかなって。 

○谷本区長：厚田の地形は循環する地形じゃないんですよね、一本路線ですから。平行して道道が

走っているなら循環しますよとか考えられるんですが、非常に行政的にも効率の悪い地形ですよね。 

 患者を乗せてということが基本ですから、できるだけ早く病院へ連れて行ってあげるということ

が、救急車ではないですけども、そういったことが基本となっているので最短距離でね。ただ先ほ

ども言いましたように望来診療所の閉所に伴って望来地域の方の利便を図るため沢の２地域に入る

という形でやってきたということです。 

○長委員：遅れて来ましたんでちょっととんちんかんなことになるかもしれませんけど、中央バス

が走っている路線に出るまでが大変なんですよね。さっきのＮＰＯ法人とかありましたけど、等と

付いてますからＮＰＯ法人でなくてもいいのかなと解釈をしてるんですけども。先ほど会長の話し

でここにポイントがありそうだねってあったように、大きなバスで古潭の沢や正利冠の沢を走ると

いうのはなかなか大変なんでね、何かその辺の道筋というか、良いアイデアが行政のほうで出ない

もんですかね。 

 厚田区には、元は社会福祉協議会があったけどなくなってしまったんで、うまく何かの形でやっ

て、それに対して基金のほうからいくらかでも助成してあげて、有償なんだけどもそんなに高くな

い料金で乗れるみたいなことができれば。 

○谷本区長：基金を使うのは結構なんですけども、例えば１年なり２年なりモデル的に運行してみ

ましょうということで、運営費の一部について基金を使って補助しましょうということであればい

いんですが、ずっとというのは基金の使い方としてはダメなもんですから、その辺は考えてやらな

きゃならないのかなって。 

○長委員：ですからね、とりあえず基金を使って３年なら３年区切ってやってみてね、その後は基

金じゃなくて市の行政サービスという形の中でお願いをしていくという。確かに市自体はお金がな

くて厳しいっていうのはわかってはいるんだけども、段々枝沢のほうから人が減っていくというこ

とは、この厚田区の中で過疎化というのがかなり拍車がかかるような気がするんですよね。そうい

ったところで歯止めをしていきながら人口が増えていくのを待つというんですかね、良い状況を作
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っていくということをやっていかなければ、先行きが暗いんじゃないのかなっていう気持ちではい

るんですが。 

○谷本区長：浜益ではデマンド交通というものを検討したんだけども、どうも地域的にダメだとい

う。タクシーなりを活用するものなんですけど、私詳しくはわからないんですけど、前の日に予約

をして、玄関まで迎えに来てもらって目的地へ連れてってもらう、その時にお金を払うといったシ

ステムなんです。 

○長委員：浜益では、本職のタクシーの運転手がやっているみたいなんだけども、厚田にも一応タ

クシーあるけども運転手さんはスクールバスだとかいろいろとやってるから、いつもは走ってない

ですよね。札幌からうちに来た人が帰りたいって時に、私も忙しかったんで送れないからタクシー

でって言ったんだけど、結局ダメで私が送って行ったということがあるんですけどね。だから厚田

ってタクシー会社があるけども非常にタイミングが悪いっていうか、使いにくいというところがあ

るんでね、その辺のね。以前、あまりいいことではないんでしょうけど、白タクみたいなことをや

ってる人がいたとは聞いたことがあるんですけど、だから本当にそういったことが必要なんじゃな

いかと思うんですけどね。 

○谷本区長：ＮＰＯでもボランティアでもいいんでしょうけど、やはり最低実費分はもらわなきゃ

ならない。運転手は拘束されますよね、お客さんが来るんだか来ないんだかわからない。利用者と

いうか要望する方がどの程度いるのかね。今のうちはうちの家族が車持ってるからいいとか、農家

の忙しいときは車あっても動けないからその時は必要だとかね、時期的にも家庭的にもいろいろと

あると思うんだけども、そういった中において前にも言ってたアンケート調査をしてみようかって

のもあるんでね。 

 有償運送の協議会のその後の動きって情報入ってないの。 

○桐山委員：この後ね、私が新聞で見る限りでは、２月の新聞で改正のことが云々って出ておりま

すね。そして１８年の１０月頃に正式の施行されるんだとなってますんでね、この後にきちっと決

まったものがあると思いますよ。 

○菅原会長：いろいろと資料も出ておりますけども、基本的に福祉有償運送等運営協議会の設置ま

ではわかるんですが、中身まではちょっと把握していないと。今、桐山委員の話しですと、１０月

までには結論が出るんでないかとの話しですから、交通システムの関係ですね、この協議会で協議

するのは結構なんですが、実施団体になるということは不可能だと思うんですよ。ですから今後の

取り扱いとしましては、ここまで皆さんの関心があって地域の人も必要性を感じるのであれば、ア

ンケートを取りましょうという話しもありましたし、一定の委員の選抜隊といいましょうか、少人

数で協議していただいたほうがと思うんですよ。そしてまとまった意見を市の関係へ伝えていくと、

地域振興基金を使う使わないの話しはそれからでないかなと思うんですよ。市全体の中で考えてい

かなきゃならないことですから。不便、利便ありますから、不便地も利便地も一定のサービスを受

けられるような方向を探っていただけないかと、こういう状況があるので、こういったことが解消

されればお金をかけなくてもいいんだよとか、そういった結論を導き出していきたいんですよ。 

月に１回、この全メンバーで話し合ってもなかなか結論に至らないので、できれば今日はある程

度委員さんの中から選抜隊といいましょうか、この交通システムに限って専門的に研究していこう

と、この機会に出していただきまして、事務局とも連携を取りながら、時間に制約されない中でも

う少し深く研究していただくというのはどうかなって思っているのですが。私からの提案なんです

がどうでしょうかね。最終的にはこの全体会議で地域の意見として確認することになりますので、
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ご賛同いただければそういうことで取り扱いますが。 

