
  

平成１７年度第７回石狩市厚田区地域協議会 

 

【日 時】 平成１８年３月２８日（火）午後６時００分～７時３０分 

【場 所】 厚田支所 ２階会議室 

【出席者】 菅原会長、佐藤副会長、桐山委員、柴田委員、河合委員、八木沼委員、高橋委員、 

      笹木委員、藤田委員、加納委員、長委員、小林委員 

     （上山委員、小野寺委員、畑中委員は欠席） 

【傍聴者】 なし 

【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 石狩市総合計画市民説明会の開催案内 

    資料２ 石狩市総合計画市民参加手続の状況 

    資料３ 石狩市総合計画策定基本方針 

      資料４ 石狩市総合計画基本構想（素案） 

      資料６ 石狩市総合計画基本構想（資料編） 

 

１．開会 

○岡林課長：定刻になりましたので、第７回地域協議会を開催いたします。菅原会長お願いいたし

ます。 

○菅原会長：皆さんおばんでございます。１７年度も終わりの月になりまして、皆さん大変お忙し

いことと思いますが、お集まりいただきましてお礼申し上げます。 

 第６回の会議において、地域協議会のあり方等々確認をさせていただきまして、一定の課題を持

ちまして今日を迎えたわけでございますが、それぞれの地域で若干協議されていることと思います。

後ほどご報告をいただきながら検討してまいりたいと思います。 

 合併による急激な変化もございますが、いずれにいたしましても、これには慣れていかなければ

いけないということを前提にですね、協議会といたしましても地域の活性化に向けて協議を行って

いきたいと思います。 

 それでは進めてまいりたいと思いますが、地域振興事業の協議に入る前に、岡林課長のほうから

若干石狩市総合計画のことについて説明したいということですのでよろしくお願いします。 

○岡林課長：お手元に資料を配付しておりますので説明します。 

 まず、市民説明会についてですが、４月５日、水曜日、晩の６時半から総合センターにおきまし

て、平成１９年度からスタートする第４期石狩市総合計画の説明会を行いたいということです。 

 この回覧につきましては、今年３月１５日に駐在員の方にお渡しをして、既に目を通された方も

いらっしゃると思いますけども、協議会の委員さんとしましてもこういった説明会が行われるとい

うことで、それぞれ話しを聞くという形で準備をしていただきたいなというお願いであります。 

 次に市民参加手続の状況についてですが、市民から意見を聞くということでパブリックコメント

が実施されております。意見の提出方法は文書、ファックス、電子メール、録音テープのいずれか

ということで、なにか意見があったら提出していただきたいと思います。期間は３月１８日から４
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月１７日までの１ヵ月間が設けられてますのでご協力よろしくお願いいたします。 

 意見の公表については、総合計画策定審議会で検討して５月中に結果を公表する予定となってい

るそうです。この総合計画策定審議会は既に組織されておりまして、ここの協議会から推薦という

形で柴田さんに委員として出てもらっております。 

 その他に策定方針、基本構想ということで資料がありますが、協議会の協議事項ではありません

ので、ここでの説明は省かせていただきますが、目を通していただければありがたいなと思います。 

○菅原会長：はい、このように市民から意見を聞くということでパブリックコメントを行っており

ます。地域協議会の委員さんもご意見があれば出していただきたいと思います。 

 それと総合センターで説明会がありますので極力参加していただければと思います。 

 

