
  

平成１７年度第４回石狩市厚田区地域協議会 

 

日  時 平成１７年１２月１４日（水）午後６時０５分～８時２０分 

場  所 望来コミュニティセンター ホール 

出席者 菅原会長、佐藤副会長、上山委員、小野寺委員、桐山委員、笹木委員、柴田委員、 

    畑中委員、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 

傍聴者 ２人 

議 題 （１）石狩市総合計画策定審議会委員の推薦について 

（２）委員発議案件 

    （３）その他 

資 料 資料１ 石狩市総合計画策定審議会委員の推薦について（依頼文の写し） 

        石狩市総合計画策定審議会委員一覧 

        石狩市総合計画策定審議会条例 

    資料２ 新市建設計画「合併まちづくりプラン」（冊子） 

        新市建設計画「合併まちづくりプラン」に係る主要事業整理表 

    資料３ 厚田区自治連合会組織図 

        平成１７年度駐在員名簿 

 

１．開会 

○岡林課長：それでは、定刻が過ぎましたけども、ただ今から第４回の厚田区地域協議会を開催し

たいと思います。それでは会長お願いします。 

○菅原会長：みなさんおばんでございます。少々時間が遅れましたことをまずお詫びいたします。 

 １２月も半ばになりまして、大変ご多用の中、このようにお集まりいただきありがとうございま

す。また、今日傍聴に来られてる方もおりましてありがとうございます。 

 

２．石狩市総合計画策定審議会委員の推薦について 

○菅原会長：前回の協議会で月１回の開会ということで約束しておりますので、それに合わせて会

議を持ったところでありますけれども、ご案内の中にありますとおりですね、石狩市総合計画策定

審議会委員の推薦ということですので、このことをまず議題に協議いただきたいと思います。 

 それと先日、自治連合会の会長さんと会う機会がありまして、地域協議会の運営のあり方と含め

てですね、自治連合会と一体となって共通した認識を持っていきたいんだという話しがありました。

このことも後ほど皆さん協議をしていただければと考えております。 

 それでは、早速ただ今申し上げましように石狩市総合計画策定審議会委員の推薦がございます。

内容につきまして事務局の岡林課長から説明いただきながら、推薦者を決めていきたいと思います。 

○岡林課長：お手元に３枚もので総合計画策定審議会委員の推薦について、資料として提示させて

いただいておりますが、１１月２５日付で厚田区地域協議会に対しまして、石狩市長から審議会委

員の推薦ということで依頼されております。なお、委員の委嘱期間につきましては、今これからで

すね石狩市では新たな総合計画を策定する予定になっておりまして、その総合計画が策定されるま

での間、およそ１年間、１８年１月から１２月までの１年間、委員として参加していただきたいと
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いう内容になっております。 

 参考事項のところにありますけども、審議会の所掌事務につきましては、総合計画策定における

調査審議。会議の開催予定については、１年間に９回程度ということであります。報酬等につきま

しては、会議出席の都度、所定の報酬及び費用弁償を支給しますというようなことになっておりま

す。 

 次の資料にですね、審議会委員の一覧ということで、条例で３０人以内をもって組織するという

ことで定まっております。１番の石狩市連合町内会連絡協議会から２３番のいしかり・ごみへらし

隊までの関係機関については、それぞれ１人ずつと、学識経験者が３人、一般公募者が４人という

ことで、全部で３０人の委員で審議会を構成したいということから、この厚田区地域協議会に付き

ましても１人の委員を推薦していただきたいという内容になっております。 

 こういうようなことでございまして、会長の仕切りの中で協議会の中からどなたか１人を推薦す

るというようなことで審議していただきたいと思います。以上です。 

○菅原会長：ただ今説明していただきましようにですね、石狩市総合計画策定審議会の委員の委嘱

ということでございます。全体で３０人ということでございまして、一覧表を見ますと、石狩市の

連合町内会連絡協議会から始まりまして、各産業団体なり経済団体などほぼ網羅されているのかな

と思います。 

 この地域協議会の皆さんも、ご承知のようにそういった構成で出ておりますので、これをどのよ

うに決めたらいいかと私も考えていたんですが、各産業団体についてはですね、それぞれ代表され

る方が入っているということで、具体的に申し上げますと北石狩農協につきましては、本所に依頼

がございました。厚田か浜益に住所を有する方を推薦してくださいということでしたので、私が組

合長からどうだということで入っております。 

 そんな関係から申し上げますと、なるべくですね機関の混同しない方をですね、この協議会から

は選出していってはどうかなというのが私の考えでございます。 

 それでですね、事務局といろいろとお話ししたわけですが、こういった組織になかなか女性の方

が出る機会がないと伺っております。そいうことで皆さんのご了解がいただければ厚田区の協議会

としては、できれば女性の方を推薦していってはどうかなと、あくまでも私個人の考え方でござい

ますが、それらについてまず皆さんのご意見をいただきたいと思いますけれども。 

○小野寺委員：９日までに書類を提出するとなっていて、もう期限が過ぎているけど、事務局のほ

うで何か案はあるの。 

○岡林課長：若干遅れているんですけれども、開催するのは今日ということで連絡しておりますの

で、会長からもお話しがありましたとおり、各関係団体については、それぞれ推薦依頼があって、

それぞれ決定しておりますので、できれば女性の中から推薦者を決める形がいいのではないかと。 

 石狩市のほうではですね、男女共同参画という部署も設けてありますし、そういったことを含め

て全体的なことをいろいろと考えていったときには、今言ったような形で推薦されたほうがいいの

かなということで考えております。そういうことになれば、協議会委員の中で女性は３人となりま

す。１人は自治会、もう１人は学識経験者、それからもう１人は女性団体連絡協議会からの代表と

いうようなことになっておりますので、その中の方からできれば出ていただければいいのかなと思

います。そういった意味では女性団体連絡協議会は厚田区の各地区全域に組織されているというこ

とで、女性の目から見た意見ですとかアイデアだとかいうものも集約といいますか、情報として集

めることも可能な部分が非常に多いのかなと思います。自治会も同じなんですけども、我々のほう
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としてはできればですね、会長とも話しをしたんですけど、女性団体連絡協議会という組織を代表