（賛同する声あり） 

○菅原会長：まず、ご希望の方手を上げていただきましょうかね。 

○八木沼委員：道路運送法だとか法律絡むんで、ちょっとかじった人でないと。 

○谷本区長：今日、資料を出しておいて中身を説明できないのが大変申し訳ないんですが、法律だ

とか非常に難しい部分もありますし、場合によっては会長から言われたように分科会的にして、そ

の方たちで少し掘り下げてね、不明な点とか、法律的にも必要であるということであれば本庁の担

当課長などにご足労願って説明いただくとかしますので。 

○桐山委員：このメンバーを見ると保健福祉部長ですとか、企画財政部のプロジェクト担当課長も

入ってますよね。 

 長期展望に立って、将来に向けてのことを考えてやっているわけですから、ちょっと時間をかけ

てね、会長が言われたように。 

○菅原会長：そういうことでよろしければ、ある程度地域ごとに代表に出てもらうというのがベタ

ーなんですかね。畑中さん何かないですか。 

○畑中委員：委員がそこまでやらなきゃならないのかなと、いいよって言ってくれる方はいいんで

しょうけども、仕事を持っている方もおりますのでやれる方の範囲内でやるというふうにしかでき

ないのかなと。 

○菅原会長：そうですね、ですからまずは希望者にやっていただくと、そしてバランス的にもそれ

ぞれの地域から入っていただいたほうがいいのかなと。やはり話しがまとまりやすいのは５、６人

がいいんでしょうね。 

 聚富は高橋さんいいですか。望来は桐山さん、八木沼さん、長さんも入っていただいて、厚田か

らは河合さんどうでしょうか。いいですよね。メンバーの中で座長を決めていただいて詰めていた

だくということでどうでしょうか。 

○長委員：座長には桐山さんということで。 

○桐山委員：俺、パソコンできないからダメなんだ。 

○菅原会長：その点は事務局でつきますので大丈夫ですよ。あと日中にやるというのも可能でござ

いますので。 

○谷本区長：事務局はつきますから。必要によっては、私なり部長も入りますし、あと本庁からも

来ていただけると思いますので。 

○桐山委員：どうするの、月に１回くらいやるの。 

○菅原会長：１回でも２回でも。 

○桐山委員：ちょっと横道それますけどね、社協のほうでも、旧厚田村の社協のときに事業計画に

載せたものでこの絡みがあるんですよ。私が知ってる範囲内では、４月から１０月までは空白の期

間なんですよ。実施できない。新聞にもそう書いてあるんですよ。そんなこともあるんでというこ

とでね、社協で車を貸しますと、これ法的にどうなのかということはありますけど、保険にも入っ

てますし、そして運転手はボランティアで、油満タンにしたやつに乗せて病院まで行って帰って来

たら乗ってきた人にガソリンスタンドまで行って入れて支払いをしていただく、私らが望来からこ

こに来る交通費として１，０００円、それから女性の方にボランティアについてもらって、昼食代

の補助として一人に５００円です。ですから、一人を乗せて病院に行った場合は１，５００円と油

代を払っている。この次１日に行くんですが、どの程度になるか、あまり多くなると私らボランテ
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ィアも何人もいませんから対応しきれなくなったら困りますんで、それは強く言っておりますけど

も。そういうことをやってることはやってるんです。 

 石狩社協の考え方もこれとちょっと絡むんです。市は市のほうでいろいろとやってますから、そ

のうちにちゃんと見えるでしょうということで、暫定的にそういうことをやっているということで

す。合併前の事業ですから強く言ってこの事業だけは残していただいて。 

○高橋委員：それは介護認定を受けている人が基本なんですよね。 

○桐山委員：福祉課のほうに該当者がいて、社協の支所のほうにこの人を何月何日にどこどこ病院

にお願いしますということで、だから誰でも彼でもというのはちょっとね。はっきり言って自分で

バスに乗って行けるんでないかなという人もいるんですよ。あんまり宣伝されると対応できなくな

る。ちょっと横道それましたけども。 

○菅原会長：先ほど長さんから座長は桐山さんがよろしいのではとの話しがありましたけども、今

の話しを聞きますと非常に理解度が高いわけでありますし、桐山委員さんに一つ座長をお願いする

ということで、交通システムについては分科会的に検討いただければありがたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○熊谷課長：事務局のほうからなんですけど、会議の日程は前もってお知らせしていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○菅原会長：５名のメンバーは、会議が終わったらその辺の打合せをしていただいて事務局に報告

