
  

平成１７年度第３回石狩市厚田区地域協議会 

 

日  時 平成１７年１１月１５日（火）午後６時００分～８時１５分 

場  所 虹が原会館 集会室 

出席者 菅原会長、佐藤副会長、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 

（上山委員は欠席） 

傍聴者 １人 

議 題 （１）地域づくり基金の使途について 

（２）厚田村史[概要版]について 

    （３）厚田文芸について 

資 料 資料１ 地域づくり基金の使途について 

        地域自治区振興補助金要綱 

        地域自治区振興事業の考え方 

    資料２ 厚田村のあゆみについて 

    資料３ 厚田文芸について 

 

１．開会 
○菅原会長：皆さまおばんでございます。大変日中お仕事でお疲れの中、また遠くは厚田の方々は

ここまで来ていただいてありがとうございます。前回、場所それから時間等確認したところですが、

確か記憶では望来ということでございましたが、会場の都合でこちらの虹が原会館に変更になった

ということでご理解をいただきたいと思います。 

また、前回の協議会の中で２件ほど案件を残しておりますので、今日はそのへんを中心に意見を

いただきまして、後ほどまた、皆さま方の地域づくり等々に関するご意見があれば伺いたいとこん

なふうに考えておりますのでよろしくお願いします。 

それでは、協議会の式次第がありますので、これに伴いましてやらさしていただきます。 

２．地域づくり基金の使途について 

○菅原会長：まず、地域づくり基金の使途につきましてということでありますので事務局のほうよ

りよろしくお願いします。 

○岡林課長：まず、お手元に何枚かの綴りで地域づくり基金の使途についての資料があると思い     

ますので、それに基づいて私のほうから説明をさせていただきたいと思います。 

先週それぞれ郵送で皆さんのお手元に届くように、事前に今日の日を迎えるまでの間に目を通し

ておいていただきたいということで送付しましたが、お持ちでない方いらっしゃいましたら言って

ください。大丈夫ですね。ありますね。よろしいでしょうか。 

これまでもお話ししましたけれども、過日開催されましたタウンミーティングの中でも出てきま

したが、これまでの合併に伴ってそれぞれ厚田、浜益地域協議会が設立され、地域の中に１億円の

基金ということで積み立てられております。今回は１億円の地域づくり基金の使い方について、こ

んな形で使うことになりますよということがここにまとめられておりますのでそれぞれ説明させて

いただきたいと思います。 
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まず、使途はここに書いてありますけれど｢地域協働推進事業」と「経過措置事業」を内容とする

地域自治区振興事業に充当するものとなっています。 

次に二番目に地域自治区振興事業の原則ということで三つにわかれておりますけれども、地域自

治区における特色ある地域づくりを図るために、地域協議会の意見を聞いた上で、本庁に対して地

域自治区振興事業を提案できるというようなことになっています。それで、予算配分については、

通常の一般の予算とは別枠にして、それぞれについては３以下の基準に従って検討して取り扱うこ

とになります。この事業の総合調整については、本庁は企画調整課ですが、支所では私が担当して

いる地域振興課があたるということになっております。 

それで、三番目の地域協働推進事業とはどういうことかといいますと、これは二つの内容になっ

ておりまして、最初についてはまず、地域自治区内の住民、団体、事業者等が一定の成果を達成す

るために行う自主的活動に対する補助事業というものと、（イ）として書いてありますが、明文化さ

れた役割分担に基づき市が行う直営事業、補助事業と直営事業の二つの形態になるということが書

いてあります。 

以下２番目に、この成果は地域自治区の特徴的な政策課題に対応したものであること、それから

３、４ということでそれぞれこういうようなことが基本となりますよということが書いてあります

が、５番目に、事業実施後に地域協議会の意見を聞いた上で成果の検討を行うこととしております。

事業の継続期間は最長３年ということで、この期間を超えて実施することは、３年ごとにそれまで

の成果を総括して、再び継続する必要があるかないかというような検討の結果、その必要性が認め

られるという場合にのみ、３年の期間を延長することができますよというようなことでうたわれて

います。この補助事業につきましては、後で出てきますが、地域自治区の振興補助金の交付要綱に

準拠したものであるということが明記されております。以下、７番目、８番目については、こうい

うような基本的な考え方ということですので、皆さんも既にお読みになっていると思いますので省

略させていただきます。 

次に４番目に二つ目の「経過措置事業」ということで、第２回目の地域協議会終了の際に、私の

ほうから皆さんに情報として提供させていただきましたけれど、村のあゆみの記録保存など、旧村

が合併前に行うことが相当な事業であって、何らかの事情により未実施となっているものを対象と

するということになっています。この二つの事業が地域づくり基金を使う事業となっています。 

次のページには今言いました、３の（６）で地域自治区振興補助金要綱が出てきましたが、これ

はここに書いてある通り、第１条の目的から第５条の委任までで、目的は自治区の住民等による自

主的かつ特色のある地域づくりを推進するため、地域自治区振興補助金の交付に関し必要な事項を

定めますというようなことが書いてあります。 

それから補助金の交付の条件については、重複しますが（１）から（６）までに該当する場合に

おいて交付するということが書いてあります。補助率については石狩市の補助金等の交付基準に定

めるところによります。 

あとは事務的な取り扱いですので、区の中においてどのように進めなければいけないのかを書い

ております。 

それから３番目に一番最初の１ページ目の取り扱いと重複する部分がありますが、ここに書いて

あるもの、もう一度１、２、３ということでここにまとめて書いてありますので、それぞれ参考に

していただきたいと思います。ただ２番目の地域自治区振興事業の原則についての（２）番目にあ

る、地域づくり基金の充当事業を決定する場合には事前に地域協議会の意見を聞く必要があること
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から、通常事業を振興事業に振り替える場合には慎重な検討が必要である。今、２番目のところで、

皆さんのところへ改めて提案提示をさせていただきますが、何かをやる場合についてはそれを地域

振興事業として行う、行わないということを、この協議会の中で協議をしていただいて、その結果

をもって事業として取り扱うというような流れになりますよということがここでうたわれています

ので、そうしたことでご理解をいただきたいと思います。 

次、３番目のほうの地域協働推進事業についてですけれども、（１）番目で書いてありますが、そ

れぞれ先ほども言いましたように、補助型と直営型と二つに分かれておりますけれども、補助型は

区長が定める補助細目で、直営型は住民等と締結する役割分担協定の中で、それらの事業が対応し

ようとする地域課題と事業実施により目指す成果をできるだけ具体的に示すという取り扱いになっ

ています。 

それから注意をしなければならないのは、先ほど説明の中で、一応事業の継続期間は最長３年と

いうことを説明させていただきましたが、ここの２番目にありますが、その性質上、全市一律の原

則に必ずしも縛られないため、その効果や必要性を吟味しないまま漫然と継続すると不公平にいた

る恐れがある。このため、地域協議会も参加する中で事後の成果検討を義務付けるとともに、サン

セット方式により定期的に事業の妥当性をチェックする仕組みとしたというふうに書いてあります。

この場合の注釈は、事業評価に準じた方法で行うことを想定しています。サンセット方式というの

が一度立ち上げたものがずっと続くということではないですよ。いわゆるサンライズ、サンセット

という日が上がって日が落ちるということですから、一度出たものが一定の期間で終了して終わり

ます。ということがサンセット方式というような表現をされているということで理解をしていただ

きたいと思います。従って（３）番目については、全市的な観点からはやむを得ない事業であって

も、事業内容をリニューアルする等することにより、地域協働推進事業として存続することも想定

されるということがありまして、ものによっては一般事業として予算計上されていて事業が終了し

たけれども、地域としては引き続き１年、２年あるいは３年の期間存続して推進する必要があるん

じゃないかというふうに判断される場合には、こういうような流れもありえるのかなというような

ことがうたわれています。地域自治区の基金の取り扱いについては、こうしたことを基本に１億円

をそれぞれの地域の中で検討して事業を進めてくださいということになっているということです。 

簡単ですが、以上が説明ということで終わらせていただきます。 

○菅原会長：それでは地域づくり基金の使途についてという部分と、振興補助金要綱並びに振興事

業の考え方について、三点関連して説明がありましたが、まず三枚綴りの内容で疑問なり質問があ

ればここで出していただきたいと思います。 

皆さん勉強してきたからいいですか。 

 はい、どうぞ。 

○八木沼委員：全然分からないと言ったらしかられるかもしれないが、これから新しく出る問題      

について、うまく直すというような作業をしながらすると言うふうに考えれば分かると言うことで、

今全部頭には入らない。 

○谷本区長：例えば、こういう事業はどうだろうか。協議会がある時に、今自治会でこんなことを

考えているんだけれど、それって行政で応援してくれるのとか、それは我々だけで行わなかったら

駄目なのとか、何かあれば、何かの会合でいいから、いいことだね、でもお金ないよね。だけどこ

れでうまく乗れたらやってみようかというようなものを、常に頭に入れてやっていただければと思

っています。だから、何でもいいですから、これから協議会を開く中で思っていたことを素直に言
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っていただければ、みんなで協議していけばよい方向に行くかもしれないし。 