されている方が良いのではないかなということで考えてはおりました。 

○菅原会長：事務局に説明していただきましたが、そういうことでですね、できれば私もですね前

段お願いといいますか提案したようなことでですね、女性に出ていただいていいのではないかと、

そういうことで考えております。その中でやはり全体を網羅できるのは、厚田に元々ありました女

性団体連絡協議会の代表の方が一番ふさわしいんじゃないかと、こう思いますので。 

 代表の方は柴田さんですね。どうでしょうか。よろしいですか。 

（柴田委員うなずく） 

○菅原会長：それでは、ただ今ご了解いただいた柴田委員からご挨拶をいただきたいと思います。 

○柴田委員：どうしようっていう感じです。自信がないんですけど、がんばりますのでよろしくお

願いいたします。 

○菅原会長：ありがとうございます。 

 

３．委員発議案件 

○菅原会長：それでは、次に委員発議案件がございますが、先ほど私があいさつの中で申し上げた

部分がございます。 

 それでですね、前回の協議会だったと思いますが、町内会組織がどうなっているのかというお話

しがあったかと思いますが、ですからまずですね、今日はまことに失礼でございますが、町内会や

連合会のあり方についてですね、皆さんで再確認してですね、私の考えとしましては、１月の協議

会でですね、厚田区の自治連合会の会長さんと懇談するというか、そういう考えでおります。 

 今回につきましては、前回話しのありました町内会の再編などについての話しは置いておいてで

すね、働きだとかを学習していくという形にさせていただきたいと思います。 

 まずは資料がありますんで、課長から説明いただきたいと思います。 

○岡林課長：前回、高橋さんだと記憶しておりますけれども、自治会あるいは町内会の内容がわか

らないというお話しがありました。それで会長からですね、そういったものがわかるような資料を

提示して皆さんに理解をしてもらったほうがいいんでないかとのお話しがありましたので、今回資

料として２枚ほどつけさせていただきました。 

 元々、厚田村自治連合会ということでしたが、合併に伴いまして厚田区自治連合会ということで

組織図があります。厚田区自治連合会の会長は藤田勝さんがなっておりまして、その下に各地区の

自治会、もしくは自治連合会があります。左側から厚田地区自治連合会、発足自治会、古潭自治連

合会、望来自治連合会、聚富地区自治連合会と五つの会に分かれておりまして、それぞれ下に町内

会がありますよということで記載されております。 

 右下に書いてありますが、全部で町内回数は４３、世帯数は１，００５となっております。駐在

員は各町内会に１人おりますので、町内回数と駐在員数は同数という内容になっております。 

 古潭自治連合会の会長は、先日斉藤さんがお亡くなりになりましたので空席ということで、副会

長の長さんが代理という形を取られているように認識しております。 

 そして、４３人の駐在員はどうなっているのということが、もう一つの資料の平成１７年度駐在

員名簿がありますが、１２月現在で濃昼から虹が原西まであります。途中で括弧書きの例えば神明

町などがありますが、これは全体の数が多いもんですから、神明町の中でも三つに分けてますよと

いうふうに理解していただきたいと思います。ですから他の部分も同じです。ただし、フラトマリ
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という地区だけは、駐在区としての設定はしておりますが、駐在員はおりませんということになっ

