
  

平成１７年度第６回石狩市厚田区地域協議会 

 

【日 時】 平成１８年２月２３日（木）午後６時００分～７時５０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、 

      藤田委員、加納委員、長委員、小林委員 

     （上山委員、小野寺委員、笹木委員、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 

(2) その他 

【資 料】 資料１ 地域振興に係る事業提案の目的別、性質別テーマ 

    資料２ 地域自治区における特色ある地域づくり 

    資料３ 平成 18年度地域自治区振興事業一覧表 

      資料４ ごみ収集方式 

 

１．開会 

○岡林課長：第６回の地域協議会を開催いたしますので、菅原会長お願いいたします。 

○菅原会長：おばんでございます。大変何かとご多用の中をお集まりいただきましてお礼申し上げ

ます。 

 ２月に入りまして、大雪や吹雪で皆さんご苦労な日々を過ごしていることと思います。ここ２、

３日春らしい気温になりましてホッとしているところではございますが、まだまだ２月でございま

す、厚田の冬はもう少しあるのかなという気がいたします。 

 前回、自治連合会の皆さまと話し合いをさせていただきましたし、また５回の会議の中で委員の

皆さんから地域協議会のあり方等々、地域振興のためにこうあるべきでないかというご意見も多数

出ております。今回はそのものを総括しまとめながら、一定の方向を持ちながら協議を進めてまい

りたいと考えております。その辺ご理解いただきながら慎重なご審議をいただき、実のある協議会

でありますことをお願い申し上げまして開会のあいさつにさせていただきます。 

 

２．地域振興事業について 

○菅原会長：それでは、会議次第の２．地域振興事業についてでありますが、内容をまとめてござ

いますので資料の説明をお願いいたします。 

○岡林課長：説明に入る前にホッチキスで止めている資料について、２箇所訂正をさせていただき

ます。１枚目、委員提案一覧の中でゴミの有料化の提案内容の部分ですが、個別収集とありますが、

個人の個ではなくて、戸籍の戸に修正願います。次にその裏面になりますが、下段※印で記載して

おります下から２行目、「念頭においての」で言葉が切れておりますので、その後に「検討が前提と

なる。」と加筆願います。 

 それでは説明に入ります。前回、第５回目の協議会におきまして、これまで発言された内容につ

いて事務局のほうで取りまとめて、皆さんに提示をさせていただくというお話しをさせていただき

ましたので、まとめさせていただきました。 
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 ホッチキスでとめている資料から説明しますが、委員提案の一覧ということで、第３回目以降こ