○菅原会長：資金の性格上、公平なり妥当性なりということが求められるので、なかなか棚にある

ものを引っ張り出すのが難しいと私はそう思いながら聞いた。地域としては当然必要なことであっ

ても、一地域に偏って行うのであれば、ちょっと待てやということが出てくるのかな。それがある

もんですからね、目的がはっきりしていて例えば１億あるうち１千万はこういう目的で使えるとな

っていれば、この範囲内でやれるんですけど、非常に漠然とした中で、公平性、妥当性等というこ

とを求められるということであれば、我々も責任が重いですよね。議論するにしてもですね。まあ、

それはそれとして進めたいと思いますが、私も一点だけ、一番最後のページの考え方の中に事後チ

ェックの中で事業評価に準じた方法で行うという行政が行う事後評価ということを私は理解してい

ないので、どういう内容の評価基準なのか伺いたい。皆さんも知っていただいたほうがいいのかな

と思います。 

○岡林課長：部長、市の評価わかりますか。 

○唐沢部長：市で３、４年ぐらい前からやっている各種事務事業について事業評価をしてございま

す。これは最終的にはＡ・Ｂ・Ｃの欄で、Ａについてはそのまま継続。Ｂについては概ねその目的

に合致した形で遂行されている。Ｃについては大きな見直しが必要という大きく三つのランクに分

けまして、それぞれ役所の中の事務事業の効果を数年前からやっているんですけれど、一応事業の

中身の詳しいところまでの判断は、役所の行政の職員が判断するんですけど、それに基づいた形と

同じレベルでまちづくり振興基金の使途については評価させてもらいますよということだと理解し

ています。具体的な中身についてはちょっと。 

○菅原会長：Ａ、Ｂ、Ｃはわかったんですけど、Ａ、Ｂ、Ｃに至るまでの評価基準ってありますよ

ね。いろいろ項目あるんでしょうね。事業性格によってね。建物を建てるとか、道路を直すとかい

ろいろあるんでしょうけど、それによって評価の仕方が変わってきますよね。地域協議会に委ねら

れている振興事業はどの範囲で、どういう基準でということは。 

○唐沢部長：地域協議会の中で基金を使って事業を直営か補助かは別にしましても、事業を推進し

ていったときに、その後に評価というものが出てくるんですが、現実的に基金の使途の部分が目的

に合致しているか、ある意味では使途の部分の妥当性、公平性という部分を含めて、評価の範囲に

入ってくるものと思います。ここに書かれている使途の分については全て評価の対象に含まれてい

ます。 

○谷本区長：例えば何点付いているだけじゃなく、感覚的な部分もあるのか。 

○岡林課長：単年度で終わるものはいいんですけど、ここでいっているのは何年か継続したりする

場合には、３年一つの期間として続ける必要があるか、ないのか、その事業をやることによってど

ういうような効果が現れたのというようなものをやるんですね。それは国のほうが事業評価という

ものの基本的な考え方を示した時期がありまして、市ではそれを早く取り入れて、国のものとは違

いますけど、いずれにしましても事業が出てきたからやるというのではなくて、実施したのはいつ

なのから始まって、今までどのようなことで進められてきたの、経費はどれだけかかったの、この

ことによって何が変わったのということを含めて全部整理されるということですね。 

○唐沢部長：それが全市民に理解されるという話しにもなるんですね。また、市民のご意見もある

ということになります。 

○岡林課長：これから具体的に皆さんの中や、地域の中の住民の声が出てきたときに、それを実  

施するために、通常の今までの予算の流れとして継承して実施していくのか、こちらのほうの地域
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自治区の振興事業として位置付けて進めていかなければならないのかというような段階になると、

もっと頭に具体的に入りやすくなると思いますけど。いずれにしても今やっているのは、通常の市

の財源を活用したものと、この１億円を活用したものがあるということですね。１億円というと大

金ですけど、永久に続くお金でなく、使っていけば使うほどなくなりますから、いかに有効かつ効

果的に。例えば５００万使ったから、次の年５００万返すよということではないですから。 

○菅原会長：１０年間は１億円づつ無くなれば出してくれるのかなと思っていた。 

○岡林課長：上手に使ってくださいということですから。 

○菅原会長：はい、どうぞ。 

○笹木委員：例えば土地改良とかで投資的に使って、その土地を売って利益を得た場合も元々あっ

た資金より増えた場合、そのお金は基金に積み立てることはできるんでしょうか。 

○岡林課長：地域振興基金にということ。 

○笹木委員：そうです。 

○岡林課長：地域振興基金の取り扱いは別の考え方で対応されると思います。地域振興基金を使っ

てやったらということ。 

○笹木委員：もし仮に、投資的なものをやるときに、元の金額よりも増えた場合にその金額はもと

の振興基金に戻せるものか。 

○谷本区長：そういう事業というものが該当にならない。 

○岡林課長：収益につながるものということになれば、事業の性格がどうなのかな。 

○菅原会長：経済的に収益が上がる事業に使うとなれば、その母体がどういうものになるのか。 

○岡林課長：逆に言えば、市全体として土地改良でも、何かの事業をやるといって、公共的事業と

して収入が入ってくる、収入がこれだけ、支出がこれだけという流れを見たときに、市としては地

域振興事業としてやるというよりは、一般的な財源を使用して計上するということが強くなると思

う。やはり、生産性だとかが希薄だし、全体的なものの中で厚田でも、浜益でも、石狩市自体でも

取り組めれるというものでない中で、地域の独自性というものを活かすために使うということだか

ら、その中から収益等が発生するということになれば考え方が少し違ってくると思います。 

○唐沢部長：地域づくり基金条例というのは、合併前に条例制定されていますが、その中の第４条

の運用に、基金の運用から生じる収益は石狩市一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目

的を達成するために必要な財源に充てる。または、基金の財源に充てるとなっていますから、基本

的にはそこから発生する運用益は一般会計の予算の財源にしますよということになります。 

○菅原会長：そういうことからいうと、第一次産業で他の補助事業にものらない、例えば貸付資金

などにものらないものに、この基金を使ってやるということはできるのですか。公平性が確保され

れば。 

○岡林課長：資金補填。 

○菅原会長：補填でなく、貸し付けするということ。そうすれば当然そこには利息という利益が生

ずる。それは当然一般会計に入るとは思いますが、基金を使って利益が生ずるということは考えら

れないのかなと私は捉えていたんですよ。大事に使いましょう。 

○桐山委員：そうかといっても、あくまでも例えばここにも書いてありますが、会館の管理運営委

員会で一番の悩みは維持してゆくことが悩みなんだから年間のいくらくらいなら、単純に言えばそ

れなら認められるかどうか。それなら一箇所ということにはならないでしょう。公平性から言うと。 

○岡林課長：前に補完性の原則という、それぞれのやる人がやらなければならないものって分かれ
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ていますよねという話しになって何回もありましたが、地域住民がやらなければならないことと、