ています。 

 厚田区の連合町内会などは、こういうような形で区分されているということであります。 

 もう一つ、駐在員の性格をお話ししますと、駐在員は行政側が委嘱して、辞令の交付を行ってそ

の任務にあたってもらうということになっておりますが、一方自治会のほうは任意の団体ですから、

それぞれの地区の中で自治会を組織してその中から会長や役員を選んでいるということで、ちょっ

と性格が異なるものですが、いずれにしても町内会等の取り扱いにつきましては、今も説明しまし

たとおり駐在区と町内会とはイコールになっておりますので、お互いに繋がりはあるといった内容

になっております。概略は以上です。 

○菅原会長：これにつきましては、説明のあったとおりでございまして、何か質問はございますで

しょうか。 

○桐山委員：これ班数おかしいんじゃないか。例えば３世帯で３班だとか。間違いじゃないのか。

間違いじゃなけりゃいいんだけど、他のところも同じようなところがあるから。 

○岡林課長：もう一回確認はしてみますけれども、住宅が点在しているところは回覧がまわせない

ということがありますので、何世帯か固まっているところは、いくつかの班に分けて班長を決めま

すけども、非常に遠いところに点在している場合については、それぞれということで、それぞれを

班長とみなして個別に情報伝達をしているという部分がありますので、そういったことで全部が全

部、何世帯かのくくりになっているわけではないということもご理解いただければと思います。 

○桐山委員：１世帯８００円の１区域１７，０００円ですか。私が駐在員をやっていたのはもう１

０年以上も前になりますが、駐在員会議を開いたときに、悪いけども３戸ぐらいのところはできれ

ば合併をしてもいいんじゃないですかと質問したこともあります。村政懇談会などでも何回も言っ

てますから認識していると思いますけど、今のように３世帯でそれぞれの家に回覧を配るのに、１

箇所１７，０００円ですよね。その出し方というのはちょっと大きな問題だと思いますがいかがで

すか。 

○菅原会長：今、桐山さんからお話しがありましたが、大変恐縮ですけれども、今回の提案はです

ね、皆さんで自治会や町内会のことをまずは再確認しましょうということでですね、前段話しまし

たように統廃合だとかの話しは今日はしないようにしましょうということにしたんで、意見として

はわかりますが、また別の機会にですね、これはお話しさせていただきたいなと思いますので、申

し訳ないですけど失礼させていただきます。 

○八木沼委員：うちは望来だけれども、町内会数と駐在員数が同数っていう説明だったけど、町内

会数が１０で駐在員数が１１になってるけど。 

○岡林課長：申し訳ありません。駐在員と書いてるので人数がおかしくなるので、町内会数に対し

て駐在区数ということで見てもらいたいと思います。訂正したいと思います。 

○菅原会長：駐在員ではなくて、駐在区ということでいいんですね。 

 ちょっと、私のほうから質問っていうのは変かもしれませんが、この組織図でいいますと各自治

連合会が五つございますよね。その上に厚田区全体を網羅する厚田区自治連合会があるんですが、

この名称が正しいのかどうか。 

 若干、休憩したいと思います。 

（休憩中） 

○菅原会長：会議を再開いたします。厚田区自治連合会の名称は正しいということで理解いたしま
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した。 

○高橋委員：聚富北部と白浜も世帯数と班数が同じになっていますけども。 

○小林委員：発足もさ５班あるというのが理解できないんだけどさ。実際に五つもないしどういう

ふうに分けているのか全然わかんないですよ。班の意味がわかんない。 

○菅原会長：今の質問ですと、この駐在員名簿が班という位置づけ、数をどういうふうに出してい

るのかという質問ですね。どなたか明快に答えれる方おりますかね。 

 暫時休憩いたします。 

（休憩中） 

○菅原会長：それでは再会いたします。 

○岡林課長：資料のほうですね、提出しておいて大変恥ずかしいことなんですが、不突合の部分が

ありました。班数については、以前に把握していたものがそのまま整理されずにきているというこ

とで、持ち帰って改めて整理したいと思いますが、今回駐在員のことで皆さんに理解していただき

たいのは、何班あるかということではなくて、駐在区というのはこのようなものになっていて、こ

れらの方が駐在員になっていますよということをわかっていただきたいものです。何班あるの、金

額がいくらなの、そことそこ合併したほうがいいよなどは、この地域協議会とは別な考え方になり

ますので、今回はそういったような観点から協議していただきたいなと思います。 

○菅原会長：今、課長から話しがありましたが、今回は先ほども申し上げましたようにですね、厚

田区自治連合会の会長さんからですね、厚田区の地域協議会の委員と各地区の自治連合会長さんと

の懇談する場がほしいとの意見がありましたので、私は大変いいことだなと思いますので、そのこ

とをするためにもまず皆さんで勉強しようと、と言いますのは、おそらく自分の町内会については

ある程度わかるのかと思いますけども、全体を知る機会というのはなかなかないんじゃないのかな

と。地域協議会の各委員さんについては、この機会に再確認していただこうと、そういったことで

今日課長にお願いして資料を出していただきましたので、若干修正などがありますけども、こうい

う組織になってるんだなどは十分に分かりますので、その辺をお互いに認識していただければと思

います。 

○桐山委員：町内会のことにつきましては、常々言っていることなんですが、これから町内会が主

体となっていろいろやっていかないとならないときに、まずここから考え直していかなければなら

ないんじゃないかというのが基本的な信念であって、協議会であーせこーせという気はないから、

まずね今私申し上げたように、町内会というものの足腰を強くしていかなければいけないという提

言をして、今会長がおっしゃたように各連合会と話し合いをして、そして各連合会でいろいろと協

議をして、そして具体的にというのが私は理想的じゃないのかなと思っております。そういうこと

が常に頭にあったものですから申し上げたところです。 

○菅原会長：わかりました。 

 私からですね、自治連合会長の藤田さんと話した内容についてまずお伝えいたしますが、新しい

市になりまして、厚田村の今までの町内会のあり方等大きく変わっていかなければならないんじゃ

ないかと。自主的に変わっていかなければならないと。こういった考え方でございます。 

 やはり私たちの身近な課題をですね検討し合い、こういう機会があってもいいだろうということ

で、藤田会長のお話しを皆さんに紹介したということでございますので、この件につきましてご意

見を伺いながら、１月の協議会には各自治連合会長さんに同席していただきながらですね、懇談の

機会をつくりたいなと、そういう趣旨でございます。 
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○長委員：私、古潭のほうで今、副会長と会計を兼任してやらしていただいてるんですけど、なか