願います。 

 それでは次に進みますが、１９年度に向けてこの協議会としてどうあるべきかということで、実

は今日、区長と熊谷課長と若干打合せております。その中で考え方等もございますので区長のほう

からお話しをしていただきまして進めたいと思います。 

○谷本区長：会長のほうからもありましたけど、一つ交通システムについては分科会などを立ち上

げた中で検討していきましょうと、最終的には事業主体に成りえませんから市へ要望という形にな

るのかなと思いますけど、いずれにしても交通システムの取り扱いについては分科会的にやると。 

 新たに１９年度に向けて協議会としてやはり何かを見出していくという形を出発する時期に来て

るんじゃないかと、大変財政も厳しい状況の中で新年度予算編成は早ければ９月、１０月、もっと

早いのかもしれませんけど、早い時期から新年度予算編成が始まるとなると、ある程度厚田区地域

協議会として新たな部分で一つこういったことを活発的にやっていきたいというような方向性も見

出していきたいなと。 

 これまで委員さんから提案された数々の意見がありますが、その中の一つにスポーツの振興とい

う部分がありました。スポーツの振興については、現在厚田区の自治会でスポーツに関わる部とい

うんですか、そういった組織を立ち上げようという動きがあると聞こえてきております。その自治

会と連携を取ったスポーツ振興といいますか、健康づくりを含めた対応、イベントのみじゃなくて

年間を通してそういった取り組みをやっていければなと、初めはイベントで始まるのかもしれない

ですけども、自治会と連携した体育振興、そして健康づくりに結びつける何かを見出していければ

なと思っております。 

 それからもう一つは、長さんのほうから食の博物館という資料をもらっておりますけども、これ

は宮城県宮崎町ですね、今は合併して加美町になっておりますけども、ここでやってる食の博物館

なんですが、要するにそれぞれのお袋の味、それから地元で取れたものを皆で持ち寄って試食をし

てみる、それを地産地消につなげていくという簡単に言うとこういったものなんですが、それらを
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一つ参考にして、今これからの厚田区、浜益区を含めて観光産業として何かを見出していきたいと

いうのは市全体の部分ですし、観光の基本計画をこれから策定しようとしてますので、それに結び

つけるような何かを見出していければなと思ってます。したがって、この地産地消を含めたもので

今厚田区で考えられているものは朝市、それと連携した海岸環境、海浜プールを作ってますのでど

う活用するかという問題、小谷地区のふるさとの森、リゾート用地を厚田村の時代に買って、今石

狩でそこを何とかふるさとの森にして山を作っていき海の魚を育てる方向にもつなげていきたいし、

人を集めて記念植樹的なものだとか、憩えるものにしたいとか、最近は森林セラピーと言って、森

林浴だとか健康につなげる部分がいろいろとありますので、それらと今後連携できるようなものに

していければなと思ってるんです。 

 この宮崎町の事例は、本当に簡単なところから、本当に家庭で食べて料理を持ち寄ったのがどん

どん広がっていって一つの催しになっているということですので、何かここから見出していければ

なと思ってますので、これを１９年度に向けて取り組めたらなと思ってるんですが、皆さんのご意

見を聞きたいというのが今日の提案です。 

○菅原会長：たくさん課題を持ってしまうと手を余しますのでね。 

○谷本区長：部長もたくさん夢を持っているようですので、部長のほうからも。 

○唐沢部長：今、区長のおっしゃった部分でトータルの話しになっていると思います。この地域自

治区のあり方から考えますと、区内のおじいちゃん、おばあちゃん、父さん、母さんが現にそれぞ

れ生活をされている中のものを厚田区の特徴にできたらいいなという発想があるんですね。以前に

長さんからいただいた資料の内容というのは、うちで作っている料理を、恥ずかしいという感覚は

最初はあったのかも知れないですけど、それが地域の大きな催しなり、産業のところまで行くかど

うかは別にして、それが地域のおじいちゃん、おばあちゃんから始められるというところがある意

味スムーズに行けるのかなという感覚を持っているんです。この地域協議会というのはやはり、厚

田区の住民をどうにかこう一つのものにがんばっていけるようなことにお手伝いする組織だと思い

ます。 

食の博物館はこれを参考にしてということなんですが、これと同じことをしても意味がありませ

んので、これに近いものを厚田区の一つの大きなものにできればいいなという感覚ではいるんです

けども、いろいろな形で地域の代弁者でもありますので、皆さんにご意見いただきながら、地域の

おじいちゃん、おばあちゃんの意見を聞きながら、これに類したようなことができればいいなと思

っております。 

○菅原会長：昨年の１０月以降、この地域協議会ができまして、いろいろな意見の中で私も実は自

治連合会とどう連携を取っていくかと、その中でそれぞれの地域の文化があるわけですよね、それ

らは尊重しながら共通したもので地域がどうしたらよいか考えていく。聞きますと自治連合会もき

ちっとした形ができたようでございますので、早速それらの方々と一回打合せいたしまして、また

皆さんと懇談できればと思っております。 

 課題として出ておりました旧厚田村にありました体育振興会、これらの復活と言いましょうか、

構築していただきたいという意見が数多くありましたので、今区長からお話しがありましたけども、

健康づくりを含むという観点は大事なことだと思いますので区民全員が参加できるような形態のス

ポーツ振興の組織ができればなと、これはやはり自治会が中心に一つ、五つの自治連合会がござい

ますから、その中で連携を取りながら同じ形態でできるような形を作っていただきたいなと思いま

す。その支援として一定の地域振興基金の活用があってもいいのではないかなと思っております。
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そういったことで今後取り進めさせていただきたいと。 