地域住民と行政が一体となってやらなければならないものと、行政がやらなければならないことと

分かれてきますので、そこら辺のものもある程度整理しながらどうするこうするという協議をこの

中でしていかなければいけないんじゃないかと思いますので、一方的に何かの交付金や補助金の金

目を補填するために地域基金を使うということはちょっと。 

○桐山委員：わかるんだけど、パッと思い浮かんでこない。今困っていることに使えれば一番いい

なという感じをもっています。 

○谷本区長：これ、運用益というのは例えば貯金していた場合に利息が出ますよね。それを真っす

ぐ一般会計に計上して事業に充てるか、この基金に積むかというのが一般的基金の運用です。 

○唐沢部長：ここで言っているのは多分基金の利息だと思います。事業からの収益は想定していな

いと思います。 

○笹木委員：わかりました。 

○菅原会長：具体的にわからないことをどんどん質問してください。 

○桐山委員：同じ話になりますが、ＮＰＯでも何かをやりたいと立ち上げて、何がしかの助成をい

ただいて何年かやっているうちに収支がトントンぐらいになった時には、育ちあげてくれたんだか

ら戻せよということにはならないと思う。利息のことだけいっているんでイッチョマエになってど

んどん黒字が出たら市に入れろということにはならないと思うんだが。 

○菅原会長：私が先ほど話したのは、かつて厚田村に産業振興資金だとかいろいろありましたよね。

生活のための資金なんだけど、そういうものにも使えるのかなと、そうすれば当然利息は入ってき

ますよね。それは運用益かなと思って聞いたんです。そういう使途には使えないんですかと聞いた

んです。 

○岡林課長：断定はできないんですが、今までの合併協議の中でも石狩市自体の考え方が、特定少

数のためだけに補填するような貸し付けはやらないと言っていた。市として、ＡさんＢさんＣさん

が来て、１００万貸してよと言っても貸しませんと言っていた。それぞれが金融機関を媒体にして、

きちっとした貸し借りをやるべきじゃないかという考え方なんですね。 

○菅原会長：どういうふうに整理したらいいのかわかんないけどわかりました。難しいということ

が。難しいですね。 

○桐山委員：やはりこういう法律を作らなかったら、ならないのはわかるんですが、２年なり３年、

地均しというか難しいのはわかるんだが、１億円をいざ何に使うとなればこういう決まりでなるか

ら、難しさがあるんだろうなと思う。 

○小野寺委員：何にでも使えるもんじゃないんだよな。 

○菅原会長：ここにお集まりの方は全部旧厚田村の方々ですから、今までの行政サイドでやってい

ただいたことを想定してものを言うよね。でも事後チェックとか何とかは全部石狩市ですからね。

石狩市の考え方を理解していないと、この資金の使い方は難しいのかなと思ってしまうね。そうい

う難しいものを、有効に使おうと皆さんの知恵を働かしてがんばりましょう。 

 そういうことで、この説明についてはいいですね。 

３．厚田村史[概要版]について 

○菅原会長：それでは、次に進ませていただきますけれども、３番目の厚田村史について、これは

前回の会議の後段のほうで課長のほうから、厚田のあゆみ等を検討して合併までにその事業を完成

できなかった。よってこれらについて考え方をまとめながらできる限りこの基金を使ってできない
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かという話しだったので説明してください。 

○岡林課長：担当は総務課長の分野になるんですが、私が総務課を担当しているときに取り扱いを

したことから、概略について私のほうから説明させていただきます。 

厚田村のあゆみについてということで配付させていただきましたが、計画意図から経費まで６項

目について書いてあります。計画意図としますのは、合併が決まったということで、厚田村の１３

６年の歴史に幕を閉じることになったのは今さら言うまでもないことなんですが、合併後の取り扱

いについて、それまでの村の変遷を記念誌として取りまとめ地区住民に提供して、後世に末永く伝

えるという取り扱いにしたいということです。 

５番目のこれまでの取り組み状況に書いてありますが、元々は村の歴史については厚田村史が昭

和４４年の９月に発刊されて、これまで３６年間経過していますけれど、その間歴史ということで

整理されているものはありません。これまで何度か村勢要覧ということで年表をつけた中で、その

当時の写真や産業や行政機構等を冊子に取りまとめたものでは整理はしていますが、歴史について

は整理をしていませんでした。昨年の段階で合併協議の進められている中で合併が本決まりになる

かどうかというときに、当時の牧野村長も含めて歴史というものを整理する時期に来ているのでは

ないかというような話しが出まして、数年間の期間をかけて資料の収集をし、まとめようというこ

とになりました。それを具体化するために平成１７年度の当初予算におきまして、編纂にかかる人

件費を計上して取り組みをしてきました。今年の４月から嘱託職員１名を採用して作業を進めてき

ましたが、今年の２月に議会議決を経て合併が決まったことから、それまではある程度の時間をか

けて行うということできましたが、合併が正式に決まったことで厚田と浜益の歴史については石狩

市において市史として編纂されるべきものだと当然なりますので、その段階で村史ということでは

なく、合併の記念誌として作ることに変えようとなりました。それで２につながるということでご

理解いただけるものと思います。 

 取り扱いとしましては、本年度編纂にかかる業務委託を発注しまして、１２月以降の議会で印刷

作成にかかる必要な経費を予算措置することで石狩市と協議をしましたが、石狩市の中では合併前

にそれらの作業が終わるのであればいいけれども、合併後にそれらの作業が出てくる場合には難し

さがあるとの考え方が示されました。そういったことからどう取り扱うかということについて、牧

野村長としても厚田村最後の村長として村を閉じるということから、これまでの歩みをまとめたも

のをお配りするということを一つの事業として成し遂げたいという強い意志がありましたので、そ

れに基づいて石狩市長とも協議をしたという経過があります。それらの経過を踏まえて、本年度は

資料収集や編纂のまとめをしようということになりました。 

平成１８年度以降、地域の歴史を後世に残すということであれば、地域基金を活用した中で厚田

区の特殊な事情を反映させられるということで実施することが考えられるのではないかということ

で話しが出されました。このことから、今回は地域基金を活用してこの事業を完成に向けて進めた

いということで皆さんに提案させていただきます。 

内容については、２番目にあるとおり村の歴史にかかる資料を収集するとともに、記念誌という

ことを考慮し現在までの村の出来事を掲載し取りまとめることとしたということです。 

作業内容については、今年度、記念誌の作成に係る資料収集及び編集構成及び記念誌に用いる映

像の撮影となっています。企画制作部数につきましては、Ａ４版で１２０から１３０ぺージくらい

でカラ－印刷。部数については１，５００部。全戸配付をして、それ以外に関係機関にも配布させ

ていただくことで考えています。 
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経費につきましては、今年度資料収集に係る業務委託として１８０万円を計上しております。既

にこれにつきましては、発注をして作業が進められています。平成１８年度は、編纂完了及び印刷

発注ということで、２９０万円かかるだろうと考えています。資料には２５０万円とありますが、

２９０万円に訂正をお願いします。 

厚田のあゆみの原稿がありますが、これには市長のコメントや、写真だけでなく出筆もかなりあ

ります。また、年表もかなり精度も高く細かく載っています。それ以外にも思いがけない写真も多

く出てきました。このような形でまとまっていますので見ていただきたいと思います。単純な要覧

のような薄いものではありませんが、通常よくある分厚いものでもありません。 

村史、市史ということで取りまとめをするのでれば、編纂委員会を構成して専門分野の方も含め

て、最低でも３年、４年とかける中で作り上げていくということですから、当然今の厚田区の中で

取り扱われるべきものではありません。今回は、開基から合併までについて取りまとめたものです。 

そういうようなことで、厚田村のあゆみというものが平成１７年度予算で計上されて、引き続き

１８年度で完成するためには、いま皆さんのほうに協議をさせていただき、取り扱いについて決定

していただきたいということです。 

○菅原会長：まとめ役が質問するのは変なんですが、このことについては村長はじめ議員さんも含

め考えていただいたことはありがたいことだし好評なことだと思うんですよ。ただ、今回これでい

きますと、お金については地域振興基金を充てたいという話しですよね。そのことに異議を申し立

てる気はないけれども、そういうことがあったのであれば、当然合併協議をするしないを別にして、

村の時代に予算措置をして繰り越すとかできなかったのか。結構基金を持っていたと聞いているか

ら、それらで対応できなかったのかと思う。５００万ちょっとだから、議会でも承認された予算だ

から残しておくぞということはできなかったものか。 

○谷本区長：それはできません。予算は単年度主義ということ。合併ということによって、これは

これに使うためにあれだよということはまずできない。 

○八木沼委員：嘱託職員の給料の分はどうなるの。 

○岡林課長：今年の当初予算で３６０万円を厚田村として計上しました。２名分の給料を見たんで

すが、実際採用し作業をしてもらったのは一人でした。３６０万のうち１８０万を残してその分を

委託業務に振り替えました。１７年度の１８０万と委託分全部で３６０万は厚田分の予算でやって

いますので、１８年度分だけ地域振興基金の対象経費ということになります。資料の本年度経費に

人件費の１８０万円を加えた３６０万円が本年の経費ということになります。全体で６５０万円と

いうことです。 

○小野寺委員：基金使う以上、今とやかく言ってもどこからか出てくるもんではないよね。 

○谷本区長：確かに基金は持っているけど、下水道の関係で４億持っていったりしたように色をつ

けて欲しかったということが会長の意見でしょうけど。 

○菅原会長：補正予算組めたと思うが。 

○岡林課長：作業の関係上、年度内の完成ができなかったんですね。 

○菅原会長：できないまでも年次計画を立てて基金等に積んでいればできたんじゃないですかと思

ったんです。もう今さらできないんだから、できないでいいんだけど。できたと思うぞ。 

○笹木委員：ちょっと聞きたいことがあるんですが、今ここで地域振興基金を活用するということ

が書いてある下に、地域として本年度、次年度ということで１８０万円、２９０円ということだっ

たんで、５００万円ぐらい基金から出すのかなと解釈したんですけど、そうじゃなくて本年度の部
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分は既に厚田村の予算で終わっている部分なんですよね。そして２９０万円だけが地域振興基金の