なか役員のなり手がないと。予算面も実際苦しい。特にこの度合併しまして、古潭のふれあいセン

ターが会館というふうに名前も変わって、地域で管理しなさいよということになって、費用のほう

も今までは１０割村からいただいてたものが、それがうまくいっても７割、へたすると６割ぐらい

になると。少なくとも１０万ぐらい自治会のほうで負担しなきゃならなくなるんでないかと。予算

としては年間大体７０万円ぐらいですから。 

 それから外灯のほうも修理代は１０割、電気料が８割だったものが、それらは自治会で管理しな

さいということでどっちも６割と。どれが防犯灯だとか、自治会で持つべき外灯の種類はこれから

検討するということなんです。 

 私、ちょっとお伺いしたいのは、古潭では自治会費というのが年間６，５００円なんです。他の

地域では大体いくらぐらいなのか、もしわかったらお聞かせ願いたいということと、それぞれの自

治会で主にどういうことに取り組んでいるのか、どういった活動をしているのかというのもお聞か

せ願えればと。 

○菅原会長：二つあったかと思いますが、まずは年会費がどうなっているのか。もう一つは自治会

の活動はどんなことをしているのかということでございますので、それぞれ認識している中でお答

えいただければと思います。 

○河合委員：うちの町内会は、今年から会費を値上げして６，０００円。ごみの関係は、合併して

１０月から、ビン、缶、ペットボトルは一緒にしてゴミステーションに出すんだよと周知していま

す。そして、ダンボール、雑誌、新聞紙については、これは出せませんので町内会で集めることに

しました。それでどこに出すんだということで、私の車庫に集めることにして１０月から集めて、

第１回目の回収に紙商五代さんが来ました。話しでは各町内会で集めてくれっていうことだったん

だけど、集めてる町内会がうちと望来の本吉さんのところと聚富のどこかだったと思いますけど、

そこしかやっていないということで、約束では１ｔ以上になったら無料で取りに来てくれるという

ことです。 

○菅原会長：長さんが聞いてるのは連合会のことですよね。 

○長委員：いやいいんです。年会費が６，０００円ということですけど、以前はいくらだったんで

すか。 

○河合委員：以前はね、月３５０円で、それを５００円に上げたの。 

 それと、さっき外灯料の話しも出てたんだけど、うちの会長が再三にわたって石狩のほうに行っ

て今回担当と話した結果、１８年度はそのままいきます。８０％出しますよと。そして１８年度中

に外灯と防犯灯の区別をして、町内会で払うもの、市で払うものを区別すると言ってました。 

○八木沼委員：うちは望来ですけど、私のところは会費は４，０００円です。主な使い道では、獅

子舞の補助金を出したり、子ども会に出したり、お祭りに出したり、主に伝統行事に出しておりま

す。 

○桐山委員：今、八木沼さんがおっしゃいましたけども、３，８００円だったものを今年度値上げ

をして４，０００円としております。使い道は、今、副会長がおっしゃったとおりで、その他ＰＴ

Ａにも出しております。子ども会にも出しております。 

○小林委員：発足は年会費１０，０００円です。お祭りの経費から社会福祉の器具とか、あと体育

振興会のほうとかですね。 

○高橋委員：聚富なんですが、私、内容がわからないことがたくさんあって勉強不足なんですけど、
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町内会費っていうのは１，２００円なんですよ。年間。全部で２，４００円なんですけどね、その

うち１，２００円はパークゴルフ場に管理費になってるんですよ。ただ、うちのほうは衛生組合か

ら迷惑料みたいなものをもらってるみたいなんです。それが何年か後にはなくなるかもしれないっ

てことで、前回ぐらいにはその分をどうしようって話しもありました。 

○長委員：どうもありがとうございました。実は私どもの町内会でやっていることで、会館の維持

会の代表、その他に地域の美化ということで道路の清掃、墓地の管理、それと花壇整備、あと古潭

は浜を持っていますので浜の清掃、これはかなり費用がかかっていることなんですけども、それと

先ほども社会福祉協議会の話しがあったんですけども、以前でしたら村の社会福祉協議会、それか

ら望来の小中学校、衛生団体、防犯組合、それに戦没者云々ということですね、それらもろもろの

ものがこれからどういうように変わっていくのかなというね。実は私ども内々に１月３日に総会や

るということになってまして、これから予算を組まなきゃいけない段階で、それらの各種負担金と

いったらおかしいんですけど、もちろん負担金が必要であれば、それぞれ助成金というのが出てま

したよね。自治連合会から助成金が来てましたし、衛生組合からも補助金が来てましたし、その辺

のものが今後見込めるかというのがちょっと予算を組むうえで苦慮しているわけです。そういった

ことを含めて協議会と自治連合会との話し合いができればいいのかなと思いまして、あえて協議会

の皆さまに現在それぞれが置かれている地域の自治会の現状というものを聞かせていただいて、ど

ういったところに問題があるんだろうということを考えていただいて、協議会のほうではどういっ

た提案ができるのかといったところまでの話し合いをしていただければなと思います。 

○菅原会長：はい、どうもありがとうございます。地域協議会としてですね、自治連合会に対して

今後ですね、提案なり、また応援なりということもできるのかなと、まぁその辺もございますが、

まずはこういう実態だということを皆さんある程度認識いただいたんではないかと思います。 

 先ほども申し上げましたようにですね、１月にですね、各連合会長さんと一緒に懇談の場を持ち

たいなと。その中で連合会長さんに地域の課題等々まず知ることだということから始まりまして、

５団体の連合会がありますので、それぞれの環境などが違うとは思いますが、どこまで地域協議会

としてそれらを捉えながら、ときには市に提言できることがあればしていくべきかなと私は思いま

す。いずれにしましても、地域協議会と自治連合会とはですね、やはり一体となって地域の活性化

に向けてがんばっていかなければいけないと、こんな思いをしましてね懇談の場を設けたいと思い

ますが、これについて意見を賜りたいと思います。 

○河合委員：１月の協議会と言いましたけど、できれば２月にならないかと。どうしてかというと、

１月に役員改選があるんですよ。大幅に変わることも予想されるんで２月ぐらいにできれば。 

○菅原会長：意見はわかるんですが、頭も変わっちゃうんですか。私が言っているのは町内会長だ

と相当な数になるのではたして可能かどうかと思っておりますけども、まずは五つの自治連合会の

会長さん５名の方とお話させていただきたいと思っておりまして、それら５名の方が役員改選後変

わる可能性はありますか。 

○河合委員：あるよ。町内会長が変わってくれば役員も変わる可能性はある。 

○菅原会長：そうですね。他の地区はどうでしょうか。厚田地区は１月に役員改選があるそうです

が、他の地区では３月というところもあるのではないかと思うのですが。ですから、その辺にこだ

わったほうがいいのか、こだわらなくていいのかといった部分ですね。 

 事情としてですね、厚田は１月ですと、しかし、３月、４月というところもございますとまたそ

れまで待たなきゃならないということになるわけですから、ですからここは現職の方とまず懇談す
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ると、こういったことでどうでしょうかね。 