２．地域振興事業について 

○菅原会長：それでは、交通システムの研究ということで、次第を進めていきたいと思います。 

 南のほうは、委員さん方お集まりになって話し合いをされたと聞いておりますが、その辺の内容

など説明いただきたいと思います。 

 北のほうは集まってないんですよね。 

○河合委員：集まろうと思ったんですが、委員に話しをしたら厚田ならないんでないのかっていう

ことで、今回は集まっておりません。 

○菅原会長：南のほうの打合せの内容をどなたか発言願います。 

○桐山委員：はい、それでは私から。佐藤先生と長さんが、ご都合が悪いということで５人が集ま

って話し合いました。そして先日、佐藤先生から私見ですけどもということで皆さんにお配りしま

した資料をいただき、見せていただきましたら考えてるところがまったく同じで、大変良い資料だ

と思いましてお配りしたところです。 

これをたたき台に検討して整理すればということで、５人で協議をしたんですが、残念なことに

その２時間後に別な会議がありまして時間切れということで結論までは行きませんでした。 

 まず何をするにしてもアンケートなりの調査はしなきゃならないねということで、高橋さんが中

心になりまして、ここに資料として皆さんにも配られていると思いますけども、これで完璧だとは

いえないです。時間切れになってしまいましたんでね、これを土台として更に研究するといった、

そういった状況で終わったということでございます。 

 私たち自治連合会の役員会が同じ場所で集まることになってたものですから、時間切れというこ

とになってしまいましたけれども、続けてもう少し話し合いができればもっともっと整理できたん

だと思います。 

 佐藤先生が書かれたものを目を通していただければ、すべてがこの中に網羅されていると私は考

えます。私が考えていたことが全部、字句なっております。従ってこれを基に整理していけば話し

がまとまるんじゃないかなと思って始めたんですが、整理しきれずに終わりました。ただ少なくと

もアンケートは必要なんじゃないかと思っております。 

○菅原会長：それでは、佐藤先生が資料を作ったということなんで、先生のほうからちょっと説明

していただければ。 

○佐藤副会長：本当は皆さんと集まっていろいろと議論したかったところなんですけども、公務出

張のため京都まで行ってくださいと言われて、夜帰ってきて桐山さんのところに届けたものなんで

すけど、あくまでもこれはたたき台でございますから、これを詰めていけば何とか行政と地域とが

 - 2 - 



  