対象となるということですよね。 

○谷本区長：そのとおり。 

○笹木委員：皆さん勘違いされている部分あったかなと思って。 

○菅原会長：そうなの。６百何十万っていう話しがあったしょ。 

○岡林課長：いや、作成にかかった全体経費が６５０万円。本年度分については厚田村の予算で計

上しましたので、厚田村のお金として使いました。しかし、単年度で終わらないんで、その場合は

年次計画を持っても、１８年度で予算措置をする場合については、石狩市の予算では無理よという

話しなんです。 

○菅原会長：じゃあこれ、２９０万円ということだ。 

○岡林課長：地域振興基金を活用するのは平成１８年度ですから、次年度分ということで書いたも

のですので、そういうことで。 

○菅原会長：いいですか皆さん。何かご意見があれば。 

○高橋委員：地域振興基金というものの意味を私が勘違いしているのかもしれないですけど、厚田

のあゆみというその冊子を作って全戸に配るという意味がなんかちょっと良くわからないんですけ

ど。 

 過疎対策に取り組もうとか、そういうもので１億円が合併したときにできて使えるんだというこ

とであれば、全戸に配るというのは、どれだけその活用する人がいるんだろうというのがすごく疑

問に思うんですよね。 

○阿部課長：それでですね、先ほど岡林課長のほうから説明があったんですけど、本来の基金の目

的というのは今おっしゃったように、協働推進事業とかですよね。村史編纂だとか旧厚田村のとき

に考えていたものを今後検討しようといったときに、経過措置事業というのがあります。これがで

すね、どうして合併前にしなかったのというものを救うために経過措置事業というのがあって、も

うこれ以外に出てこないと思うんですよね。 

○高橋委員：そういったことのためにこの部分があるのはわかっているんですけど、どんな意味が

あるのかなっていうことに疑問を感じるんです。正直言ってこの間も厚田文芸の話しがありました

けど、もうちょっとサークル的なものでそういう人たちを募って、了解しながら作っていくという

のがいいのいかなっていう。決して悪いことではないんですけれども、なぜ基金でね、合併ありき

でできなかったことなんでしょうけれども、なぜ過疎対策に使われるものの・・・。 

○谷本区長：あの、過疎対策ばかりじゃなくて、地域振興のために基本に使うのがこの基金なんで

すけども、たまたま合併という一つの大きい歴史を踏む中で、従来いた村民の人たちは、今までの

村史とは違う形で今までの歴史をもう少し後世に残そう、そして自分たちも認識しようということ

で作ろうということで始まったこの事業なんですよ。ですから、確かに問題はあるのかもしれませ

んけど、今一度、厚田村の歴史を思い出すためにも、また後世に引き継ぐためにもこの事業をやり

たい、やろうということで立ち上げた事業なんです。その中で石狩市の平等な予算でなくて、この

基金を使った経過措置事業として使えることにしましょうと。ですからこのようなものはいらない

と言われればそれまでなのかもしれないでしょうけど、発想はそういうことなんですよね。 

○高橋委員：いらないって言えるかっていうと、ないよりあったほうがいいなとは思いますが。 

○谷本区長：ですから、この貴重なお金をこれに使うということに疑問があるということですよね。 

○高橋委員：そうなんですよね。なんかちょっと。 
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○菅原会長：いいんですよ。それぞれの意見ですから。 

○長委員：いいですか。昭和４４年の厚田村史はほとんどの部分が漁業史なんですよね。それで農

業史ですとか、商業史、あるいは教育史みたいなところが欠落してるんで、私が当時聞いた話しで

は、続けてその部分を補っていく計画であったという話しを聞いてて、今の話しでは、そういうこ

と準備をしてきたんだけれども、合併ということになったんで、急遽この厚田のあゆみという写真

を中心としたものに変えていきたいんだという感じの話しに聞こえたんですけども、そうするとあ

まりにもやっぱり中身的に薄すぎる気がしたんですよね。 

今例えば石狩は町史しかないから、市史なるものを近々に作る、編纂される予定があるならば、

その中に旧厚田村で収集されたであろう農業史、商業史、その他もろもろの資料をその中に持ち込

んで作っていくということになれば、立派なものになるんではという気がするんです。 

 しかも、先ほど高橋さんがおっしゃったよう、１億円の３％の金額になるということで、前回、

厚田文芸みたいなものを作ったらどうだという提案をして、あの増毛だったかな、そこでも文芸誌

を出していて有料で１，２００円だったはず。だからそんなことも考えていく必要があるのかなな

んて考えたりもしまして、まだその冊子の中身を見せてもらってないんでなんとも言えないですけ

ど、本当に将来そういう石狩市史というのができるんであれば、その中に十分書き加えてってもら

えば間に合うのかなと思ったりもしてるんですよ。 

○谷本区長：厚田の村史というのは、見た人はわかると思うけど、普通の村史と違うんですよね。 

○長委員：あれはあれですごい評価があるんですよ。厚田村史っていったら本当にすごい評価があ

るんです。ですから、あの後にね、きちっと農業史だとか、商業史だとかが同じように編纂されて

いったらね、すごくいい財産になると思うのさ。 

 どちらかというと、それぞれの各郷土史っていうのは、上中下っていうか時代に合わせた流れを

書いてあるみたいなもので、厚田の村史はどんな専門家に話しを聞いてもね、欲しがってるし喜ば

れてるからね、本当にあの形で農業史ができればというのがね。 

 たまたまあの、厚田農協史で使った資料が大分保管はされているんですけど、すごく面白いとこ

ろがあるような気がするんだけれど、それを使うんであれば意義があるんではないかなという気が

してるんですけどね。 

○谷本区長：あれ以後については、資料は集めてるんだけどもまとめてはいないんですよ。ですか

ら、今すぐそのものが編纂できるかっていったら非常に難しい部分があるもんですからね。 

 ただ、今合併という非常に大きい歴史をくぐった中で厚田村という部分を一つ大事にしたいとい

うことで、これを作ろうという形になったんですよ。 

○柴田委員：その厚田のあゆみを作成することは非常に素晴らしいことだと思うんですよね。賛成

なんですがね。でも基金を使って作るということに私もちょっと疑問を感じます。それで希望を取

って希望する方に買っていただくとかの方法を取ったらどうかなって思います。 

○菅原会長：他に別な考え方をお持ちの方とかおりますか。 

 私はね、この取り組みの中でせっかくそこまでやったんだから、きちっとねその程度の基金を積

んで石狩市と合併しても良かったんでないのということは思っております。でも区長の話しですと

ね、いろいろと難しかったんだということなんでね了解です。ただもう一歩進んでね、これは後世

に残せるものですから、私は作ることは大事だと思いますが、有料とかといったことは別の観点で

ないかという気がするんですよね。 

○八木沼委員：合併の話しが出たときから、皆そうだと思うけどやっぱり躊躇したっていうか、そ
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して今まで１００年以上も続いた村がなくなって、やっぱり村史っていうものは家宝みたいなもの