こに書かれていることが皆さんのほうから提案されました。その下に前回の自治連合会との話し合

いの中で出された内容についても整理しておきました。 

 この一覧表に基づきまして、裏面を見ていただきたいと思います。目的別として交通、環境、ス

ポーツ、地域活動、産業、その他の６つに区分しました。次のページには、皆さんから出た意見を

性質別という形で整理してみました。大きくは２つの種類に分かれるものと思われます。 

一つ目は、住民が立案し住民が実施するタイプということでありまして、これは、補完性の原則

に基づく形体が整っているけども、合併に伴って補助金の減額等が行われることによって、一時的

に行政の支援を必要とする場合に地域協議会で検討されるということですから、スポーツ振興、体

育振興会、パークゴルフ場の運営ということがここに該当するのではないかということです。 

スポーツ振興会や体育振興会などで一時的に補助金がない場合については、前回もお話ししてお

りますが、３年を目途に一定の成果を見つつという話しをさせていただいておりますので、その間

に補助金がなくても何らかの方法で資金を獲得するという方向性を打ち出していって、その後も事

業を継続していく形を作るということになります。 

 それから、その下になりますが、地域や団体等の新たなニーズによる事業の提案について検討す

るということです。山村留学、農家民宿、食の博物館はここに分類されるのではないかと思います。

これらは、協議会が直接事業を実施するのではなくて、地域住民の中から自然発生的にそういった

活動がしたい、取り組みができないだろうか、ということに基づく取り扱いということになります。 

 ２つ目のタイプとしては、住民、行政が立案し協働により実施するタイプとなりまして、区民か

らの計画提案について地域協議会で検討する場合ということで、交通体系の研究会、交通網の研究、

不法投棄予防ステッカーの作成などがここに当てはまるのではないかということです。 

 それと行政側からの計画提案ということで、ごみの有料化の問題、道の駅での物販というような

ことについては、ここの区分に該当するのではないかということになります。 

 大きく２つのタイプ、４つの区分に分けておりますが、これらはいずれにしても地域活動、ある

いは自治会活動と密接な連携といいますか、つながりがあるものだという認識を持っていただかな

ければならないのではないかということです。 

 目的別の部分でも、性質別の部分でも下段に※印で同じことを書いてあります。一つ目は、地域

や団体等からの事業提案は、事業計画案が概ね整っていることが前提となる。また、事業の実施に

あたっては、地域活動や自治会活動との連携が必要不可欠なことから、厚田区自治連合会としての

一定の位置づけが必要となる。すべてということではありませんが、多くの場合については、自治

会との一定のつながりというものが必要になるのではないでしょうか。 

 二つ目は、前回、休憩の中で副会長からお話しがあった内容でありますが、地域協議会からの提

案については、こういう手法とこういう手続きで、こういう人たちが集まれば実施可能というよう

なことを念頭においての検討が前提となるということです。 

 三つ目は、ごみの有料化などいろいろな問題がありますが、市提案事業に対しては、パブリック

コメントやワークショップ等で計画に参加することができるということで、一般市民からもいろい

ろと意見を出していただいて、それら意見をもとに検討を進めていくということになっております。 

 今まで出てきた意見をこのように分けて整理させていただきましたが、これらを踏まえまして、

地域自治区における特色ある地域づくりと書かれた資料のほうを説明をさせていただきます。 

 地域住民等というところで個人、町内会、あるいは団体というところから意見・アイデアの発案
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があった場合につきましては、今までに何回もお話しさせていただいておりますけども、陳情・要