○桐山委員：１２月に選んで１月からといったところがありますが、やっぱり４月に合わせるべき

だと思うんですよ。うちの老人会でも１５日に役員会ありますけども、規約を改正して市の行事と

合わせるようにとこないだの例会で話し合いました。各町内会でもできるだけこの機会に３ヵ月延

長して４月１日にね、全部となると非常に困難なことかもしれませんがね、そうしていかないとだ

めだと思うんですよ。たまたまうちの自治連合会が４月ですから、うちの町内会も４月になってま

すけども、付近の町内会が全部そうかっていうとそうじゃない。 

○菅原会長：わかりました。ここで少し休憩いたします。 

（休憩中） 

○菅原会長：会議を再開いたします。それでは、休憩前から申し上げました地域協議会と自治連合

会との懇談について、私として是非実施していきたい、こういう考えでございますので、皆さんご

賛同していただければありがたいと思います。いかがでしょうか。 

（賛同する声あり） 

○菅原会長：ありがとうございます。全員から賛同いただきましたので１月の協議会と合わせて懇

談していきたいと思います。 

 続きまして皆さんのほうから意見、提案等ありましたらご発言願いたいと思いますが。 

○八木沼委員：第１回目のときに説明のありました過疎計画に基づいて、その計画に肉付けをして

いくのが我々の務めだと思いますんで。その中で交通体系の整備という部分がありますが、３０ペ

ージですね。交通システムの導入とありますけども、市議会だよりにも交通システムの構築という

ことで記載されています。その中で浜益区でしたか、デマンド交通システムという、内容は聞いて

みなきゃわからないんだけども、厚田においても村が所有しているバスが多いということで、これ

をなんとか活用できないかと。スクールバスとかね。リハビリのバスなどは殆ど２人か３人で非常

に無駄が多いということで、これを一般の人に活用できないかどうか、そういった研究会みたいな

ものを立ち上げていただきたいなということを提案いたします。 

○菅原会長：過疎計画にありました交通確保対策のところですが、ここに交通システムのことが書

かれております。旧村のときからですか、スクールバスや医療バスなどございますが委託でやって

いますよね。それらを一般の方にも開放できないだろうかといったことで、それらを研究するなり

の機関をといった内容ですよね。 

○谷本区長：私のほうから今のデマンド交通の関係で、今回一般質問が浜益の議員からあったんで

すけど、デマンド交通というのは、例えばタクシー会社が登録をして、そのタクシー会社に前の日

までに時間と場所の予約をすることによって送迎をしてくれて、料金を支払うという一つの方法な

んですが、過疎地であると非常に営業面も含めて難しいというのが実態であるようです。 

例えば医療バスがあったり、子どもたちを乗せるスクールバスがあったりしますが、その空き具

合を含めた中で違った方法で検討しなければならないだろうというようなことになってますんで、

ただ今八木沼さんの言ったようなことは非常に重要な意見だと思うし、お年寄りも運転するのは大

変でしょうから、有効な手段の一つとしてこれから検討していく部分だと思っております。 

 尾山課長、何か補足していただいて結構なんですが。情報交換として。 

○菅原会長：では尾山課長、発言願います。 

○尾山課長：今回の総合計画を担当しております尾山といいます。よろしくお願いします。 

 今、区長のほうからお話しがあったとおり、市においても浜益と厚田の部分については、それぞ
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れ構築について対応を考えるという状況にあります。ただ厚田と浜益の大きな違いといいますのは、