で重要なものだと思うのね。継続してやってきた事業でもあるしね。だけど有料となると率先して

買う人は・・・。 

○菅原委員：やっぱりね、有料化するということは私は馴染まないんでないかなと思ってるんです

よ。 

○小野寺委員：いいですか。有料か無料かは別にして、今八木沼さん言いましたようにね、最初に

戻ってしまいますけど、厚田村が石狩市と合併するということは、時の流れでしょうがないことか

なって思ってましたけど、いざ合併となると心寂しい思いは皆さんしてると思うんですよね。そう

いった中での村史ということで、心の支えの一つになるんでないかと思うんですけど。ですから、

是非続けて欲しいし、有料か無料かはまたその後の協議だと思いますが。 

○菅原会長：あとございませんか。先生どうでしょう。 

○佐藤副会長：少し考えさせてください。 

あの、どこでも出してるんです、村史、市史だどかこういったものは。 村とか町とかを語り継い

でいく必要は絶対あると思うんですよね。ですから、そのための財産を作るっていうことには大賛

成。ただ、それを語り継いでいく、そういったものになるかならないか。実は正直言って今まであ

んまりなってないんですよ。ある一部の人たちだけがその村史とかいうものを宝にしていたけれど

も、多くの庶民たちがそうなっていたかというと、そうはなっていないですね。ですから、その辺

の工夫は大切。でも語り継ぐもの、合併して１３６年の歴史をちゃんと残していく、これはもう大

変重要ですから作るのには賛成。ちょっと躊躇したのは中身ですね。本当に村民がそれを誇りに思

って村を語り継いでいけるようなものであれば、それは最高のそれこそ歴史を刻む、ですから作る

ことには賛成。 

○高橋委員：私もあったほうがいいとは思うんです。今までなかったものならなおさらあったほう

がいいと思うんですけれども、１億円の中からお金を出すことが良いのか悪いのか、何回聞いても

疑問に思うし、もっと何か本当に村全体に有効なお金の使い道がないのかなっていうことを話し合

っていけるんであればいいですけど、まず第一の事業としてこれが出てきたんで、この分が１億円

の中から消えるんだなって。うまくは言えないんですけど、なんか疑問。 

○桐山委員：こういう問題があるから、経過措置事業として使えるんだよ。 

 区長が話したね、予算を取れんかったんだという事情もわかったし、１３６年の歴史がある、心

の糧ということでありますので、私は反対する気はございません。 

 取りかかって、既にやっていることですからね。確かにね、これをやることで１億円の中から何％

かのお金が減るわけですから、会長が言われるとおりきちっとならなかったのって、そしたらこう

いう問題にならなかったけど、それには事情があったということですから、やむを得ないというこ

とで理解いたします。 

○菅原会長：そこがわかっていただければ、私の質問も効果があったということでございますんで。 

 皆さんどうですかね、意見をまとめたいと思うんですが。とりあえず基金を使うということです

から、多数決で決めるっていうわけにもならないと思いますんでね、皆さん賛成だとか反対ですと

かね、そういった空気の中でね判断させていただきたいなと思いますが。 

 また次回にやりますかってことにならないでしょう、これは。 

○河合委員：私はこのままでよろしいと思います。 

○笹木委員：私は賛成です。あと皆さんが使えるようなデータにして欲しいなっていうのが一つあ
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って、例えばホームページで閲覧できるようにして、ダウンロードでして、先生が学校の授業で使

えるだとか、１世帯に１冊だと皆に家から持ってきてくださいという話しにもならないと思うので。

また、写真とかも素晴らしいのがあると思うんですよ。それも地域の人たちが自由に共有財産とし

て使えるのであればいいんじゃないかなと思いまして。 

○菅原会長：笹木さんの意見はわかりましたんで、まずはこの厚田のあゆみについて、地域協議会

として、基金を使って発刊しようやと、まずこのことをやって、あと中身については後ほど意見を

いただくことにしましょう。申し訳ないですけど、一つずつ整理していきましょう。 

○藤田委員：先ほど全戸配付か有料化かという話しがありましたよね。有料化にしたら厚田区だけ

じゃなくて、他のところでも買う人がいるとなると収益が出てくるでしょ。そしたらその収益はど

こで管理するんだということになるんで、そこはしっかりこの場で決めておいたほうがいいと思い

ます。私は作成に賛成なんですけども、全戸配付にするのか、有料にするのかをここでちゃんと決

めたほうがいいとお思います。 

○菅原会長：わかりました。その意見も後ほど。あの、まず基金を使ってこの事業を継続するかど

うかを整理したいと思いますが。３００万程度の経費をこの基金から出して構わないかということ

をまずまとめさせていただいて、その後にですね、中身ですとかの意見を伺いたいと。 

○小林委員：有料にはできないと思うんだよね。基金は使ってもいい状況になってるからいいんで

ないか。 

○畑中委員：賛成です。 

○加納委員：よろしいです。 

○長委員：やめろって言ってもやめれないんでしょ。結局、なんとかお願いしますってことなんで

しょ。 

○菅原会長：作成することには賛成であるという意見が大方であると判断してよろしいでしょうか。 

（賛同する声あり） 

○菅原会長：それでは、原案で出されております厚田のあゆみの作成については、基金を使って事

業を継続するということで、決めさせていただきますがよろしいですか。 

（賛同する声あり） 

○菅原会長：はい。それから先ほどありました内容の部分ですね。意見のありましたホームページ

に載せて多数の方が使えるようなものにならないかというご意見でしたが、事務局としてどうでし

ょうか。 

○阿部課長：まず、先ほどから有料化の話しがありましたけれども、皆さんご存知かと思うんです

が厚田の歴史を刻んできた方っていうのは、著名人が多いんです。その方たちの歴史に残るものを

使わしていただくときにですね、有料化を行政がするということでお願いをすると、まず使わせて

いただけません。今までにもＤＶＤ作ったときもそうなんですが、相撲協会ですとか創価学会です

とか、そういったところに著作権のからみで有料で買うとなれば莫大な金額が伴うんです。そうな

ってくると一つの行政機関では写真集などといったものは作れないもんですから、今まで村でやっ

てきたのも甘えっていうんですか、お願いしてですね、その代わり非売品で、あくまでも営利を目

的としませんということできているもんですからね、有料化っていう話しになると、個人の写真家

が作った写真集ならわかるんですが、よそのものを見てもほとんど有料というものはないと思いま

す。そこのところは理解していただきたいと思います。 

○藤田委員：それとですね、全戸配付の件なんですけど、いらないって言う人も中にはいるんじゃ
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ないかって話しもありましたよね。そういうときに、支所に置いといて、欲しいという人だけがも

らうという形もあるのかなと思うんですけど、やっぱりそういうのは不公平ですか。不公平感が出

ますか。 

○菅原会長：どうでしょうかね。いろいろと考え方があるんでしょうけどね。 

○藤田委員：中には必要ないって、そういう方もいらっしゃるのかなって。 

○谷本区長：やっぱり欲しいって言う人に取りに来いとはならないと思うんですよ。やはり公平に

皆それぞれ、見てください、使ってくださいって、どうしてもいらないから、無駄になるからって

言うんだったらね。いらないから投げるという人は私はほとんどいないとは思うんですけども。わ

からないですけどね。でも、いる人だけ支所に来てくださいとはならない。かといってね、必要な

い方は支所にお戻しくださいっても言えないですよね。 

○菅原会長：やっぱり全戸配付っていうのは原則ですよね。 

○藤田委員：ここでそういったことはきちっと決めたほうがいいかなと。 

○谷本区長：この中身をね、課長は見てもらおうとしたんですけれども、子どもからお年寄りまで、

写真っていうものは意外と見てくださるし、統計的なものも多く載っける。見やすいよう、使いや

すいように思い起こせるようなものにしようということで、編集してもらったんですよ。だから難

しい文章をいっぱい書いて、どうのこうのっていうよりもできるだけ見やすいようにとお願いして

やっているつもりではいます。ですから笹木さんが言うような何かの機会にも使えるといったこと

も可能だと思います。 

○岡林課長：ちょっとここで約束はできないです。ホームページやなんかは版権の問題があるわけ

だから、自由に使えるというところでどのような形になるのか。相撲協会などからもらってる写真

やなんかも、こういったものを作りますからということで了解いただいてるから、皆が共有できる

ようにデータベース化するというのは確かに必要だけども、版権がうちのほうに帰属されるものの

中でデータベース化して自由にお使いくださいっていうのは可能だけども、今ここでは。 

○菅原会長：笹木さんからいただいたのは、あくまでも意見ですから、それができるかできないか

はきちっと行政側で確認してからでいいですよ。回答は研究してみてからということでよろしいで

すよ。 

○岡林課長：ちょっと難しい部分があるということです。 

○桐山委員：何冊ぐらい配るの。 

○岡林課長：大体１，２００あれば間に合うんです。現在広報が管内の関係機関を含めて１，１０

０ぐらいだっていうことですから、ですから３００から４００ぐらいは支所のほうで保管できるん

でないかなと考えています。 

○菅原会長：いろいろとご意見ありましたけれども、有料でということもちょっと難しいようであ

りますし、欲しい人だけ取りに来ていただけませんかということもですね、公平性にかけるという

ことで、ですから、厚田の広報がかつて全戸配付されたようにですね、駐在員を介しまして全戸に

配付されるのが原則であろうとまとまったように思いますので、ご了解いただきたいと思います。 

 笹木さんの意見の部分は、事務局のほうで再度研究していただくということでよろしいですよね。 

○笹木委員：はい。 

○菅原会長：事務局では研究結果が出ましたらまとめてください。 

 それでは、この案件については、いろいろと意見がありましたけれども、提案された内容で進め

てよろしいということでよろしいですね。 
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（賛同する声あり） 