一体となって交通システムを良いものに作り上げていけるだろうという仮定で提案したものであり

ます。 

 要点としましては、１点目は、やはり地域の現状をちゃんと把握しておいて、その上で我々に何

ができるのか、あるいは行政とともに何ができるのかというものを絞り込んでいきまして、ある程

度のモデルができれば、それらが良い形で市民のためのものになるのだろうということを考えまし

た。 

 望来地域の現状としては、日常移動するのに不便を感じている人々がどの程度いるのかという調

査、これはどうしてもしなきゃいけないだろうと。その調査結果に基づきまして望来地区の地図を

作る、交通体系のマップを作っておけば、緊急時も含めましていろいろできるだろうということで

す。当然地域と行政が一体となってそういう地図を作っていけばいいかなと、これが２点目です。 

 ３点目は、地域の人々の要求というのをある程度満足できる理想的な交通体系にできればという、

この３段階で進めていければいいかなということで提案いたしました。 

 そういうことを受けまして、アンケート調査でまず住んでいる人々の状態を把握した上で、次の

段階としては、地図を作りまして、その地図上にどう日常的に移動できるか、あるいは緊急のとき

にはどの程度行政がそこに関わるのか、あるいは地域の人々が緊急性の高いときにそのネットワー

ク上でどう関わり合っていくのかっていうのを地図上に表現できれば、そこの地域は緊急、日常と

そういうことで対応できるのではと思うんです。その時には一応公共の乗り物がありますから、そ

れを利用するということが最大限必要なんですけど、そこにたどり着くまでに公私にわたってどう

するかっていうことも地図の上に記録していれば、一目瞭然どこの人が緊急のときにはどうするか、

日常的には誰がどうサポートしていくかということがわかるだろうということなんですけれども。 

 実際、机上のプランですから、アンケートの結果を地図上にどうプロットしていくかというのは

これからの課題でないかなというふうに思います。あとは公共、行政、村が持っていたバスも含め

まして、企業が使っているバスなどもどの程度利用できるか、あるいはその時に事故や何かの対応

がどこまでできるかということも検討していかないといけないので、結構検討事項がたくさんある

のではと思っております。ただ、とっかかりとして何かできそうだなという感触を持ったという、

まだこれから地域で詰めて具体的な案にしていかなければならないなと思っております。 

 あとは思うままに書いたものですから前後のまとまりがないですけども、一応３点の流れででき

たらいいんじゃないかという提案でございます。以上です。 

○菅原会長：はい、ありがとうございます。皆さんのほうから何かご意見あればお伺いしますが。 

○長委員：古潭で一回地図のほうに落とし込んでみたんですけど、緊急時以外、今すぐこう必要だ

というところは少数なんですよね。ちょっと問題なのは、私のところに母親がいるんですけど、そ

ういうところは私なりかみさんが送っていけるんだろうという前提になっているんですけども、私

どもが日中仕事に出てたりするときに、ちょっと行かなきゃならないと、そういう問題がやっぱり

若干あるんじゃなかろうかということと、自分もそろそろ６０になりますんで、あと５年、１０年

したら自分も動けなくなるということを考えていけば、中長期的な形で作っていかなければ、運転

できなくなったら厚田区から出て行かなきゃなんないということになるのも寂しいなという気がし

てますんで。 

 ただ今、佐藤先生が言われたように、目前の問題と、それと中長期的に考えていって、できるだ

けここから離れていく人が少なくなるような方法まで含めて考えたほうがいいのかなっていうよう

な意見を持ってます。 
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○佐藤副会長：私これやってて、一番注意しないとならないなと思ったのは、注意をしないとなら