交通機関がですね、中央バスが１日に何本という形で入ってきております。この部分について厚田

のほうでは別段何も手当てはしていないんですけども、浜益のほうは逆にそのバスを村でお願いし

て運営してもらっていると、要するにお金を払っているわけです。その辺の違いがありますので、

それらを一定の方向で検討していかなければならないなと考えているところであります。 

 それとスクールバスなどの部分については、今現在のスクールバスの路線で行けば一般の方も乗

ることが可能な状況になっております。そこら辺のこともありますので、先ほど八木沼さんが言わ

れましたように、研究会ですか、それらを立ち上げた中でいろいろと検討してみる必要があるのか

なと思っております。以上です。 

○菅原会長：はい、どうぞ。 

○長委員：ちょっとお尋ねしたいんすけど。以前の数字だったと思ったんですが、厚田村で中央バ

スに補助金とか出してたような気がしたんですけど。今の話しからするとそれ間違いだったですか

ね。それともう一点なんですが、最近子どもさんたちの痛ましい事故がたくさん起こってますよね。

たまたま厚田というところはスクールバスがたくさんあって、子どもたちの登下校については比較

的安全なのかなと思ってたんですけど、多分まだ学校に近いところの子どもたちはバスに乗れない

だとか、そして聚富のほうは夏は中学生はバスに乗れないとかあったと思うんですけど、その辺の

ことも見直していただいてスクールバスを有効に活用していただいて、そういう事故がないように

気配りをしていただきたいなと思います。 

○岡林課長：中央バスのことについてはですね、資料は持ち合わせてないんですが、準生活路線に

対する取り扱いで道の補助制度がありまして、道と市町村と事業者で３分の１ずつの負担で、最初

は８０万ぐらいの補助から始まったと記憶してます。それが３年くらい続いてですね、平成１６年

で打ち切りということになりました。なぜかと言いますと、結局乗る方が少なければ少ないほど路

線を維持するための赤字が発生するわけです。そうすると補助制度の取り扱いで一定の条件を満た

さないと道からの補助金が出なくなるといった状況になります。そうするとその出なくなった部分

をどこが負担するのとなったとき、最初は道が３分の１、事業者が３分の１、関係する自治体が３

分の１でしたから、３００万かかるんであれば、厚田としては１００万出しましょうと、道と中央

バスはそれぞれ１００万ずつ負担しますよということだったんですが、それが段々と村の負担が多

くなるという状況になって、これ以上の補助をすることが行政的には対応が困難ということになり

まして、やめたという経過があります。 

 それは何かといいますと、濃昼線なんですね。札幌ターミナルから厚田まで来るのはいいんです

が、厚田から濃昼まで延びている路線が１日に何本かあります。その路線を確保するために、いわ

ゆる準生活路線事業という名目のもとに、その濃昼、また安瀬地区の人たちの交通の便を確保する

ということを目的として、一定期間行政側としても負担してきました。でも今言いましたようにそ

れをやめましたので、実際皆さんご存知かと思いますけども、昨年の１１月末をもってその路線が

廃止となりました。濃昼までは行かなくなった。行政としては、安瀬地区と濃昼地区の住民に対し、

今までの経過を話しまして、現状に至っております。 

○谷本区長：スクールバスの関係なんですけども、ちょっと状況的には詳しくわかりませんが、朝

の通学の時点ではバスは満員の状態であったり、聚富のほうは冬は中学生も乗ってますけど、夏は

自転車通学を認めているためバスに乗せていないという認識でしたが、ちょっと定かでないですけ

ど、いずれにしてもバスの利用状況、空きスペースなどによって他の活用を含めた検討というのは
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今後必要と思っております。 

○菅原会長：ということでございますので、交通手段の関係ですね、地域としてはそういったバス

に一般の人も乗れないだろうかという部分については、研究会などでも検討しながら詰めていきた

いという話しであります。この協議会としましては、市においても検討しているとのことでござい

ますので、是非実現に向けてお願いしたいということでよろしいですか。 

（賛同する声あり） 

○菅原会長：それでは次、変わって何かございましたらお願いします。 

○河合委員：スポーツ振興についてなんですけど、今現在、厚田区では体育協会があって、その下

に体育振興会があったんですよね。でも来年の４月からは体協は石狩の体協に加入すると。そうす

ると体振が残るわけですけども、その体振がなくなるかもしれないということで、今までその体振

でスポーツをやってきたわけなんですけど、夏はソフトボール、冬はミニバレーボール、スキー大

会をやってきたんですけれども、それができなくなるということで、それではちょっと寂しいんじ

ゃないかと。何とか名前を変えてでも年に１回でもソフトボールなり、ミニバレーボールなり、何

でもいいんですけど何かをやりたいと、そういったものを作るにはどういう形でやったらいいのか

を聞きたいなと思って。できればそれらに対してお金が出してもらえるものなのか、何年くらい出

してもらえるのかも聞きたいんです。 

○菅原会長：実は私も、体育協会と体育振興会の係わりというのが、どういったふうになってるの

かよくわからないんですけど、詳しい方ちょっと説明いただけますか。 

○岡林課長：ちょっと私も専門分野からかけ離れてますんで、細かい説明は控えさせていただきま

すけれども、お話しされてたのは体育協会が石狩の体育協会と一緒になってしまうから、厚田の体

育協会はなくなるということですね。それから体育振興会がこれまで主催でソフトボールですとか

のスポーツ交流の部分を実施してきたというものが、これからの組織の中で自主運営するのは非常

に困難であるから、そこら辺何か方法がないかというようなことですよね。 

 今の状況で考えられるとすれば、全体のスポーツ交流事業として位置づけることができるんであ

れば、地域と地域のスポーツ振興事業の位置づけで基金を活用した中で事業を行うことは可能だと

思います。ただですね、地域振興基金は、先日、基金の使途ということで、こんな形で使われるこ

とになりますよと説明をさせていただきましたんで、その枠を外れることはできないわけですから、

そこら辺をこの地域協議会の中でどういうふうに煮詰めていって、まとめるかということにかかっ

てくると思います。 

 何かを運営するために補助するというものについては、お金がある限り５年でも、１０年でも、

２０年でも応援しますよということではありませんので、まずそのきっかけといいますか、立ち上

げるために必要なものというようなことに出しましょうということですから、一定の年数が限度に

なりますし、その年数が経過するまでの間にそれぞれで創意工夫して事業を継続する形を作ってい

くということがまず前提にありますので、そこら辺を含めてこれから協議していく必要があるんで

ないかと思います。 

○菅原会長：ちょっと休憩したいと思います。 

（休憩中） 

○菅原会長：再開いたします。先ほど河合委員から意見のありました体育振興会について、資金面

から活動に支障があるということで、この地域協議会でご議論いただきながら、基金を使わせてい

ただけないかというものでしたが、これは大事な部分でありますが、まず組織を再構築をしながら
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という、それぞれの地域でご議論いただきたいと、その中で公平性が確保されれば当然それはです