４．厚田文芸について 

○菅原会長：はい。次にですね厚田文芸ということで、前回長さんと加納さんから意見のあった件

でございますが、ちょっとその考え方を事務局にまとめていただきましたので、説明願います。 

○岡林課長：それでは、お手元の厚田文芸についてという資料に基づき、担当の小林課長が来てお

りますので概略について説明していただきたいと思います。 

○小林課長：私のほうから厚田文芸の発刊から廃刊に至った経緯について説明させていただきます。 

 まず、発刊に至った経緯、目的なんですが、書かれておりますとおり、地域の文化活動を進める、

また、村民の手作りによる文芸誌を作りたいという希望もありまして、平成１０年度から発行して

おります。 
発行にあたっての編集委員としては、学校からは校長先生ですとか国語の先生。また、童話を読

む会などから出していただきまして、事務局を生涯学習アドバイザーが行っていたところです。 

 作品の公募については、１割程度の人で、後の分はアドバイザーがお願いして集めていたという

のが実態でございます。 

 内容につきましては、随筆、詩、短歌、俳句、書といったものが毎回同じようにありまして、こ

の他に川柳などもありました。また、平成１０年度には、厚田村開村１３０年ということで「厚田

あったかエッセイコンテスト」の募集を行い、その作品も載せております。第５回目からは中学生

が毎日新聞社主催の作文や壁新聞のコンテストに応募して入選されているということで、それらも

載せております。第７回で終わっておりますが、毎回投稿している人は２０名程度。実出品者数は

１３４名となっております。 

 ２番目の各回の発行年月日なんですが、毎年３月１日ということで、発行部数が１，５００部、

全戸配付と関係機関に配布しているところです。 

 ３の規格ですが、１回当たりの平均は５８作品。少ないときは４０作品くらいで、多いときには

６０を超えております。ページ数ですが、１００ページから１４０ページくらいということで、平

均すると１２５ページとなっております。出品者数は延人数で３１７人。 

 印刷に係る経費ですが、毎回８３万５千円となっております。当初１００ページ相当ということ

での金額なんですが、ページ数が増えてもその値段で行っております。 

 廃刊に至った経緯については、市町村合併問題ですとか、財政的な問題ですとか、また生涯学習

アドバイザーが平成１６年度末をもって廃止になったなどで、先ほども申しましたようにアドバイ

ザーが原稿を集めてきていたという実態もあり、こういった人がいなければ、継続は無理だろうと

の判断になったわけです。 

 生涯学習アドバイザーというのは、国の補助制度でありまして、厚田村としては平成７年からそ

の制度を活用して、１人、アドバイザーとして設置してきました。またアドバイザーとしてだけで

はなくて、心の教育相談ということで、教育相談や生徒指導ですとか、いじめ対策などについても

あたっていただきました。それぞれの事業に対して補助があったわけですが、平成１４年度をもっ

てすべての補助金がなくなっております。その後は村の単費で設置してきたんですが、合併等の話

しの中で厚田村だけそういった人材を配置して事業を継続していくことは無理なのではないかとの

議論にもなりまして、１６年度をもって廃止したという経緯がございます。 

 説明は以上でございます。 

○菅原会長：私のほうから確認ですけれども、経費の部分は印刷製本費が８３万５千円ですよね。
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この他にアドバイザーとしての人件費がありますよね。 

○小林課長：はい。それから編集委員の分は年１回程度集まるだけなんでボランティアということ

でやっております。費用弁償も出しておりません。 

○菅原会長：わかりました。皆さんどうですか、前回はこの厚田文芸を区として復活できないかと

いう話しであったということで、それで今回こういった説明をしていただいたのですが、それぞれ

のご意見をまず伺っていきたいと思います。 

 これはいずれにしても、一般会計で予算措置するというのは無理なんでしょ。 

○谷本区長：厚田文芸が基金を使って行う事業にのっかれるかどうかというところから議論が始ま

るんだと思うんです。合併前に廃刊しましたから経過措置事業には当たらないですよね。要するに

この推進事業のほうに該当するのかどうか。どのようにして該当させるかどうか。 

○菅原会長：やっぱりこれ、無報酬でやれっていうわけにはいかないから、お金かかるよね。 

○高橋委員：あのですね、サークルを支援するという形にはならないんでしょうかね。継続すると

いうことはとっても良いことだと思うんだけど、少し勉強の場というか、文章の書き方などを誰か

に教えていただきながら、サークルとして活かしていけるんであれば、そのサークルの中で１年に

１回なり発表の場としてそういった本を出す。そして厚田文芸という名が残っていくのであればそ

れで良いのではないか。 

 作品を出すというのは、一人ひとり思いはあるんでしょうけど、文章の勉強をする場所としての

生涯学習とか、そういったものに支援できればいいんであって、このような形で冊子ができるとい

うのは、私は正直言って・・・。 

 厚田という名前が残ってくれるのはすごくうれしいんですが、支援の形を変えれないのかなって

思います。文章を一つ書いても、ここをこうするともっとうまく伝わるよだとか、そういったアド

バイスがあると一人ひとりが上達につながるし、いいことではないかなと。 

○谷本区長：理由づけだと思うんですよ。例えば３の地域協働推進事業の（１）（ア）という部分で、

地域自治区内の皆さんが一定の成果を上げるという、こういった成果があるんですと、それを３年

間という一定の期間がありますので、その中で私たちはこういった活動をしますので助成してくだ

さいというような理由づけだと思います。 

 今、厚田文芸とからめると、どういったものになるのかなと考えるんですが、ちょっと思いつか

ないですけど。 

○菅原会長：そういう考え方もあると思います。基金を使ってという意見だったんでそういうふう

にこだわるんでしょうけど、例えばこのままのものを復活するんではなくて、変わるようなものが

市としての教育行政の中に盛り込まれないのかなと、まずそれを聞きたいんだが。 

○谷本区長：提案者はどんな考えなのか、もう一度聞かせてもらえますか。 

○長委員：いろんなところで話しを聞くんだけども、農村だとか田舎では文学的なものが何もない

と、百姓が文章書いたら農民作家と言われるんですよね。サラリーマン作家だとか調理師作家だと

かっては言われないんだよね。だけど農民が書いたら農民作家と言われる。だから田舎というのは

文学というものがないんだというのが大体の常識となっている。 

この人口３千人足らずのところで、地域の人たちが携わって、もちろん村からの資金やスタッフ

の援助もあって７年間も続いてきた。中身の良し悪しはまず別にして、村民の１割近い人が何らか

の形で作品を発表していると、また村から出て行った人も投稿しているという、特に合併して村が

なくなったっていうときに、一つの糧というか、一つになるものができればいいなという気持ちで
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すから、今までどおりの形で残せというわけではないです。先ほど高橋さんが言われたとおりサー