 もう一つ、食の博物館ということで長さんから出ていた意見ですけども、私もこれを見ましてユ

ニークな発想の中で、それが一つの地域の食文化というものを広くアピールしながらね、そういっ

た発想を持ってやっていくことは非常に大切なことだと思いますし、それに付随した一定の事業形

態に支援していければいいんじゃないかなと思います。 

 以上が区としての地域がどうあるべきかという事業の発想とそれを応援していけるような協議会

であっていいんじゃないかなと思っております。 

 地域協議会としましては、地域を元気付かせてどう発展させるか、振興させるかを観点に整理し

ながら進めていくことと同時に、その中で資金源はどうあるべきかということを更に検証しながら

必要があれば基金の活用もあっていいと、ですから地域振興基金ありきでないよというところを皆

さんで踏まえながらやりましょう。どうでしょうかね。そういったことでまずはこの２点ぐらいに

絞りましてね。皆さんからご意見あればうかがいたいと思いますが。 

○桐山委員：その他のところでも良かったんですけど、ちょっと小さい問題なんですが、助成金を

いただくような話しになるかと思いますが、活性化していくといいますか、いろんな団体がありま

すけども非常に困っていることがありまして、コピー機の問題なんですけどね、例えばうちらのと

ころには老人会もあり、今度地区社協も来ました、ボランティアもあります、連合会もあります、

何かをするというときに通知を出す、一回一回セイコーマートまで行きまして１００円ぐらいなら

いいんですけどね、総会とかになりましたら相当な部数になるんですよ。支所とかそういうのがあ

ればいいんでしょうけど、それにしたって予算がありますからね。 

 私のところ今地区社協が立ち上がりまして、何枚ものものを何十部も作るとなりますとそういっ

たことに非常にね、それを予算で見ればいいことなんでしょうけど、コピー機が１台、例えば望来

地区にありますと老人会も使える、婦人会も使える、ボランティアも使えるって結構な団体が利用

できますんでね、１台購入していただけたら地域活性化のためになりますんで、後の維持費は私ら

がきちんと持ちますけどね、ほかの聚富とか厚田のほうはどうかわかりませんけど、それで合併し

たときに１台余ってませんかと各課に電話を入れたんですけどもないということなんで、もし許せ

るものなら望来だけじゃなくて、ほかの自治連合会からもご希望があれば購入してね、今後いろん

なことをやっていかなきゃならないときに、まず一歩からつまずいてますんでね、助成を受ける話

しで申し訳ないんですが、この度是非要望したいなと思いまして今日そのことを念頭に出てきたん

ですけどもいかがなもんでしょうか。 

○長委員：でも意外と維持費かかるよ。私はね、自治会というか地域で持つよりも、例えば望来だ

ったら小学校、中学校あるでしょ、そこでコピーしてもらって、実費という形で紙代とトナー代と

いうことで払っていったほうがいいと思う。それ以上のものを刷るんであれば印刷のほうが安いし

ね。 

○谷本区長：コピー機は機械なんで初めのうちはいいのかもしれないけど、そのうちにあそこ壊れ

た、ここ壊れたってね、だから役所では全部リースで１枚いくらという形で使った枚数でお金を払

っているんですよ。 

○桐山委員：したらセイコーマートで１０円払ったほうがいいのか。 

○長委員：いや、セイコーマートで１０円払わないで市のほうに話しをして、学校でもいいしさ、

コピーしてもらって１枚３円とか５円とか金額を決めてもらってね、そうすれば安くもなるしね、

学校使ったほうがいいような気がするな。 
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○桐山委員：もし機械を買っていただけたら、使用の度合いによって会に年間なんぼですよって維

持費を払ってもらう。 

○谷本区長：しいて言えば、今長さんが言った方式もあるけども自治会で協議していただきたい。

自治会の運営費の中でリースするのか買い取りするのかということで、ちょっとこの場ではね。今

たまたま話しが出たんで長さんみたいな一つの案もあるし。 

○長委員：古潭は学校がないからね。皆さんのところは学校があるからまだいいよ。 

○熊谷課長：今のコピー機を買うったらかなりの金額ですよ。性能的にもかなり良くなってますん

で。 

○谷本区長：これからいろんなことをやっていかなきゃならないから気持ちは良くわかりますよ。

でも自治会活動で多く使うんだったら、まず自治会のほうで考えませんかって協議していただくの

が方向かなと。 

○桐山委員：やはり機械を買っていただいて自治会が維持していこうという。 

○谷本区長：維持管理費ってね、維持するのに保守点検とかあるんですよ。 

○畑中委員：コピーって大きく二つあるんですよね、１枚使ったら使用料みたいに何円って払うメ

ンテナンスも含んだ方式と、完全に買い上げてメンテナンスとかは自前でやってくださいという方

式と二つあるんですよ。通常はみよし園もそうですけど、メンテナンス契約して１枚いくらって取

られますけど、全部ひっくるめた形でリースをするんですよね。 

○高橋委員：農協ではやってもらえないんですか。 

○長委員：農協でもやってくれるけど、セイコーマートと同じ金額だよね。 

○高橋委員：聚富の学校と農協と、本当に昔のざらばん紙みたいので印刷するときは農協にお願い

してお金払ってると思うんですけど、もっと上品にっていうときは学校にお願いしてるみたいです

が。 

○八木沼委員：話しは戻るけども、食の関係の話しが出たんで、これもやっぱりプロジェクトチー

ム作ったほうがいいんでないの。みんなでわいわいやるのもいいんだけど、ある程度ね。 

○谷本区長：スポーツの部分はですね、ある程度協議会の中で私たち資料を作りながら、皆さんの

意見をいただきながらね。実はスポーツ振興、健康づくりの場合は、地域振興課はもちろんのこと

ですけど、教育委員会の生涯学習のほうも入ってもらったり、保健福祉のほうも、保健師の話しも

聞いたりしなきゃならないし、あと自治会ともうまく連携を取っていくということもありますので、

これは協議会の中で少し詰めていって、そんなにかからないで立ち上げることが可能なのかなと。 

 例えば河合さんが自治会の役員になっているので、河合さんの意見ですとか協力をいただきなが

らものにしていきたいなと思ってるんで。 

○長委員：二つあるよね、競技スポーツの部分と健康増進のためのスポーツの部分とね、それをや

っぱりやっていかなきゃならないんだろうね。 

○小林委員：競技のほうは市の体協のほうでやるから、専門的な競技はね。 

○谷本区長：年に１回のイベントじゃなくてね、年間を通してのね。 

○菅原会長：それではスポーツ振興のほうは協議会全体で検討しまして、９月を目指してがんばり

ましょう。 

○谷本区長：地産地消の関係もね、もう少し皆さんに意見をいただいて、分科会など必要かどうか

も含めて会長とも煮詰めながらね。 

○長委員：結構範囲が広いからね、柴田さんがおっしゃったみたいにグリーンツーリズムみたいな
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ものもあるわけだし、だから食の博物館の中でいくつかパートに分けて考えてもいいと思うんだ。