望ではなくて、事業計画を持った提案型の意見・アイデアでしょうかということを確認しまして、

そうであったならば右のほうに進むということです。ここで初めて地域自治区ということで、地域

協議会、あるいは厚田支所として意見・アイデアの発案に基づいてこの協議会の中で検討・取りま

とめを行うということです。この地域協議会では、地域住民等のニーズに対応する事業計画であっ

て、区全体の均衡・平等ということが概ね図られている事業であるかということを議論していただ

くことになるかと思います。それが、どうももう少し検討する必要があるのではないかという場合

については、⑤の事業計画の再検討というところに戻す。意見・アイデアを発案した大元のところ

に、ここを詰める必要があるんじゃないでしょうかとか、もう少し計画を具体的にしたほうがいい

んじゃないだろうかなどと意見を付して元に戻すということが発生するだろうということです。 

 これらのものがある程度まとまった段階で初めて地域協議会から右側に移って市役所のほうに進

んでいくということになります。③の地域意見の検討・取りまとめを行うわけですが、市の政策、

又は区の振興事業として反映することが妥当な事業であるかどうかということが検討され、それが

妥当であると判断した場合は④に進み、市の政策、区の振興事業として反映しましょうと。また、

予算措置が伴う場合は、議会審議を経て実施に向かっていくということになります。もし、③の段

階でもう少し再検討する必要があると判断した場合には⑥に戻るということです。地域協議会に一

回戻されるということです。地域協議会の中で足りないものは何なのか、再検討してまとめて整理

しなければならない。その際、地域協議会だけでは整理できなく、元々の発案者まで下ろさなけれ

ばならないことも出てくるかと思います。その場合は、ここに矢印は付いておりませんけども、⑥

から⑤へのフィードバックも状況によってはありえるということです。 

 こういった流れの中で最終的に事業計画の取りまとめを行って、特色ある地域づくりのメニュー

に載っかっていくということになります。 

 改めてここに記載させていただきましたが、地域協議会委員の大きな役割ということで、二つに

まとめてみました。 

 地域住民等のニーズを地域協議会に反映・取りまとめということで、地域協議会の委員は、地域

住民等を代表するといった立場に立って、地域住民の方々と話し合っていただいて、それぞれのニ

ーズを把握、掌握して地域協議会に反映し取りまとめる必要があるのではないでしょうか。その際、

意見・アイデアは地域住民等皆さんから収集するだけではなく、地域協議会での検討経過を提供す

ることも含めて相互の情報交換は欠かせないものになるんではないでしょうかということです。そ

れから、地域協議会から提案した事業の場合は、事業計画に基づいて地域と行政との役割分担など

を地域住民の皆さんへ提案しながら進める必要があるということがまず第１点でございます。 

 ２点目は、提案型の意見・アイデアから特色ある地域づくりの実現へということでありますが、

地域住民等からの事業提案は、従来の陳情・要望型から脱却して、事業計画を持った提案型への移

行が必要になりますよと、その考え方を地域住民等との話し合いの中で徐々に定着させていくこと

で、より実効性のある事業展開ができるんではないでしょうかということです。 

 一番下に枠で囲っておりますが、昔からよく言いますけど５Ｗ１Ｈにプラス１Ｅということで、

エフェクトといいますか、効果が必要になるのではないでしょうかということで、いつ、どこで、

誰が、何を、なぜ、どのように、そうすることによってどんな効果があるんだろうかということで、

事業の協議を進めていくという流れが基本になるということです。 

 裏面に事業計画の参考例ということで農家民宿をあげております。これはあくまでも考え方とし
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てこのようなこともできるんでないかというご意見が出されましたけれども、これを具体に取り組

みをしたいという農家の方がいらっしゃって、このような事業計画がまとまっていることを前提に

した場合です。これからするっていうわけじゃなくて、それらを前提にした場合は、ここに全体像

として記載されているとおりとなります。 

ここでいう効果は何なのかといいますと、都会ではできないことを農家の皆さんの協力を得て、

厚田なら厚田の魅力を広くＰＲすることができ、合わせていくらかの収入を得ることができるとい

うようなことと、夏場の農業体験実施も検討するということで、最終的には、いわゆる第一線を退

いた後に農家を自分でやってみたい、Ｕターンだとか、Ｊターンだとか、団塊の世代の方々を退職

後どういうふうに取り込むかということで、国内では沖縄が一番移住率が多いようですけども、信

州長野も多いようで、確か道新に出てたと思いますが、北海道はどうしても遠いと、子どもだとか

が首都圏にいると長野だと近くて動きやすいというような記事が出てましたけども、そういったこ

とにつながるようなことも考えられるのではないかと。 

 下の図ですけども、有志農家の方々が、こういったことをやってみたいんだと、そして地域協議

会の委員さんがこれはおもしろいね、協議会に情報として話してみようかと、そういったことで話

しが進んで行く。地域自治区としては、補助金の交付だけではなく、環境整備やイベントＰＲなど

できることがありますので協力、支援を行うと。こういったことが一つの協働ということになるの

ではないでしょうかということです。このような流れの中で事業を実施していくことになろうかと

思います。 

 最後に点線で囲まれた部分ですが、意見・アイデアを提案する際は、地域住民等のニーズに対応

しているものであり、事業実施までの流れ、役割分担、効果がある程度整理された事業計画を持つ

ことが必要ですと、上記のような事業計画表を実際に作れということではなくて、概ねこういった

ことがまとまっていなければならないと思います。また、経費については、１００％を行政が負担

することにはなりませんので、実施にあたっては事業費の確保をどうするか、そういったことも検

討する必要があるということです。 

 今後も会議を重ねていくわけですが、これからの地域協議会というものは、今説明した流れの中

で協議が進められていくということをまずご理解願います。 

 いずれにしても、地域協議会委員の皆さんが発案されてできるものもありますけども、まず地域

の中で何かをするといった意識といいますか、行動といいますか、そういったことがあるかないか

ということに目を向けていただいて、それがいかに地域協議会の事業メニューとして取りあげてい

けるかということにつながっていければいいのかなと思います。いろいろとご意見はあるかと思い

ますが、基本となることを説明いたしましたのでご理解いただきたいと思います。 

 それから、平成１８年度地域自治区振興事業一覧表という資料があります。３月の議会で新年度

予算が提案されます。その中で厚田区と浜益区において地域自治区振興事業として予定されている

事業の一覧ですので、参考までに提示させていただきます。 

○菅原会長：はい、今までの意見をまとめさせていただきました。それと、もし事業を実施するな

らばという参考例も付いておりまして良くまとめられていると思います。 

 まずは内容についての質問を受けたいと思います。この辺が理解できないという部分がありまし

たら質問してください。 

 ないようですので、内容についてはご承知いただいたということです。 

 次に、これら取り組みのあり方などについて、ここはこう考えたほうがいいんじゃないかとかあ
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ればお伺いいたします。 