クル活動でもいいし、一つの求心力になるものがあればいいなと。形としてこうでなきゃなんない

というものではない。いろんな形がある中でいいものを見つけていいわけであって、今までどおり

やりなさいということではないです。 

○菅原会長：はい。ということで、先ほど言った市として何か生涯学習や教育行政の考え方で示せ

るものはないの。 

○畑中委員：よろしいですか。その文芸関係は、文化協会のからみになるんですけども、今まで厚

田文芸は文化協会から一部の経費が出てたりもしたんですけど、村民の文化活動を少しでも刺激し

ようという意味合いだと思うんです。少し記事が少なければアドバイザーがお願いして集めたりと

かしながら、文化意識を少しでも高めていただきたいということでがんばって続けてきたものだと

思います。ただ、それが石狩市になりますと、本来こういったものは個人がやるもので、やりたい

人が投稿してやっていく、といった意味合いのものだと思います。 

 石狩管内の文化協会があるんですけれども、その事業の中で文芸についてもあるんで、興味があ

って投稿していきたいという方がいれば、そういういろんな窓口があると思います。自由意志でや

っていくということだと思いますよ。 

○菅原会長：はい。そこら辺を確認しておきたかったんですよ。 

 復活させたいという意見はありましたが、必ずしもこのままの形で復活させて基金を使うという

わけにもならないでしょうから。いや、使ってもいいんですよ。だけどすぐそこに話しを向けるわ

けにもいかないでしょう。皆さんのご意見もいただきたいと思いますが。 

 あの、石狩にも文化協会があるということですが、市の組織としてあるんですか。 

○畑中委員：いえ、文化団体の集まりで組織されてまして、市からの援助もいただいております。 

○谷本区長：絵のサークルだとか、歌のサークルだとかいろんな団体が集まって文化協会を構成し

ているということで、その中に文芸に関する団体もあるんで、そこへ行って活動するという方法も

ありますよということです。 

○高橋委員：厚田文芸というものは残らないけど、投稿するとかそういったことを希望する方は石

狩市の中にそういった窓口があるということですよね。 

○畑中委員：市としてあるわけでなくて、そういったサークルなどがありますよということです。 

○谷本区長：自分たちのサークルで自費出版するということですね。 

○高橋委員：厚田っていう言葉はすごく響きがいいんですよね。何かで残していければ。 

○阿部課長：厚田文芸の場合は、教育委員会でやってましたから、投稿されたものはすべて掲載し

ますよと書かれているんですけれども、なぜかというと官が主導でやった場合は好きな人たちの集

まりでないから他の作品に手を加えるわけにもいかないし、あなたはだめですよというわけにもい

かない。本当にやりたい人たちの集まりというのは、自分たちでまずやる。やってそして発行に至

るかどうかはわかりませんが、作品集などを出す。先ほど言われましたその作品に厚田という響き

を残した同人誌を作るという、まず官ありきでなくて、サークルなどで出発して活動をしていく中

で支援を受けたいとなったときに、地域協議会よりもまず先に市の生涯学習担当のほうに、私たち

はこういった活動をしておりますということで。 

 厚田文芸の主旨というのは、官が何もないというところに根付かせようとして行ったもので、し

かしそこには限界があって、やめざるを得なくなった。やっぱり好きな人たちが集まってやるなど

しないと無理があるのかなと。これは新市になっても同じことだと思います。 
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○長委員：なんかね、すべてが石狩方式になっていくのもいいんだけど、地域振興資金を使えない

のかということも含めてね、厚田村の中でいいものもたくさんあったのになっていうこともリセッ

トされてしまうということがね、自分たちのアイデンティティというかね、今まで何をやってきた

んだという、なんとなく寂しい気がしてね。その象徴といえばおかしい話しなんだけど、こういっ

たものが残っていくことによって何か新しい動きのきっかけになるんではないかなとも思ってたり

して。いや、文芸でなくても構わないですよ。ただこういった小さな村で皆さんがんばって７年間

も続けてきたというのは、すごい力だなとは思っていたんだけれど。中身は別にしてね。なんかそ

ういうのがこの協議会というか、地域の中で何かできたらいいなと。いろいろと異論があることは

わかっているけれども。 

○岡林課長：地域協議会で取り上げるということであれば、住民の中からそのような活動が広がり

を見せてというような、その後だと思う。今の段階で地域協議会の中でそういう方向に進めていく

べきでないかということで協議するようなことではないような気はしますけどね。逆に会長が言わ

れてた全市的なもの、市として予算を付けるべきでということならなおさら地域の中から発信され

て、それが共鳴を呼んで浜益区に広がって、石狩のほうにも広がっていったとそういった大きなう

ねりというものができあがれば、そこで初めて市として生涯学習のメニューとして考える必要があ

るんじゃないかというふうになるでしょうし、いずれにしてもその地域住民パワーの中でこの活動

か進んでいくというか、発展を見せていくというようなことにならないと非常に難しいのかなと。

それがあって、それから地域協議会の中でそれを進めていく、あるいは協議する必要があるんじゃ

ないということになるのかなと私は思いますが。 

○谷本区長：そして財政援助としてつけますよと。 

○菅原会長：必ずしもやりなさいということじゃなくて、先ほど皆さまの話しの中にもありました

ように、７回も続いたものをここでなくするのはおしいんじゃないか、そこでそしたら我々だけで

やってみるかと、できないところがあれば、ここの部分は応援願えないかというような、そのよう

なことで進めていったほうがいいんではないですかね。 

○谷本区長：あの記憶にあるかと思いますけど、ステップ１・２・３・４ってなってて、まず自分

たちでやりましょうと、やれなかったら地域で協力し合ってやりましょう、それでも無理なら行政

も一部入ってという、そういう並びの中で最後は地域協議会にかけていって資金繰りも含めた協議

になっていくと。それが望んでいる一つの自治活動になってくる。 

○菅原会長：そういった動きの中で育っていくことはできないものかなと。他の方々どうでしょう

かね。 

○岡林課長：今のところは、この程度でいいんじゃないですかね。 

○菅原会長：いいですか。それではこれからいろいろと検討して、また案を出していただいてもい

いかと思いますんで、この件についてはこの辺で閉めてよろしいですか。 

（賛同する声あり） 

５．その他 

○菅原会長：はい。あと、その他がございますので皆さま方からフリーな意見をお伺いいたしたい

と思いますが、時間は大体８時を目途にしたいと思いますけど。 

○桐山委員：議会は何日から。 

○岡林課長：１１月３０日からです。 

○桐山委員：何日間だい。 
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○岡林課長：まだ決まっていません。議会運営委員会が来週開催されると思いますので、その中で

決定するかと。予定では１４日までということみたいですが。 

○谷本区長：一般質問が１２月の６日、７日あたりだろうと予想されてますが、まだ決まっていま

せん。 

○桐山委員：できれば、見ておこうかなと思いまして。勉強になりますんで。合併後初めての議会

ですから、どういう発言があって、どういうことがされているのか。この会議の中で皆さんにお知

らせしておいたほうがいいかなと思ったもんで。 

○岡林課長：庁舎に行ったら、１階のところで休みながら見れますので。もちろん議場に入るのも

結構ですし。 

○加納委員：地域協議会の委員さん１５人の電話番号がわかれば。 

○菅原会長：私の見解ですと、個人情報保護法ができてから個人の情報のやり取りというのは慎重

にやらざる得ないと認識しておりますが、事務局いかがでしょうか。 

○岡林課長：もし作るとすれば、この場でこれとこれとこれの情報を取りまとめていいかというこ

とにならないと、一方的に事務局で作るというわけにはいかないです。 

○菅原会長：それと作るときにですね、この地域協議会の関係でしか使用しませんということもき

ちんとしなきゃいけないんですよね。委員にはそのことを守っていただかなければなりません。 

○加納委員：それはわかります。 

○菅原会長：いかがですか。ただ今、加納委員さんから名簿はあるんだけど、電話が記載されてい

ないから教えて欲しいということなんですが。 

○谷本区長：加納さんは、何に使おうとしているんでしょうか。 

○加納委員：いろいろと相談したりとか、委員の集まりがあるときに一緒に乗せて行ってもらいた

いとか、電話番号がわかれば何かと都合がいいかなと思って。 

○岡林課長：私個人の考えとしては、お互いに電話番号の交換をされたほうがいいような気がする

んですよね。書類として１５人の住所、電話番号が書かれたものを用意するというのはどうかなと

いう気がしますが。 

○菅原会長：前ならバンバン作ったんですよ。当たり前の情報ですから。でも今は非常に難しいで

すね。慎重になってますよ。この件に関しては、事務局として作成するのは難しいということです

から、それぞれで情報交換するということでよろしいですか。 

○加納委員：わかりました。 

○菅原会長：それでは、そういったことでよろしくお願いいたします。他に何かございますでしょ

うか。 

○八木沼委員：意見っていうわけじゃないんですけど、自治会のことでですね、合併のこともあっ

て聚富のある地区の人が五の沢のほうが近いんですね。もしそっちに入った場合に、区の関係で過

疎計画の範囲から出ちゃうから、そこら辺の兼ね合はどうなるのかね。 

○谷本区長：関係ないですよ。自治会は自治会の活動ですから、例えば緑が原と虹が原が一つにな

って活動するというのも構わなくて、たまたま石狩市と厚田区の境はここで、厚田区に関わる事業

は過疎計画でやりますということですから、自治会活動とは別に考えてよろしいです。 

○八木沼委員：厚田区の中であれば、その過疎計画の対象になると、でも石狩のほうに行ってしま

ったら、それは・・・。 

○菅原会長：住所変えなきゃいいんでないの。 
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○谷本区長：道路作りますよとか、集会所作りますよとか、いろいろな事業がありますよね。その