もうちょっと全体的に練ってみたほうがいいのかもしれない。 

○菅原会長：いずれにしても地域協議会で実施するという話しではなくて、提案していってそうい

った芽を出していけるようにがんばるという。 

○谷本区長：組織作りをしてもらってそこに基金を投入する、やはり実行するのは実行委員会なり

そういった母体を作らなきゃダメだと思います。この協議会がやるということにはならない。 

○菅原会長：そんな整理でお考えいただいて、今提案した２点について良ければこれに絞って今年

は進めていきたいなと。 

○長委員：大まかにそれに絞ってやるけど、途中で何か地域のほうからいろいろと声が上がったと

きは、それも吸い上げて話題に載せていくというスタンスでいてくれれば私はよろしいです。 

○菅原会長：自治連合会との連携を深めていきましょうという中で、当面の目的はスポーツ振興と

いうことで、そういった要望がありましたので取り上げていきますけど、当然地域の課題なりは、

全体的に取り上げれることなのかどうかということも判断しながらやっていきたいと思います。 

○河合委員：今スポーツの話しが出たんであれなんですが、厚田の自治連合会が新しく名前も変わ

って、役員も変わって、その中で今まであったスポーツの振興をどうするんだってことで、やっぱ

りスポーツについてはなくできないだろうって、うちの自治会では体育部という部を立ち上げてい

こうと。そして５連あるわけですから、決まりしだい各連合会に行って呼びかけをして協力してい

ただきたいなと思ってます。それには今まであった体協、体振の方々にも協力してもらって、皆で

呼びかけをして５連の各連合会にも体育部を作ってもらって、支援など受けながら盛り上げてもら

ってね、これからどういった形になるかはわからないんですが、そういったことをやっていきたい

と。後で皆さんのところにお願いに回ろうかなと思っています。 

 もう一つ、スポーツ以外の関係もありまして、今まであった防犯協会が自然消滅しそうな感じな

んで、これからは一層必要だろうということで、その部分についても呼びかけをしていきたいなと。

衛生環境部については、各地区でごみの問題などいろいろとあるだろうけど、各連合会で取り組ん

でほしいなと。うちは三つの部を作ってるんですが、体育の分については早急にやろうということ

で先日の会議で決まっておりますので、来月入りしだい各連合会長さんのところにお願いに行きた

いと、そして体育部を立ち上げていきたいと思ってますので、その時はよろしくお願いいたします。 

○谷本区長：今５連って言ってるのは、発足、厚田、古潭、望来、聚富の五つの地域にある連合会

のことですので。それらが一つになった厚田区自治連合会というのもありますんで。 

○桐山委員：うちの関係を言いますと、うちも新しい体制で、部は作ってなかったんですが規約改

正をしまして体育部だけはちょっとね、絡みがあったんだけど、福祉部、環境衛生部、防犯部、総

務部で部長を置いてね、今までにない大改革をやったんだけども、予算の中では体育振興に助成し

てた分を残してもらったんですよ。なくすことはいつでもできるってね、というのは前の絡みがあ

って阿部さんだとかね、私も知ってますから。それと体育協会との絡みはないんではないか、しか

し体育振興会として必要でないのと、私非常に強調していたんです。会長さんも変わったり、体系

ががらっと変りましたんでね、部がなくても阿部さんがちょうど総務部長になってるからね。望来

のほうは一応そういった状況になっております。 

○菅原会長：是非それは連携を取って、きちっとした形を作ってもらって。 

地域協議会としましてもそれに一定の力を入れるとなると、やはり５連まとまって一定の方向性

を持って取り組んでいただくということが前提でありますので、それでなければなかなか難しいん
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で、その辺は町内会の皆さんにお願いしたいと。 