ないというよりは、例えば地図の上に名前と年齢とか書いていくでしょう、個人情報とか今うるさ

いんですけど、だけどこのあたりは、個人情報の保護を優先するよりは、高齢者の方たちの健康だ

とか、そういったことを優先すると、ここでコンセンサスが得られれば個人情報などというものは

杓子定規に、法律どおりに考えなくてもいいんではないかなということを、その按配をどこまで共

有できるかっていうのは行政のほうと含めて考えなければならないなと。 

 個人情報なんて訴えられたら大変だなんて、そういう問題じゃないと思うんですよ。それより命

だとか、それから高齢化になって不便になって大変だという人たちを助けるというシステムなんだ

という前提であれば、個人情報というものはもっともっと大らかで緩やかであっても良いと私は思

うんですけども。 

○八木沼委員：今、佐藤さん言ったように、我々ボランティアで除雪とか何とかって言ったって、

あそこの年寄りはこういった状態だよって、地区全体で押さえておかなけりゃ、個人情報だから秘

密だとかっていう問題じゃないんだ。 

○菅原会長：本来は、やっぱりそれは町内会活動なんですよね。中にはそういうこともあるんです

よね。今、個人情報保護法ができたよっていうことで、非常に厳しくなっているけども、町内会活

動そのものも規制されるようなことになりかねないですよ。あまり深く考えていると。その辺をど

うするかってことですが、あまりにも専門的な部分なんで。 

○八木沼委員：実際に地域では、隣の人はどういう状態だということを知っておかなかったら。 

○谷本区長：ただ、名前、年齢、家族構成ぐらいは問題ないんでないかと思うけども。 

○佐藤副会長：例えばそこに財産を書けっていうわけじゃないんだから。 

○菅原会長：名前、年齢、家族構成ぐらいなら町内会では押さえてるんでしょ。 

○桐山委員：私ら５人で話したときも、地域のことは１００％とまでは言わなくても、一人暮らし

の人とか、指折るぐらいのね、まぁ福祉の関係は福祉の関係として置いといてもね、やっぱり家族

の中に車を持っている人がいたって、その人が仕事に朝行って晩までったら、日中はまったく利用

できないわけだから、アンケートで料金を払っても是非という希望があるかどうかということも重

要でないかということも話ししたんですよね。それがいくらぐらいだって言ったら安いに越したこ

とはないですけど。 

 佐藤先生がまとめてくれたものを見ていったら、介護保険適応者は除くと書いてあって、それは

それで別に検討しなくちゃならないわけですけど、ずっと一つひとつ見ていったら、うちはまだ地

区社協ができてないんですけど、４月に立ち上がると思いますが、地区社協が設立すれば民生委員

さんに入っていただく形になりますから、そういったことで対応できるものなど私なりに書いてい

たんですよね。それと今、市のほうでやっている交通機関といいますか、それもある程度全部調査

してみて、不可能なのか可能なのかわかりませんけど、例えば診療所は何曜日と何曜日は正利冠ま

でいく日と桂沢まで行く日とそれから聚富のほうはと、それからリハビリ教室、これはなくなると

いう話しもありますけども、そういった今ある交通機関を利用できるのかどうかということも完全

に調査する必要があるんでないかということも私は思っていたんですけど。可能かどうかはわかり

ませんけどね。 

 いろいろと難しいことになるんではないかと思うんですよ。掛かりつけの病院を皆持っているわ

けですから。厚田の診療所で良いっていうことであれば、すごく利用回数が増えるんですが、石狩

や札幌の病院へ行きたいとなると中央バスの路線まで出る方法を考えなければダメだと。トーメン
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団地まで行けばバスの便数は増えると同時に石狩病院であれば毎日１便ですけど送迎している事実

もある。そういういろいろな手はあるんですけど、買い物も厚田で買い物するんだといえばある程

度可能性はあるんですよ。それが石狩のほうで買い物したいっていうことになると話しは別になる

んですよね。それから郵便局だって農協だって、お金の関係は望来なり厚田に来れば足りると。 

 新厚ハイヤーさんにちょっと聞いてみたんですが、例えば古潭の奥から中央バスのバス停までお

願いしたらどうなりますかと、そしたら応じますと、ただバスの運転をやってますからいない日は

ありますけど体が空いているときは応じますと、お迎え料なしで既定の料金で応じますということ

でした。正利冠も桂沢も同じです。 

○菅原会長：望来のほうの地域ではある程度話し合われて意見をまとめたということですし、アン

ケート調査などもやりまして、地域住民の状況マップなどの提案もありますし、これは古潭や聚富

地区でも同じようですし、厚田のほうはどうでしょう。 

○八木沼委員：やっぱり、全区を対象にやらないと。特定のところだけというわけには。 

○菅原会長：そうですよね。そうはならないですよね。アンケートをやるにしても内容をどうする

かってこともありますよね。 

○高橋委員：話し合ったときに、どのくらいの年齢からアンケートをとろうかという話しが出たと

きに、ある程度年配の人に聞くアンケートだとしたら、難しいものだととっても答えにくいだろう

ということになったり、全戸にするべきか、一部にするべきかは、年代をどうするかとか、どうや

ってアンケートを回収しようかだとか、いろいろ考えてるうちに時間切れになってしまって、まず

はたたき台をと思って考えてみたんですけど。 

○菅原会長：やっぱりこれは自治会の協力を得なければできないと思うんですよ。自治連合会長さ

んなり自治会長さんなりに説明をきちっとして、ご協力いただきたいということになるのかなと。

地域協議会の委員が何軒ずつということにもなりませんのでね。配付いただいてできれば回収もし

ていただくということであれば可能かなと思います。 

 こういう取り組みをしながら自治会としてもいろいろな考え方を持っていただきながら、前にも

出てたスポーツ振興の関係もありましたんで、そういう部分も今年すぐとは言わなくても、次年度

に向けての基本的な考え方だとか、一緒に並行してというか、まずこの件については具体的に進め

ていくと、その中で自治会ときちっと連携取れる形を取って。 

○八木沼委員：自治会と相談してやったらいいんじゃないでしょうかね。 

○菅原会長：いずれにしましても、今日提出いただいた資料もありますので、事務局のほうでまと

めていただいて、そして各自治会長さんを通じてアンケート調査をしていくということでこの件は

よろしいですか。発足から何かあります。 

○小林委員：今話しに出てる交通網については、過疎バスが走ってるんで、１日５便走ってるんで

ね、全然気にしてないんだよね。一番奥でも片道１５０円でね。 

○谷本区長：昔、中央バスが走ってたんですよ。それの代替バスとして今の状況になってるんです

よね。料金は陸運局の許可をもらって取るようにしてます。 

○菅原会長：この関係については、暫時休憩を入れまして、フリートークでやっていただきたいと

思いますので、ここで休憩いたします。 

（休憩中） 

○菅原会長：それでは再開いたします。 

○笹木委員：河合さんに質問があるんでが、農協のほうで買った物を配達してるというのは、何件
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ぐらいあるんですか。 