○長委員：古潭の自治会なんですけども、前回、自治会と協議会で顔合わせいたしまして、地域協

議会の動きについて皆さん興味をもたれたようで、資料をもらって来いということで今日いただき

まして、来月あたりに古潭の自治会で会報を出す予定ですので、この協議会の紹介をしながら、４

月に役員会を開きましてその中で１８年度の自治会の活動など中身、地域の振興を含めて年次計画

を立ててやっていこうということで考えてます。それに区のほうから説明に来ていただきたいとい

うことがもしかしたら出るかもしれませんので、その中で説明をしていただいて、その地域からの

意見、要望というものが、まだ感覚がうまくかみ合っていないというようなことがあると思うんで、

その辺のところを行政もきちっと説明をして、この協働の事業というのがうまく進むような形でや

らなきゃなんないのかなという気がしてるんですけど。 

 今、浜益の事業を見せてもらって、こういう形でもいいのかっていうことになってしまうと何と

なく１億円のお金が生きてこないみたいな気が若干するんですよ。皆使いたいお金はたくさんある

んだけど、分散して使うと１億円の効果というのがすごく薄くなるような気がするんで。うまくは

言えないんだけど、本当に地域の要望というのが、やっぱりまだかみ合ってないような気がするの

さね。その辺をどうしていくのかということを一緒に考えていかなきゃならないなと思うんで、是

非そういった機会を作って区も地域にどんどん入ってきて協議を進めていってもらいたいっていう

のが今までやってきて思ったことなんで、一つ検討してみてください。 

○菅原会長：今の話しですと、古潭の自治会としては、前回の話し合いを踏まえて協議会に関心が

あると。時には自治会で地域振興の考え方を持って要望、意見等を出す場合がありますと。それに

伴って自治会のほうで必要とすれば区のほうからも説明に来てくださいということですね。 

○長委員：はいそうです。ここに事業計画の参考例が載ってますけども、こういった形で事業を組

み立てていかないとわからないですよね。 

○菅原会長：あくまでも私個人の考えでございますけども、自治連合会という立場であればですね、

ここには環境が違う地域が五つあるわけですよね。ですから、そこそこで特色を持った課題がある

でしょう。これを一つ一つの自治会から上げてくるのも結構なことですけども、できれば厚田区自

治連合会として、こういう形で地域協議会に諮っていくべきでないかというね、これをしていただ

いたほうが私たちもそのことについて公平性、妥当性を考えながら取り組めるんでないかなと、私

個人の考えですよ。そういった働きを是非できればしていただきたいなと。 

○長委員：私はそれこそ、大きな池に小さな石をポンッと投げて、その波紋が広がっていって全区

に広がればいいという。ですから、とりあえず１８年度については自治会が持ってる財産というわ

けじゃないけど、繰越金が２０万円ほどありますんで、その一部に手を付けて何かをやってみよう

ということで、まずは自分たちでやってみようということで始めていますんで。それを広げていけ

ればいいかなっていうことで、初めからおんぶに抱っこという気持ちではおりませんので。 

○菅原会長：大分整理されたんでね、自治会との関係はそのような連携で、厚田区自治連合会とし

て古潭の自治会にはこういうことが必要だよといった考え方が出てくれば非常にいいですよね。そ

うすれば、まっすぐ検討して取り組めるといいますか。 

○谷本区長：大分そういった方向にはなってきているのかなと思います。地域のことはまず地域で

やることを考えようと、それから行政にお願いすること、いろんな部分で自治会にお願いすること、

そういうふうにはなってきてると思います。長さんの言うとおり古潭地区についてもそういうふう

になってきてるし、一生懸命やろうとしてることはいいことだと思います。ただ、協議会について
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こういう形でこういうことをやるんですよと、岡林課長が説明したような中身のことを説明して、