ね、充実した資金として活用できるのではないかと思います。ですからここで協議会としては次の

課題として残しておくという整理でよろしいのではと私は思いますが、是非皆さんのご意見をお伺

いいたします。 

（賛同する声あり） 

○菅原会長：よろしいですか。それではですね、１月に連合会長さんとの懇談もありますので、各

地区の課題などと一緒にですね、その体育振興会などの話しも合わせて、その機会に再度ご議論し

ていただくということで、それでできればその辺の状況に詳しい方に資料を整理していただければ

ありがたいと思います。旧厚田村の時代の体育振興会の活動状況、予算等できれば用意していただ

きたいと思いますけれども。 

 先ほどの休憩の中で笹木委員さんから意見のありました、体育振興会に限らず村の支援を受けな

がら活動していた団体がですね、合併をすることによって資金面から活動ができなくなるような団

体があればそれを整理して皆さんで研究しませんかという話しでありました。そういうことで、で

きればそれらも調査していただいて次回資料提出していただければ、議論も深まるんではないかと

思いましたけれども。どうでしょうか。 

暫時休憩いたします。 

（休憩中） 

○菅原会長：再開いたします。先ほどの団体の調査の部分ですべての団体について調査するわけに

はいかないということで、まず区長のほうから整理の考え方について示していただいて、皆さんで

確認したいと思います。 

○谷本区長：笹木委員からありました合併前に補助を受けていた団体が今どのようになってるんだ

ということの資料がほしいということですけども、一番多く補助金を出しているのは教育委員会関

係で、例えば校長会ですとか教頭会ですとかいろいろありますけれども、そういうものは一つの組

織の中で出しているものですから、こういった部分は抜かしていただきたいなと思います。そこで

地域的に、例えば自治連合会だとか、文化協会だとか体育協会ですとかに絞ってですね、任意的に

地域の活性化のために活動していた団体について、調べれる範囲でということでお願いいたします。 

○菅原会長：次回にそのような形で提示していただきたいと思います。 

それと、委員発議ですからどんな意見でもよろしいのですが、例えば資料がほしい、また内容に

ついて詳細を説明してほしいという部分についてはですね、事前に事務局のほうに申し出るという

形で今後実行していきたいと思います。 

 始まりましてから約２時間というところでございます。もう一人ぐらい意見をいただいてもいい

のかなと思いますが、どなたか何かありますか。 

○八木沼委員：自分はやっぱり過疎計画に肉付けしていくことが、ベターでないかなと考えており

ます。それで、生活環境の整備ということで、３６ページですね。文面に不法投棄ということで書

かれておりますが、やっぱり不法投棄っていうのは市街よりも山とか人の行かないところに多いわ

けで、何年か前にうちの若い者もタイヤを処理するといって、どこか法的にちゃんとしたところに

出してきたそうです。そんなようなことで不法投棄が絶えないということでありますので、何てい

うんですか、不法投棄予防の看板っていうんですか、ステッカーですか、そんなようなものを作っ

て、自家用車だとちょっと抵抗がありますんで、農作業車だとかに「不法投棄をやめましょう」と

いうようなステッカーを貼ってね走って歩いたら効果があると思いますんでね、２、３年の期間、
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資金面での援助ということで提案したいと思うんですが。よろしく審議願います。 

○菅原会長：ただ今、八木沼委員さんから過疎計画におけるゴミ処理の関係で、不法投棄の監視に

ついてご意見がございましたが、具体的にこの協議会としてこれらの対策を講じることができない

かといったことでございます。ステッカーなどを車につけてですね、注意を促し監視を強化すると

いったことで、その作成にかかる費用を基金のほうから出せないかということでございますが、皆

さんの意見をお伺いしたいと思います。 

○長委員：そのような具体的な提案というのがこれからたくさん出てくるんだと思うんですけど、

過疎計画に基づいて今後どうしていくかということを皆で考えていかないとならないと思うんです

よね。それで結局、２時間なら２時間という短い時間の中で十数人皆が皆で発言して議論していく、

そしてそれをまとめていくっていう、それはなかなか、まぁまとめるってわけじゃないですけど、

協議会っていうのは言いっ放しでそれらは行政で整理するということでまとめる必要はないんでし

ょうけど、できればもうちょっと小さな人数にグループ化して自由に集まれる時間をある程度持ち

ながら、そしてこの場で話し合えれば時間をもっと有効に使えると思うんですけど、皆さんお忙し

い人ばかりですからなかなかそうはうまくいかないのかもしれませんけど、こう協議会で一発でな

んやかんややるんでなくて、何人かで同じような意識持ってる人たちが集まって話し合って提案し

ていったほうが。なんかこの協議会で横で筆記をされながら、自分が言ったこと失敗でなかったか

なっていう常に冷や汗流しながら発言しなきゃならない私としてはちょっと。これから具体的な発

言がいろいろとあると思いますんで、ぜひともいい方法があれば一つ。 

○菅原会長：それは意見として聞いてよろしいですか。 

○長委員：はい。意見です。 

○菅原会長：もう少し少人数のグループで話し合ってまとめて来たらどうかということでございま

すけれども、これはこちらからそうしなさいというものではなく、大いにですね共通の課題に意識

を持った方がお集まりいただいて是非打ち合わせされて結構だと思います。協議会としてこうしな

いということではないと思いますんで、提言としては非常によろしいことでないかと思います。 

 八木沼さんからのお話しですが、これは大事なことですから、もうちょっと検討していろいろと

研究しましょう。具体的な対策ですとか監視体制などについて、町内会の皆さんでやれるのかどう

かだとか、または別な組織が必要なのかだとか、そういったこともありますんで、これは行政側の

対応とも関係しますので、課題として議論を深めていくことにしましょう。 

○高橋委員：ステッカーのことなんですけど、確か何枚か作ってますよね。どこで作ったのかはわ

かりませんけど。車に付けて走ってほしいということで、私も付けて走ってますけど、それ付けて

走ってるのは聚富の３人だけなんですよね。望来とか発足とか他の地域にも何枚かずついってると

思うんですけど。確かにあれは目立ちます。効果もあるように期待してます。実際にありますよね。 

○菅原会長：ちょっと今ですね、高橋さんのおっしゃったことに関連してですね、区長のほうから

説明があります。 

○谷本区長：多分八木沼さんか言っているステッカーというのは、不法投棄はやめましょうという

ような標語的なものを車に貼ったらいかがでしょうかっていうことですよね。 

○八木沼委員：そうです。 

○谷本区長：高橋さんが言っているのは、不法投棄監視車のステッカーのことだと思うんですよ。

これは自治会のほうから要望があって、それぞれの自治会でそのステッカーを車に貼って、私たち

は監視してるんですよと、これは不法投棄監視車なんですよというステッカーを作ったんです。ち
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ょっとどこの自治会に何枚といった配付先などは把握してなかったんですけど、必要だという自治