○河合委員：毎日じゃないけども、発足方面で６件くらい、古潭のほうなら３件くらい、あと安瀬

が２件くらい、濃昼が４件かな、買い物したものは配達するけど、お客さんは乗せないよというこ

とで。 

○笹木委員：例えば５年前だったらもう少し件数が多かったりしたんですか。 

○河合委員：５年前と言われてもわかんないけど。大体同じくらいだと思います。 

○桐山委員：買い物のことを言えば、生協でも配達していますから。私は一人暮らしの人には、そ

うやってやっていますよと教えるんだけど、毎週ですから。 

○河合委員：車持ってる家族がいても、年寄りは自分で来てる。 

○桐山委員：それがね、配達を利用しているのも車持ってる人がほとんどで、望来の市街では一人

暮らしの人はさっぱり利用していない。 

○河合委員：望来のほうからは一人暮らしの方々を一緒に載せて来てるグループが二組かな。 

○桐山委員：買い物で。 

○河合委員：ええ。 

○桐山委員：個人的に。 

○河合委員：個人的に、３人ぐらい乗せて。 

○桐山委員：実際に中央バスに乗って買い物に来てる人もいますよね。週に１回から２回、物を売

りに来るんだけど、それだけじゃ足りないって言って来る人もいますよ。 

○河合委員：病院に行ってるのかどうかわからないけど夫婦で来る人もいるし。そして買い物して

帰る。 

○桐山委員：非常にね、詳しくやってみると面倒ですよ。厚田で全部用事が足りて満足であればい

いんだけど、ほとんど向こう向いてるんですよ。医療バスに乗る人だって時には一人か二人。ほと

んどが札幌のほう向いてるんです。そんなこと言っちゃうと進まないんですけど。 

○菅原会長：それでは先ほどの休憩中に皆さんから出た意見というのをまとめたいのですが、今回

の交通システムの取り組みに至った経過ですけども、目的としましては、厚田区の過疎の中でも快

適な経済活動なり、生活ができるように交通システムを考えようということでした。 

 取り組みの方法としましては、まずは実態を掌握するということから住民の交通に対する考え方、

アンケートを取っていきましょうと、その実態を把握しながら取り組み可能かどうかを検証してい

こうということですね。そのアンケートにつきましては、たたき台がございますが、これはアンケ

ートを取るというときまでに、内容について皆さんの意見を出してくださいということであります。

もう一方では、現在厚田区で運営されております過疎バスまたはスクールバス、福祉バス等々の運

行実態がどうあるのかということと、それらのシステムを利用して問題解決ができるのだろうか、

可能とすればどういった方法があるのかなど、踏み込んで次回以降やりたいと思います。 

 事務局サイドで少しまとめていただきたいと思います。そういったことでよろしいでしょうか。 

○長委員：ちょっと雑談の中で話してたんだけど、また全部が集まって話してもなかなか大変だろ

うなと思ってね、以前地区ごとに集まって理解が深まったという経過があるんで、できればまたそ

ういった形でさせてもらって、そこでやっぱり法的な問題があったり、わからないところで話しが

進んでいっても、そんなの無理よと言われてもくじけちゃうんで、できればそういうときに区のほ

うから詳しい人に来ていただいてね、教えてもらいながら話しを進めていければいいなって。 
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 先ほど地図を作ってくれるという話しだったんで、その資料ができて私ども目にした後、再度、