○長委員：やっぱり動くところがないとね、ただ言うだけじゃね。 

○桐山委員：望来では来年から中学校もこっちにくるわけでしょ。したら子どもたちもこっちに、

したら今年の冬にやったように親御さんも来る、好きなものったら、私豚汁食べたいからって来る

って。 

○河合委員：今までやってたいろんなイベントをね、なくせば寂しいから連合会で何とか。 

○菅原会長：ある程度まとまりましたら、事務局と一回下準備をしていただきたいと思いますので

よろしくお願いいたします。 

○畑中委員：今の話しの中で望来の生徒がこちらに来るという話しが出ましたので言いやすくなっ

たんですけども、先ほど部長さんもおじいちゃん、おばあちゃんという表現をしましたけども、お

じいちゃん、おばあちゃんという表現は子どもの目から見ての表現ですよね、要するに地域が活性

化する、スポーツで先ほど言われたように学校ぐるみでイベントに参加したりするということには、

やはり子どもたちがいないといけないんですよね。ところが今度望来の子どもたちが厚田に来ます

けども、それでも子どもたちの数的には非常に少ないわけですよね。段々減っていくと複式になる。

中学校での複式というのには厳しいものがありますので、そうなったら今度こっちの学校に来なさ

いというようなことが将来的に見えてくるんですよね。そういう意味では過疎計画の中にもあった

望来に統合中学を建てるということを地域協議会としても市に強く要望していくような形を取って、

安心して教育ができる地域を確保しておかないと、教育に不安になればやはり親としてもほかの教

育がきちんとできる地域に引っ越そうとかですね、そういった発想も出てきてしまうかなと思うん

ですよね。そういったことで是非、過疎計画にもあります望来に統合中学を建てるということを強

く要望していけたらいいのかなと思っております。 

私自信もたまたま文化協会の絡みでここにいるわけなんですが、ＰＴＡの厚田区の連絡会議とい

うのが今度できる予定なんですけども、その中で統合中学のほうを推進していく立場になるんです

が、皆さんにそういうご協力をお願いできたらということでちょっとここで話しを出させていただ

きました。以上です。 

○桐山委員：関連して、新聞にも出ましたけど、取り壊しをするのかどうかってそういったことが

出ましたよね。新しく建てるために取り壊すのかというようなことで。 

実を言いますとうちの自治連合会のほうに来賓として市長が来られましたけども、短い時間でし

たけどもちょっと質問があったわけです。今の学校問題のことで質問がありまして、今畑中さんが

言われたのと同じように以前に決められているものがありますのでね、そういう要望ということで

質問されましたが、回答としてはね、まったく望みがないと言ったほうがいいんでしょうね、例え

ば千葉県かどっかの例を出しまして、絶対必要な学校でさえ２校しか認められない、今中央の行政

はこういった行政でということで将来あそこの建物をどうするかってことについてはね、福祉の関

係で使うかどうかといったことも考慮してだとかね、まったくあそこに学校が建つというような話

しのあれは全然なかったですね。ダメとは言わない。それはそれにしても基本は基本ですから地域

協議会としてもね。 

○谷本区長：その件についてはね、正直言って非常に厳しい、協議会でそれをやっていくのは非常

に厳しいのかなと思っております。と言うのは、確かに当時は望来地区へ統合校舎をということで

話しをしてきていましたけども、今の時代、流れの中ではたしてそこへそれだけの投資をすること

が妥当なのか、ただいずれにしても望来中学校の子どもを複式だけは避けてほしいということなん
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で、とりあえず複式を避けるために１９年度から厚田中学校へ統合する。この統合することについ

ても、聚富がいいのか、厚田がいいのかという議論があったようですけども、結果的には厚田にと

いうことで決まったようであります。 

いずれにしてもそれはそれでやっていきましょうと、ただ今合併となってこういうときに、果た

してそれだけの投資をすることが妥当なのかどうかも含めて、これから全市的に考えていく時期に

来てるのではないか。このことについてはご存知かどうかわからないですけど、３月に厚田出身議

員が今１１名おりますけども、厚田会派の中でもそういう方向にすべきでないかという質問もして

るんですよね。やはり全市的に今後検討すべきだと。この前石狩市の四宮教育長ともお話しさせて

いただいたんですが、今までの流れの中では地域を含めてそういったことを理解するけども、やは

り今後は全市的にどうあるべきなのか、配置問題を含めてどうあるべきなのかを検討する、してい

く時期に来てるということです。ですから畑中さんの言うこともわかるんだけども、協議会のほう

で今までの流れがそうだから、協議会として強く要請していきましょうということについては非常

に難しいのかなと思ってますけども、もう少しこれからの流れを見定めていきたいなと思ってます。 

○畑中委員：わかるんですけど、望来のＰＴＡの中で厚田か聚富かを選ぶときには、統合中学を前

提として選んでるんですよね。ですからその時点で統合中学が望みないっていうことがはっきりわ

かっていればまた別の選択もあったんだと思うんですよ。ただその時はそういう話しではなかった

ので、そういう意味では今の話しは非常に残念な。 

○谷本区長：まだ半年かそこらしか経ってない中で地域との、要するにその部分で温度差が出てき

てるのかなというのは事実ですね。 

○畑中委員：地域協議会から全然離れて申し訳ないんですけども、例えば望みがないんだったら統

合先を厚田じゃなくて聚富にするわという意見の親御さんもいるわけなんで、それは変更は可能な

んでしょうかね。 

○谷本区長：もうできないです。議会にもかかってますので。望来中学校は平成１８年度をもって

廃止することで議決してますから。 

○畑中委員：いえいえ、廃止はいいんですけども、行く先ですね。 

○菅原会長：通学区を選択できないかということかい。 

○長委員：極端なこと言えば、親が聚富行かせるって言えば、何も反対するものはないよね。 

○谷本区長：学区というのは一応決まっているからね。 

○長委員：望来の中学校のこともそうなんだけど、うちの部落に保育園行ってる子がいるんだけど、

その子今、聚富までバスで行ってるんだ、保育園が終わったら望来の小学校に入ると思うんだよね。

そして望来の小学校終わったら厚田の中学校に行くんだよね。そういったようにすごく環境が変わ

って、付き合う人間も変っていく教育になっていくと思うんだけど、何となくいびつだなって気が

するのさ。だから地域協議会というのはそれぞれの地域の人たちの声を聴いて、この場でいろいろ

なことを申し述べて協議してくださいということだから、さっきの望来中学校の統廃合の話しもい

いと思うんだ、ここでそういった話しをしてもね。どうなんだろう、そういった中で本当に今若い

人たちが厚田に来て子どもを産んで育てていこうという気になれると思うかい。 

 うちの息子も結婚して石狩の花川に住んでるんだ。そして朝通って来てうちの仕事の手伝いした

り、隣近所の手伝いしたりしてるんだけども、特に水田農家なんかだったら極端な言い方したら、

それでいいよってなるよね。田植えして、水張って、稲刈りすればいいだけだから、水張り親父や

っとけやって、田植えと稲刈りには来るよっていうことになってしまえば、いよいよ子どものいな
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い地域になってしまうんじゃないかなってすごく心配してるんだけど、何かそこら辺で先ほどのお