協議会というものの理解を得る、今後のまちづくりに対する理解を得るんであればいいんですけど

も、今会長が言われてるとおり、区の自治連合会の中で詰めてもらうことも含めて、単体の自治会

で今までの地域づくり懇談会みたいな形で、例えば除雪なんかみたく要望だけに固執されるとちょ

っと違うかなと思うんです。その辺の仕切りを自治会の会長さんがきちっとやってもらえればいい

なと思うんです。我々行政として地域に行くことは一向に構わないですし行きますけども、その辺

の仕切りだけを間違わないようお願いしたい。 

○菅原会長：今、区長がおっしゃったように、区として全部受け止めてもどこに持って行けばいい

のかと、非常に大変な時代だと思うんですよ。地域協議会も同じなんですよね。要望だけ言われて

もどう整理するかっていうのは非常に難しいんですよね。ですからお互いに立場を尊重しながら、

組織体を守りながらという表現がいいのでしょうかね、その中でまとめていただいたほうが私は非

常にやりやすいんでないかと、理解も早いんでないかと思うんですよ。 

 決して共通のものでなくていいと思うんです。自治会ではそれぞれ状況も環境も変わるわけなん

ですから、課題も違うわけですから、それを一回それぞれ出し合っていただいて、その中で厚田区

自治連合会で古潭については、こういう課題と問題があるから、これを何とか早急に解決しなけれ

ばいけないんでないかと、そして先ほどフローにあったような手順を踏んでこうしていきたいと。 

○長委員：まず動いてみなきゃわからないんだわ。議論してもらち明かないからね、まず動いてみ

てどこに行政の手伝いを求めるのか、どこに地域の人たちが携わっていくのか一つずつ解決してい

かなきゃならないと思うんだよね。とにかくやってみますわ。 

○菅原会長：まず出発してみてください。いいことだと思います。 

 あと今の関係についてご意見あれば。 

○柴田委員：委員提案一覧の中で交通体系の研究というのがありますが、私、正利冠地域に住んで

いますが、その地域の方々が、例えば望来までパーマをかけに行きたいだとか、郵便局に用事があ

るとか、買い物に行きたいという方がいるんですけども、そういうときにその人たちのためになる

ようなスクールバスの空き時間を利用して対応できないものか、あるいはタクシーみたいなものが

あったらいいなとか思うんですけど。 

○高橋委員：柴田さんの意見に付け足したいんですけど、一週間に一回、循環バスという形で望来

のバス停であったり古潭のバス停であったり、何時までにそこに送ります、帰りは何時のバスで降

りてくれれば循環でまいりますというような形を取ると、例えば一人暮らしでも住んでいけるし、

私実際に怪我をして入院してしまったんですけど、リハビリが必要になって今通ってるんですけど、

そこの病院にあるご主人が雪下ろしで怪我をしたということで、歩けるんで骨折ではないけども奥

さんが運転できないんで暫く寝てた、１０日経って自分で運転できるようになって病院来たら腰の

骨が圧迫されてたということがあって、そういう話しを聞いたり、自分が今リハビリで通っている

ときに、バス停まで循環バスがあってくれるとすごく便利だなって思って、こういう要望が何回か

あったんですよね。そして、たまたまいろんな新聞を読んでたら医療とか介護とかが充実されると

北海道も団塊の世代の移住者が不利じゃないと、希望としては長野が１位なんだけど本当は北海道

も２位に入っているという新聞の記事がありましたし、長委員から出された前回の資料を見ても、

９ページあたりで移住者を募る、それから農業の空き農地をそのままにしておかない、それが地産

地消になり地域の過疎を防ぐ方法でもあるんでないかということで、医療と買い物と全部をひっく

るめた循環バスみたいなものを一週間に一回、その地域地域で出すっていったら問題あるのかもし
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れないけど、何かそういうものができないかなって。ただ、お年寄りにも若い人にも皆にプラスに