桐山さんね、その時点で集まりますか。 

○桐山委員：やっぱり事務局から来てもらわないとね、進まないからね。 

○八木沼委員：法律がね。こっちで良いと思ってても、ダメなものはダメなんだから。 

○菅原委員：そうですね、事前に話し合いをしたほうが、こっちに来てちょっと待ってくださいと

いうよりはいいですね。そういう機会をまず委員同士で話し合って作ってください。 

 具体的にアンケート調査をやることになったときに、町内会との連携は必要ですよね。その接点

は自治連合会長さんでよろしいのかどうかですね、その辺も検討していかなければならないですけ

ども、いずれにしましても、地域ぐるみで全体でやろうという意識になっていただかないと、なか

なかこれは大変なんで、町内会長さんと打合せさせていただくと、そういうことで。 

 他に皆さんから何かあれば、この機会に。 

○桐山委員：新聞を切り取っていろいろと持ってるんですけども、市町村が実費運送でする場合は、

例えば４月までは黙認していたものが、法の改正で秋から実施するから、その間はダメだとか、石

狩市は特区の申請をしているからどうのと新聞に出ていましたけど、そして業者のいない村などそ

ういったところはいいんですけど、石狩にはハイヤー会社などありますからね、その場合は協議会

を設けて、そこで反対されたらそういったことは一切できないっていう、はっきりダメなものはダ

メってことをきちんと私らに知らせてもらわないと混乱するんですよね。関連したこと新聞には相

当出てますよ、切り取っただけでもこんなにあるんですから。 

 市町村の実費運送は、今までは黙認してたんだけども、４月から１０月までの間は、法が成立し

ないとまったくダメになったとか。そして１０月からやるにしても、協議会を設けて話し合って、

業者から反対があったらダメだと。そこら辺を市サイドで、我々が何ぼ要望したってダメなものは

ダメなんだと言ってもらわないと混乱する。お金を出してでも利用したいという希望を出しても、

それはダメなんですよと、無償でやるんであればいいんですよと、そういうことがね。 

○柴田委員：各地域の状況がいろいろ違いますよね。国で定めた法律はあるんですけど、地域によ

ってはそれに当てはまらないということが出てくると思うんですけどね。協議会の中でその地域に

合わせた対応というのはできるんでしょうか。 

○岡林課長：要するに日本は法治国家ですから、法律の規定の範囲内のことはできるけども、範囲

外はできませんよというのが原則ですよね。そういった意味で国が今やっているのは、特区制度を

設けて、申請をして認められれば今までできなかったことが、できるようすることができますよと、

これも法の規定なんですよ。法の中で規制されているものは、どんな形であってもできないと解釈

されたほうが良いと思います。 

 国の法律というのは、法律でこうだよといっているものと、市町村の条例で定めなさいよとなっ

ているものがあるということです。 

 地域のエコマネーみたいなのがありますよね。お金は国で作るシステムができあがっていますの

で、それ以外に流通するお金というものは作れないんです。ですから地域で使うお金ということで

申請をして認められれば、地域の中だけで使える、お金に変るものとして地域の振興策として使う

ことができる。そういったことも法律のどこかで定まっているもので、探してもなければできない

ということです。 

○菅原会長：本当に今回の交通システムについては難しい課題ですが、まずは皆でやってみましょ

う。 
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○岡林課長：法律なんかは、我々行政側の持ち分なんで、確認することができますので、その都度

何かあれば連絡ください。 

○菅原会長：それでは、次回もこのことについて協議をしていきたいと思います。 

 

３．その他 

○菅原会長：次回の会議日程を決めさせていただきます。４月の下旬あたりですか。 

○岡林課長：いずれ毎月できない状況も発生するかと思うんです。農業関係者、漁業関係者がおり

ますんでね。でもできるうちは月１回ということを前にも確認しておりますんで、４月の下旬あた

りで日程が調整できればと思いますが、連休前になりますね。 

 ４月２７日、木曜日ということで。 

○菅原会長：場所はやっぱりここがいいですね、椅子に座れますし。遠い方には申し訳ないですけ

ども。 

○岡林課長：それでは、４月２７日、木曜日、午後６時から、場所は厚田支所ということですので、

よろしくお願いいたします。 

 

４．閉会 

○菅原会長：今日の会議については、これで終了させていただきます。ご苦労さまでした。 
 
 
 
 
 

平成１８年 ４月２７日議事録確定 

 

                               石狩市厚田区地域協議会 

 

                                 会長    菅 原 道 夫 