年寄りの福祉バスと同じような形で、何か歯止めを考えていかなければそのままずるずるっとなっ

てしまうような気がするんだけど。どうだろう区長、何かいいアイデアないかね。 

 うちの子供にここに来いって言ったって来ないと思うんだよね、聚富の保育所行かせて、望来の

小学校行かせて、厚田の中学校行かせるんだったら、俺は花川にいるでやって言われそうな気もす

るんだよね。 

○谷本区長：昔は古潭にも人が多くて、学校もあって、そのうちに人が少なくなって、子どもが少

なくなったから廃校という形なりましたよね。だけどもどんどんお年寄りしかいないから若い人た

ち一杯呼んで住宅政策やって家を建ててという話しもありましたよね、地域でね、そして若い人が

増えたからまた学校やりますかって言ったらそうはいかないかもしれないし、非常に難しいのかな

と思いますよね。 

○長委員：なかなか振興策はしてくれなかったからね。あの時も古潭の学校がなくなる時に、その

代わりっていうわけじゃないけども、古潭に物産の施設を造ってあげるよという話しがあったんだ

けど実現しなかったし、今回の望来の中学校の閉校の記念行事に古潭の地区から出て来いといわれ

て出てるんだけども、実は小さな数字なんだ、７０万くらいの予算でやってるんだけど、その中で

市からの助成金５０万申請したんだけど２０万しか来なかった、したら４０万くらい足りないんだ

よね。じゃあ、その４０万どうしよかってことで、閉校の記念誌作ってそれを皆に２，０００円で

買ってもらおうっていう話しをしてるんだけど、それが現状なんだよね。だから本当にそれでいい

のかなっていう気がするんだよね。 

○高橋委員：学校の送迎バスのね、聚富地区がどんなふうになっているのか、子どもがいないもん

でわからないので、学校へ行って小学生の人数どのくらいいるのか聞いてみたら、今小学１年生が

５名なんですよね、だから６年後には中学１年生が５名っていうことですよね。５名だとすごくや

りにくいだろうなって。何で望来中学校が厚田のほうに行くようになったんだろうって、私その経

過が全然わからないんで、何で真ん中にして全部集められなかったんだろうって、一つあればその

うちに時代が変るかもしれないのになんでなんだろうってすごく思ったんですよ。保育園だとかの

ことは時間がなくて聞けなかったんですけど、保育園の子どもたちもきっと少ないだろうと、何年

か後には聚富の小中学校も１クラス５人か６人という時代になったら、５人でいろんな競争心があ

るのがいいかどうかは別にして、何もない教育というのもちょっと問題じゃないかなって思います

よね。 

○菅原会長：お金と子どもがいないからですね、はっきり言って。いろいろあるんだろうけども、

その時の教育長の考え方は決して否定はしませんよ。私の聞くところによると、将来望来には子ど

も何人いるんだろうと、それと学校建てるのは結構だけども今財政的に可能かどうかという問題が

あったみたいですよ、聞いたところによるとね。ですから、あそこに全部集めるだけのスペースと

建物の耐久力がないだろうと、それでは使えるところにまず集めましょうということだったと思う

んですよ。 

○谷本区長：いずれにしても、厚田の中学校に移るということは地域の人たちと話し合って、少数

の差ではあるが厚田へという希望が多くて厚田が選ばれたということで教育長から聞いてますけど

も。地域ではいろいろ論議があったでしょうし。 

○高橋委員：何年か後には聚富の中学生も厚田に通うようになるか、花川の中学校に行くようにな

るか、将来的にはきっとなるんでしょうね。 
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○谷本区長：そのことも含めてですね、これから全市的に協議、検討していきたいという方向にな