会にはやってたんでないかと思いますけど。磁石になってて剥せるようになってるんですよね、そ

れは監視車のステッカーで高橋さんが言っているものだと思います。 

 八木沼さんが言うのは、不法投棄やめましょうなどの標語的なもので、自分の車ではちょっと格

好悪いから、農作業の車だとかに貼ってはどうかというものです。 

 いずれにしても、地域の中で皆でがんばってやりましょうといった、お互いに良い意見でありま

すから、先ほどの長さんの意見のようにこういった話しから興味のある方たちが集まってグループ

で話してみようとかってなることもいいですし、地域で話してみようってこともいいですし、良い

意見だったと思います。 

○桐山委員：先ほど長さんが言われたようにする必要性が私もあろうかと思います。毎月１回ずつ

やって、２、３万だからこれは出せるでしょうみたいなことでやっておりますと、１２回やって２

万だと２４万ですね。１億というお金がありますよね。それをどう使おうということで、大きなこ

とはできないって実は私思っていたんですが、そんなことを考えますとね、先ほど体育振興会とい

う問題、これは体力づくり、区の活性化や健康づくりを考えますと私は長さんが言われたように、

数十万、あるいは百が付くぐらい出してもいい問題ではないかなと思っております。一千万にした

って１０％ですからね。ですからポツポツ出してどうしましょう、こうしましょうって言ってたん

ではね。長さんが提言したように何らかの方法を考えて皆でこーゆうことに、あーゆうことにとい

った、そこでふるいにかけるというか導き出すということは必要でないかと思いますけどね。 

○菅原会長：いろいろご意見いただきました。桐山さんのほうからも体育振興会のことも含めまし

てもう少し基金を活用してもいいんじゃないかというご意見いただきましたが、この協議会といい

ますのは、振興基金がございますが、これの使い道を議論するだけではないと、本来こういうこと

でやればこの地域がもっと元気になるんでないかだとか、こういうことをやれば皆が喜ぶんでない

かだとか、こういうことをやれば石狩のほうからこちらに移住してくれるんじゃないかと、こんな

ことをですね、そういったことを考えて、しからば経済的な支援はどうするかっていう部分に入っ

てくるべきじゃないかと思うんですよ。ですから、時には振興資金を使わなくたってやれるかもし

れない。こんなことに念を置いてやっております。いずれにしても予算の執行権はございませんの

で、その辺についてはお互い確認し合ってですね、今日のところはもういいところなんで終わりた

いと思いますけれどもいかがでしょうか。 

（賛同する声あり） 

○菅原会長：よろしいですね。はい、大変長い時間ありがとうございました。 

 

５．その他 

○笹木委員：すいません。その他でいいですか。 

○菅原会長：はい、どうぞ。 

○笹木委員：審議とは関係ないんですが、今日で４回の会議をやっているんですが、始まりの時間

は決まっているんですが、終わりの時間が決まっていないということで、今日も今８時１５分ごろ

でかなりの長時間ということで、皆も仕事を持っているので会議が夜になるということはこれから

もきっとあると思うんですけども、これだけ長時間になると皆さんご苦労されているんでないかな

と思いますので、最初なんで質疑的なものに時間をとられてますが、課長からあった話しを踏まえ

ると今後はもう少しスムーズに進むんでないかなと思いますが、根本的に会議が８時半に終わるの
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は遅すぎるのではないかなと思うんですけど、議題によってはどうしてもその日にやらなきゃなら

ないこともあるんでしょうが、例えば１時間半とか、２時間以内でとか、時間を決めたらどうでし

ょうかという意見でお願いします。 

○菅原会長：はい。私の考えとしては２時間ということで、頭が冴えて会議に適した時間と判断し

ております。約２時間程度ということでですね、今後もご理解いただきながら行っていきたいと思

います。 

 その他、事務局のほうから何かありますか。 

○岡林課長：最後に一つ、新年交礼会の案内があると思いますが、毎年恒例で行われているそうで

す。会費は２，０００円だそうです。送迎バスは有料ということで、利用を希望する方は申し込み

時にお知らせしてくださいということで、出欠を自己判断していただき支所の総務課までお申し込

みください。 

○菅原会長：はい、あと次回の日程をお願いいたします。 

○岡林課長：次回は上旬は無理なんで、中旬と下旬どちらがいいですかね。 

（下旬との声あり） 

○岡林課長：そうですね、２５日から２７日の間で、自治連合会の会長さんとも日程調整させてい

ただいて、決めていきたいと思います。時間は午後６時、場所は自治会の役員も含めて人数が多く

なりますんで今日と同じくみなくるということでよろしいですね。 

（賛同する声あり） 

 

６．閉会 

○菅原会長：以上で本日の協議会を終了させていただきます。夜分遅くまでですね真剣なご議論い

ただきましてお礼申し上げます。 

年末になりましていろいろとお忙しいことと思いますが、健康に留意しながら、また事故等に合

われないように心がけていただきながら新しい年をお元気に迎えられますことをお祈りいたします。 

どうもご苦労さまでした。 
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