なるんじゃないかと。そういうことが充実すれば移住者が増えて過疎を防ぐことができるって新聞

に書いてありました。 

○菅原会長：わかりました。私が先ほど皆さんにお諮りしたのはですね、この体系化されたものを

ですね、この中で理解できないところをまず説明していただきました。そして質問してくださいと。

次にこの体系化では不足であれば肉付くしてくださいという、一方的に事務局サイドのものを押し

付ける気はございませんというのが私の考えだったんですよ。よって、これが良しとすればですよ、

例えば今度実行はどうするかということを協議していただく、例えばここで性質別の資料にありま

すように二つのタイプがありますよね、しからば皆さんの発議の中からこの二つにですね、あるい

は四つに分かれてますんで、その四つに分ける、その少人数の中で検討してくれやと、こういう意

見が出たんだからと、そういった方向に発展していただきたいなと、最初から言えば良かったんで

すけども、そういうふうにした中で、しからば柴田委員さんだとか、高橋委員さんがおっしゃった

ことが出てきて、それじゃ自治会や地域住民の方はどうなんだろうかとかね、そういった要望を取

りまとめたり、またどこの会社がやるのか行政がやるのかはわかりませんけどお金がかかるんです

よ。その費用の捻出はどうするんだと、事業者が全部負担するのかとか、そういった話しがお互い

できるように持っていければ非常に良い協議会の形になるんではないか、それをまとめて、これを

全会の中でこういう研究をしましたと、よってこれは地域づくりに必要ですと、そして取り組んで

いくと。もう少し時間をかけて検討しましょうというものはそれはそれで良しと。 

○長委員：以前そういう提案したら、それは勝手にやれという話しだったんですが。 

○菅原会長：いやそういうわけじゃなくて、私が話したのは、それぞれ意見は出てきますけども、

全部をここでは受け止めれませんよと、よってその意見があるのはどこに母体があるんですかと、

ここをしっかりしてくださいと話したつもりなんです。そういうことですから。 

○八木沼委員：自分の提案したことで話しになってるんだけども、ここの資料ではスクールバス、

医療バスという提案になってるけども、それよりもっと範囲が広いんですよね。厚田は過疎なんで

すけどね、過疎の中の過疎を作ってはいけないんだ。そのためには交通しかないんだ。やっぱり交

通で救ってやるという、これが自分の原点なんだ。確かにペイする問題ではないけど、利用者がな

いときは走らなくてもいいようなシステムを作ってね、できるだけ無駄をなくす方針でできたらい

いなという考えを持っている。 

○高橋委員：バスを１回、１時間走らせるのに一体どのくらいかかるのかっていう、そういった資

料をどうやって集めたらいいのかね、やってみたいと思ったんですけどできない。どうやったらい

いんでしょうか。 

○谷本区長：資料としては提供できます。今スクールバスを運行しているわけですから、例えば１

時間の運転を頼むにしても運転手を拘束しなければならないから１日分の給料を確保しなければな

らないだとか、そういう部分がいろいろあるしね。今会長が言うように、この二つの分科会で検討

しましょうかということを皆さんで一致してくれれば、必要な資料も出してやれるし、皆で一緒に

なって計算したりするのも可能かなと思うんで。だからある程度ガチッと絞ってしまったほうがい

いのかなって、時期かなって、これだけの意見が出てきてね、あとは分科会に分けて本当にやれる

事業なのかなど振り分けてね。 

○桐山委員：浜益の例で言いますと、観光・産業、福祉・環境、生活・文化ですか。会長が言われ

たとおり絞っていかないと進まないんでないかなと、私もそう思っております。 
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○菅原会長：その方向でよければですね、まず皆さんの意見の中から絞るのか、それとも緊急性の