事業をやる場所が厚田区の中であれば、過疎法が該当しますよということなんで、その個人に対し

てではなくて地域に帰属するものですから。 

○八木沼委員：まあ、この話しは自治会から出てるんだけども、まだ自治連合会にかかったわけで

もないでして、例えば濃昼のほうも浜益のほうに入ったほうがいい場合もあるし、聚富の方も五の

沢に行ったほうが実情的にはいいという話しになるんですよね。 

○谷本区長：わかります。それはそれでいいんですよ。ただ事業を行うのは、昔の行政区の中でや

る事業ですので、自治会で共同でやるのはぜんぜん構わない話しですよ。 

 その方が理解して、石狩のほうの自治会で活動するよと、お互いが理解した中で移るのであれば

構わない話しです。 

○岡林課長：いずれ、ある程度の一定期間が経てば、目に見えない行政界が地域の皆さんから外れ

れば、その町内会の再編成という話しが出てくる可能性はありますよね。今は目に見えないけど境

界線がありますよね。結局、虹が原の人もここから向こうは緑が原だという境界線を持っていると

思いますよ。 

○桐山委員：ある程度自主的にやらなければならないことだとはわかってますよ。しかしこの合併

を機にある程度の議論する場がないと、今までどおりずるずると行ってしまいますよ。区のほうも

強制的にはできないけども、指導していただくというような格好で進めていかないいと。 

○菅原委員：自治連合会もありますんでね、そういった場でもう少し話しをしていただければと思

いますが。 

 それでは、終わりの時間に近づいておりますけれども、岡林課長のほうから一点あるそうなんで。 

○岡林課長：地域協議会の中で、たまたま今回は継続事業である厚田のあゆみを地域振興事業の取

り扱いの中で協議させていただきましたけれども、これからいろんな形で協議会を開催していく中

で題材といいますか、そういったものを自分たちの中で作り上げていくことが必要になってくるわ

けです。それで桐山さんのほうからも話しがありましたけれども、事務方の話しで本末転倒になる

のかもしれないですけど、私たち支所の職員も含めてですね、これまでは要するに行政がすぐ自分

たちの身近にあって区長も助役でしたし、村長もすぐそばにいて議会もすぐ目の前にあって、議会

対応だとか地域住民の声というものをすごく近くに感じていた部分もありますけども、これからは

やっぱり距離ができたと私は思っております。変な意味ではなくて。そこで地域協議会の委員の皆

さんにお願いしたいのは、石狩市の議会というものの中でどんな協議がされていて、どういった形

で流れて行っているのだろうという、地域協議会のこれからの活動の中で非常に必要不可欠といい

ますか、本当に大事なことではないかなと私は思います。 

 パソコンのある方は石狩市のホームページの中にありますけれども、市長のページというのがあ

り、市長のコメントの中では厚田の人の姿を見たのは何人かということもありまして、それが良い

悪いではないんですが、やっぱり一般住民の方もそうなんですが、私たちもそうなんですが、時間

の都合がつけば、本庁の議会事務局に行って手続きをして、本会議場に入らなければ議会が見れな

いということもありませんので、行ったついでに１階のロビーでテレビを見ながら、こんな話しし

てるんだなって、そう見るのも空気に馴染むことだと思いますので、そうしたことを気持ちの中に

持っていただければいいのかなって思います。 

 正直、今日も区長と話し合ったんですけど、まったくその議会とのつながりが今までと違って距

離ができたっていったら変なんですが、違うんですね。ですから地域の皆さんも議員の皆さんも何
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何課長どうなんだっていう、こーじゃないのか、あーじゃないのかという部分も取り扱いが違って

きているということを肌に感じているという部分もあると思うんですけど、私どもだけではなくて、

地域の皆さんも石狩の中での流れというものに多かれ少なかれ関わっていただきたいなと。そうす

るとさっきの厚田文芸の取り扱いなどについても、いろいろな部分でこれから先、特に来年３月は

１８年度予算の審議になりますよね、毎年４回の議会定例会がありますけども一番ポイントとなる

のは、やっぱり３月、新年度予算に向けて市長としてどういうような姿勢を持って予算を編成した

のか、あるいは事業としてはこういうものがあるんだよというのが一番感じられるんではないかと

思いますので。 

 一つそういったことで、それらのものも題材しながらですね、また地域の中でこういったものを

育てていきたいというようなことが議論の中で出てきてくれるような形になればいいのではないか

なと思いますので。 

○菅原会長：はい。今の話しは皆で議会を傍聴する機会を持とうじゃないかと、そういう話しです

ね。 

○岡林課長：強制ではないですよ。市では情報公開の取り扱いも規程でありますから、どんなこと

でも公表してます。例えば１年間に道路関係の苦情が何件ありましたとか、職員の対応についての

苦情が何件あったとか、審議会でこんなことが話し合われましただとか、いろんなことが広報だと

かを通じて情報を提供しております。それがやっぱり今まで厚田村の中ではなかった部分。少しで

も情報を皆さんに周知しようという意識を持って対応していると私のほうでは思っているんですけ

ども、ただ私も含めて情報を知ろうとする意識がないと伝わってこないというのが現況ですので。

そこら辺のことも含めてちょっとお話しさせていただきました。 

○菅原会長：議会日程なんかは、どこに行ったら知ることができるの。 

○谷本区長：支所では総務課でわかりますし、本庁であれば議会事務局でわかるし、ホームページ

でもわかります。 

○岡林課長：パソコンがないという方もいらっしゃるんでしょうけど、今はパソコンがあるという

のを前提に話しをさせていかないとですね進んでいかないんですよ。さっきもありましたけど、共

通のデータということでパソコンで石狩市を検索していただくと出てきますんで。 

○菅原会長：わかりました。あとよろしいですか。 

 よろしければ、次回の日程を決めさせていただいて閉会したいと思いますが。 

○小野寺委員：前回ね、月に１回という話しでしたが、１２月は特別な話しがなければ中止という

形にならないですか。 

○菅原会長：どうですかね。そういった話しがあるようですが。 

○桐山委員：私は最低限月１回は、何も話題がなくてもやるべきだと。基本的には。 

○菅原会長：基本的にはですね。 

○藤田委員：何かどうしてもっていう話しがなければ、私は小野寺さんの意見に賛成なんですが。 

○桐山委員：いろいろと勉強することだってあると思うんですよ。 

 あんまり例がないですから全国的にも。うちらは先端を行ってるんですから。 

○菅原会長：１２月は皆さん日程調整も大変でしょうから。 

○谷本区長：地域協議会というのは、なんかの会合であれはどうなってるだとかといった意見など

があれば、この場で出して欲しいものなんですよ。ですから、今の段階では次回の題材はないけど

も、次のときにこういうことも協議会で検討してもらえないだろうかとかね、これはどうなってい
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るんだとかが出てくれば、皆さん地域の中で何か意見があったならば協議会に出していただいて、

どうしていくか、どうまちづくりにつなげていくかという協議の場だということを基本に考えてい

ただければなと思っているものですから。 

○菅原会長：最初に集まったときに、そういう約束しておりますからね。 

○桐山委員：やっぱり月に１回は集まってね、お互いこうゆう状況だとか話し合うことが必要です

よ。 

○岡林課長：では、今までの話しからいけば、下旬を外しますと中旬まででないとできないと思う

んですよね。ただ問題は議会ですね。ですから中旬に行うということで確認していただき、あとは

議会の日程と調整しながら事務局のほうで決めるという形にしたいと思うんですがいかがでしょう

か。 

（賛同する意見あり） 

○岡林課長：誰か中旬で都合の悪い日ある方おりますか。 

 １０日から２０日の間で決めさせていただいてよろしいですか。 

（賛同する意見あり） 

○小野寺委員：なるべく早い日にしてください。 

○岡林課長：議運が開かれれば議会日程がわかりますので、今月中にお知らせいたします。 

 時間は、今日と同じ６時ということでどうでしょうか。いいですよね。会場については、望来の

みなくるでできればと思っております。 

○菅原会長：今、岡林課長からあったとおりでよろしいですね。 

（賛同する意見あり） 

６．閉会 

○菅原会長：それでは、大変真剣なご議論をいただいたところですが、お陰さまで厚田のあゆみに

ついては、基金を使いながら事業を行うという取り扱いになりましたので、再度確認させていただ

きます。 

これから、師走になりますし、雪が降ってまいります。お互い健康には気をつけまして、また次

回の協議会を迎えれますようご祈念いたしまして閉会いたしたいと思います。 

どうもご苦労さまでした。 
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