ってますから、その辺のことは私もちょっと発言できませんけど。 

○長委員：それやっぱり早くして、きちっと決めなきゃね、さっき言ったみたいなことにね。 

○谷本区長：学校の配置も含めて早くやるということは教育長も話してましたから。 

○長委員：さっき畑中さんが話してたみたいにね、決める時の前提条件が後でコロッと変るような

ことがあればね、それこそ地域の中ではすごく不満が出るんですよ。だから古潭にしたって学校が

なくなるときはそういうことやるよって話しで学校なくしたんだけど、実際そういうようにはでき

なくて今みたいな様になってるんだけど、それがなくたって今みたいな様になってるのかもしれな

いけど。そういうところがね、やっぱりしっくりいかない部分があるっていうのかな、その辺をや

っぱりこういう地域協議会ができたことだし、その辺の意見を吸い上げて市長のほうに区長のほう

からつないでほしいという気持ちがあるんだけどね。 

○菅原会長：地域協議会でそれをまとめましょうってなるとね。 

○長委員：まとめる必要はないでしょ、協議会で。 

○菅原会長：言いっ放しはダメでしょう。 

○谷本区長：非常に厳しい部分なんだよね。教育委員会っていう組織がある中で地域に入って統合

学校についてもう一度話し合いをして、皆の意見を地域協議会でやりましょうかってことにはなら

ないでしょう。それから議会というのもありますんでね。 

○畑中委員：協議会の中で決めましょうとか、一致団結して要望していきましょうということでは

なしに、先ほど長さんも言われたように地域の声を委員である我々が聴いてここに話しを出すこと

まではいいですよね。その後要望するかどうかは別問題として、それが記録に残ってインターネッ

トでも地域協議会ではこういう話しが出たよということが住民がわかれば、それが別組織で声が上

がったりとかですね、そういうことが出てくると思うんで。 

○桐山委員：区民が理解できるように早期に学校問題解決してくださいということぐらい言っても

いいですよね。 

○長委員：協議会できちっと体系立てたもの言わなきゃ、その場その場で変っていくんなら、本当

に子どもたちかわいそうだと思うわ。 

○谷本区長：そういう話しがあったことについては、私のほうから教育長に話しておきますし、い

ずれにしても改めて地域を含めてそういった部分は解決していかなければならないですし。 

○菅原会長：ＰＴＡの皆さん方にはその辺の旧厚田村から石狩市へ編入合併した後の教育行政の考

え方が説明されたのかどうかですよね。 

○谷本区長：まだされてないと思います。ただ教育委員か誰か、その部分ではあいさつか要請か何

かで教育長のところへ行ってるって話しは聞いたんですけど。 

○畑中委員：はい、そうです。単Ｐの会長５人で教育長のところへ統合中学よろしくお願いします

ということではあいさつに行きました。 

○谷本区長：そのときどうでした。 

○畑中委員：そのときは否定的な言葉は出てなかったですね。 

○菅原会長：それは新石狩市の教育長のところに。 

○畑中委員：はい、そうです。 

○菅原会長：どうなんでしょうね。地域にもいろいろと考え方があるんでしょうけども、やっぱり

子どものいる親御さんがどうゆう結論を出すかですよね。どっかで一致しないと、厚田の人は厚田
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だ、望来は望来だって。 

○畑中委員：そういうのはないです。望来に統合中学ということで全ＰＴＡは一致してるんです。 

○菅原会長：問題はしたらそこに受け皿となる学校が市として造れるか造れないかですね。 

○畑中委員：ええ、ですから建ててほしいということなんですよ。 

○菅原会長：皆言ってるのは、望来にはもっぱら子どもが少ないんだよねという話しが出ているよ

うなんで、その辺もありますよね。あくまでも厚田区だけで子どもを教育する考え方でいいのかと

いう、合理性でいったらそれでいいのかということも出ているようなんで、一部聚富の方は八幡に

も学校あるよねだとか。 

○畑中委員：そういう発想だとは思います。ただそれでいいのかということです。 

○菅原会長：ちょっとすっきりしないですね。委員会としてもきちっと説明すべきだよね。ただこ

れ旧厚田村時代も学校の統廃合というのは相当ね、教育委員の皆さんも含めてね。 

○桐山委員：いろんな意見があったら言ってくださいって言ってるんだから、無視するわけにもい

きませんよね。 

○谷本区長：こういった話しが話題になったことも含めて教育長のほうに話しておきますんで。 

○柴田委員：その学校の件で、この前市長が来て学校をどのように使うのかという話しになったと

きにですね、地域の方で使い方を考えてくださいって、福祉とかそういうことに使われたほうがい

いんじゃないかっていうね、そういったことはこの協議会の中ではいいんでしょうか。 

○谷本区長：それはいいんじゃないでしょうか。 

○畑中委員：委員のほうには教育長のほうからそういった話しがあればいいんでしょうけど、まっ

たくない。 

○谷本区長：まだ内部的にも協議している部分なんで、まだないとは思いますけども。その話しも

しておきますから。 

 私も市長来たときの資料を見ましたけども、今柴田さん言ったような発言を市長してましたし、

福祉の部分も含めてどういったことがいいのかはね、はっきりしてから何かいい案があれば大いに

出すべきだと思いますし。 

○菅原会長：きちっとした説明を求めると、市長なり教育長にね。 

 特に編入合併だったんで教育委員は一人も入っていないんですよね。 

○谷本区長：入ってないです。教育委員は、教育長入れて５人ということで決まってて、今までの

流れで来てますので、現時点では厚田区、浜益区からは出てないです。 

○菅原会長：編入した時点で失職なんですよね。そういった状況において一方的にというのはまず

いんですよね。まず説明してからこうしましょうという話しならいいですけどね。 

 いろいろとご意見ありましたけれども、時間も大分経過しましたので今日の協議会につきまして

は１９年度に向けて取り組むべき事項２点を決めていただきましたのでこの辺で閉めたいと思いま

す。 

 

３．その他 

○熊谷課長：次回の会議なんですが。 

○菅原会長：次回ですね、皆さん忙しいでしょうけど月一回って以前に決めたんで予定入れましょ

う。 

○小野寺委員：今度分科会も入ってくるんだよね。それは月一回とか二回やる場合もあるんだよね。
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そのほかにこの協議会もとなると非常に大変なんで月一回にこだわらなくてもいいんじゃないでし

ょうか。 

○長委員：これは初めからボランティアでやってるからしょうがないよね。 

○菅原会長：５月の末でよろしいですか。 

○熊谷課長：次回は５月３０日、午後６時から厚田支所でよろしいですか。 

（「開会を遅らせられないか」との声あり） 

○熊谷課長：それでは、５月３０日、午後６時３０分、厚田支所ということでお願いいたします。 

 

４．閉会 

○菅原会長：それではこれで閉会させていただきますけども、大変長い時間、熱心なご議論をいた

だきまして心からお礼申し上げます。どうもありがとうございました。 
 
 
 
 
 

平成１８年 ５月３０日議事録確定 

 

                               石狩市厚田区地域協議会 

 

                                 会長    菅 原 道 夫 