あるものに絞るのかですけども。 

○加納委員：私の意見として通るかどうかわかりませんけど、たまたま前回、長さんからいただい

た資料の食の博物館ですか、読んだんですけど、たまたま自分も協議会の委員としてですね、提案

したものに対して協議していただきたいなと思って、またその中から皆さんの知恵によってできる

んでないかと思いますんで。 

○菅原会長：心がけてまいります。 

○谷本区長：今この二つのタイプありますよね、この二つに分かれましょうと、分かれたときにそ

れぞれ皆さんが出したものがあるんで、その中でやる事業を振り分けることもできるんで、その辺

皆さんどうでしょう。 

○長委員：何も固まったものじゃなくてさ、こういうことを話そうって言ったら、じゃあ俺も混ぜ

てとかいうことでもいいんでない。きちっと分科会作ってねコンクリートみたいに固めなくてもさ。 

○菅原会長：ちょっと考えたんですが、月一回協議会ありますよね。これは全体で集まります。じ

ゃあ分科会をどこでやるのっていうことが出てくると思います。でもやっぱりその一月の間でどっ

かに集まっていただいてということになると思いますんで、ある面ではこの課題私は得意だからと

いって集まる方法もあると思うんです。いろんな方法があると思うんです。こうじゃなきゃダメっ

てことはないと思うんです。 

○桐山委員：そういうことであれば私は、社協から出てるわけだからね、得意、不得意あるかもし

れないけど立場上からして、そっちへ入っていかなきゃなんないなと自分では思ってます。 

○菅原会長：なるほど、そうですよね。いろいろと考え方があると思うんです。ですから、えいや

って分けるんでなくてある程度本人の希望も聞きながらね、私はこの分野でやりたいということで

もいいと思うんですよ。 

○八木沼委員：ちょっと質問ですけど、分科会になると専門的になりますよね。専門的になった場

合ね、ある程度のところまでせっかく取りまとめたけど、行政の判断でまた振り出しに戻るってこ

とがあるかもしれないからね、専門的になるということはやっぱり職員などに入っていただかない

とね。 

○谷本区長：それはその通りだと思います。 

○菅原会長：まったくその通りです。 

○佐藤副会長：結構たくさんのテーマなんですよ。そしてこれをやっていくためには、これをやる

ためのノウハウって言ったらおかしいけども、せいぜい言いますと試行錯誤で何かを一回作り上げ

ないとね、その手法というのを皆さんが共有できないと思うんですよね。 

もう一つはこの中で緊急度の高いものをですね、一回皆さんでやってみる。このフローチャート

を一回皆さんで通してみる。こういう方法でやればいいんだなということを理解できたら、後はそ

れぞれのところに分かれてね。そうでないとこれはある意味では無駄をしてしまうという可能性が

あるんですね。もっと言いますと、今まで我々は行政におんぶに抱っこの癖が付いてるんですよ。

だからしっかり自分たちの地域で何かをやるっていうときには、何をどう考えて、どんな手続きで、

どんな資料を出して説得しなければならないのかということをやらないと、結局行政に資料出して

くれ、あれ出してくれとなりますから、その苦労を一回しないと、これから長い期間続くわけです

から、ですからそういうことを一回やってみないと。 

このフローチャートは非常に良くできているんですが、これを一つ一つクリアしていくっていう
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ことは非常に大変です。ですから、今一番緊急性があるもの、今出てましたように、特に今は冬場

ですからね、交通通信網というのは過疎地では絶対大切なんですね。ですから交通通信網で一回、

皆さんのアイデアを聞きながらね、それからこれは行政と一緒にやらないとならないものですから、

行政側からデータをいただいてこういう形で①から③まで作ってみましょうというほうが、どっち

かというと急がば回れでいいような。それで委員の皆さんがそういった方法でできるんだなとなっ

たら、それぞれ部会とか自分の得意な分野でそれをしていったほうがいいんでないかなという提案

なんですけどね。 

○菅原会長：はい。貴重なご意見をいただきました。やっぱりまず一回皆で手がけてみないとダメ

ですね。 

○長委員：まず自分が住んでいる地域で何がウィークポイントかというものを出し合って、それを

ランク付けして、どうしたら解決できるのかということを皆で考えていけばいいんじゃないか。 

○高橋委員：私、聚富というより、たまたま望来の情報を得ることが多かったんですが、高齢者の

独居とか、運転が不可能だとか、バス停までの距離が遠いとか、やっぱり望来が一番高齢化が進ん

でるんだなと感じました。聚富でなくて望来のほうが緊急度が高いのかなと思ってたんです。 

 医療で言うと中央クリニックがあるんですけど、そこに来たときに農協で買い物ができるという

時間帯を作ってあげる、そうすると農協の売り上げがよくなる、食料品もいいものが提供されるか

もしれない、そういった循環が必要でないかなと感じたことと、たまたま聚富のパークゴルフ場で

手伝いをしたりしてるんですけど、望来のパークゴルフ場で厚田でできた野菜を売ってもらいたい

という意見がすごく多いんですよ。それで出てないですかって聞いたら、１週間に一回かそこらで、

それもたまにしかないと言うですよ。どうして出せないのって、あんた農家だったら持ってきて売

ってちょうだいって言われて、それも何かいい方法がないかなって。 

○桐山委員：望来ではずっと出してましたよ。 

○高橋委員：行ったときにはないって言うんですよ。 

○小林委員：７月から９月一杯までかな、火、木、土、日は出してるよ。 

○菅原会長：暫時休憩いたしまして意見をまとめさせていただきます。 

（休憩中） 

○菅原会長：再開いたします。休憩中に非常に中身の濃いお話しがありました。我々の考えも大分

整理ができましたので、先ほど佐藤副会長からお話しがありました、地域自治区の課題としては、

今早急に取り組まなければならないもの、それは交通網の研究だろうということで、老人等々です

ね、そういう方々の足の問題、交通の問題を課題にしまして取り組んでいきたい。ただ協議会の委

員だけで考えますと非常に難しい部分があるわけで、まずそれぞれ自治会単位でグループになって

いただいて、自治会の役員さん等交えながら、課題なり問題なり、今後こうあるべきだということ

をまとめていただいて、次回持ち寄っていただければと思います。 

 こんなまとめになりますが、今後こういったことで進めてまいりたいと思います。 

 

３．その他 

○菅原会長：もう一点ですが、手元の資料にゴミ収集の資料がございますので、事務局より説明願

います。 

○岡林課長：ごみの関係ですけども、ごみの有料化を３月の定例会で提案して可決されれば、粗大

ごみは７月から、家庭系のごみは１０月から有料ということになります。 
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 ここの資料には、道内と管内におけるごみの収集方式ということでまとめましたので参考にして

ください。ステーション方式と戸別方式と混合ということですが、割合でいえば道内も管内も似た

り寄ったりで、ステーション方式が８０％弱で一番多いようです。 

 収集方式のステーション方式と戸別方式それぞれの長所と短所についてもまとめました。ステー

ション方式の長所は戸別方式の短所になりますし、戸別方式の長所はステーション方式の短所にな

っていまして、ちょうどクロスした形になっているようです。 

 一番右下に※印で記載してますけど、厚田の場合は市街地形成がない農村地域ということで、住

宅が点在しているため収集経費が増加するというようなことになります。 

 明日、厚田の自治会の役員会が開かれまして、本庁から市民生活とごみの担当者が来まして、市

としての考え方を説明することになってます。以前からありました駐在員制度や外灯の関係ですと

か、会館ですとか、ごみの関係について、これからの取り組みですとか考え方というものを自治会

の会長をはじめ役員の方々に集まっていただき話しをすることになりますので、何かの機会にそれ

ぞれの地域の中にその話しが降りていくことになりますので、その前段の情報としてこのごみ収集

体制に関しても頭の中に置いておいてほしいなと思います。 

○菅原会長：この関係で理解できない部分があればお受けいたしますが。 

（「なし」の声あり） 

○谷本区長：先日、正利冠でごみの関係で説明に来てほしいということで行ってきたんですが、も

し地域のほうで、ごみだけでなくいろいろな部分で来て説明してほしいということがあれば行きま

すんで、俗に言う出前講座というやつです。 

○熊谷課長：３月５日、日曜日、１０時から虹が原会館で、虹が原地区と緑が原地区の合同でごみ

有料化と収集体制について説明会を行いますので、参考までにお知らせいたします。 

○菅原会長：それでは協議する案件としては、今日はこれで終わります。 

 次回の会議ですが、いかがいたしましょうか。 

○岡林課長：事務局といたしましては、３月２３日まで議会がありますので、月末になるんですが、

２８日頃がいいのではないかなと思ってるんですが。 

 それでは、２８日の午後６時から、場所は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、課題を具体的に取り進めるべく、それぞれ宿題を持ったかと思いますので、

地域の自治会の皆さんと十分話し合いの機会を持ちながら進めていただきたいと思います。 

 大変今日はご苦労様でした。ありがとうございます。 
 
 
 
 

平成１８年 ３月２８日議事録確定 

 

                               石狩市厚田区地域協議会 

 

                                 会長    菅 原 道 夫 


