
  

平成１７年度第２回石狩市厚田区地域協議会 

 

日  時 平成１７年１０月２６日（水）午後６時５５分～９時０５分 

場  所 厚田支所会議室（２階） 

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）石狩市過疎地域自立促進市町村計画について 

資 料 資料１ 石狩市過疎地域自立促進市町村計画の概要及び計画書（第１回に配付） 

 

１．開会 
○菅原会長：委員の皆さんおそろいでございますので会議を始めさせて頂きます。夜分の会議とい

うことで、遠くは聚富からということもありまして、大変集まりづらい時間ではございましたが、

全員のご出席を頂いたことを感謝申しあげます。 
 早速でございますが、前回会議で課題となっておりました、石狩市過疎地域自立促進市町村計画

について、今日はそれぞれのご意見を頂くことになっています。まず前回配付をした資料の中に訂

正する個所がございます。事務局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いたしま

す。 
○尾山課長：皆様の手元にいっています資料の２２ページをご覧ください。２２ページの表の６の

金額の単位でありますけれども、万円と書いてありますが、百万円の誤りでございますので上の表

と下の表の両方とも単位を百万円に訂正してください。以上です。 
○菅原会長：一応今のところそこだけですね。そういうことでご理解いただきたいと思います。 
 それで早速でございますけれども、過疎計画の内容について協議をしていきたいと思います。な

お、前回事務局から説明のありましたスケジュ－ルどおり、今回の会議では厚田区の地域協議会と

しての意見を取りまとめていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
まず前回の会議で長委員さんから意見が何点か出ておりましたので、それぞれ記憶もある方もお

られますでしょうけれど、忘れている部分もありますので再度確認という意味で前回のご意見をま

ず、長さんのほうからいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 
○長委員：計画書の１８ページですけれども、産業の振興というところで農林業のことを書いてお

りますけれども、その中にぜひ一項目入れてほしいことがございまして、その入れていただきたい

ということは農林業を環境保全型の産業にするというんですかね、することを取り組むというんで

すかね、それはもう文言については事務局の方に一任したいと思います。 
 それともう一点なんですけれど、４８ページ学校給食についてですが、その中で食育ということ

が取り上げられていますけれども、食育よりもっとこういう第一次産業の地帯で大切なことは、地

産地消ということがありまして、地元の食材を使って給食の献立を作っていくというような考え方
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を入れていただきたいと思います。以上のことを意見として述べさせていただきました。 
○菅原会長：ありがとうございます。長さんのほうから今２点についてお話しがありました。 
前回もお話しがあったとおりですが、一つには最初の項目の中で、いわゆるこの地域としての農

林業に取り組む姿勢としては環境保全型の推進をという項目を入れてはどうかというご意見でござ

います。また、もう一点、教育の振興の部分でございますけれども、学校給食については地元の物

をということでありますが、更に拡大して地産地消の精神を文言として入れていただけないものか

というこういうことでございましたね。わかりました。 
それでは、長さんからそういう意見がございますし、皆さんの方からご意見があれば受けたまわ

りたいなと思います。 
 はい、どうぞ加納さん。 
○加納委員：たまたまこないだの第１回の会議が終わった後に総合センターで市長さんのお話によ

りますと一応住民の声を聴くのに市長さんが市長室で何回か地方の人に会ってくれているそうなん

ですけれど、その日程をこないだいつだということを書き留めなかったもので会ってくれるという

日を今聞きたいと思うのですけれど。 
○菅原会長：ちょっと、あの別な案件で伺いさせていただきます。今、過疎計画についてこういう

ことができておりますという前にもお話があったように、平成１２年から平成１６年までの第一期、

平成１７年から平成２１年までの第二期と、今はもう１７年は旧厚田村の過疎計画で進んでおりま

すよね事業は、しかし、石狩市に編入されたことによってその計画をそのままですね、石狩市全体

の計画として厚田と浜益の過疎計画に入っていくといって今回地域協議会の中でそれらの中にいろ

いろな意見をいただきながら、市としては議会に提案していきたいということでございますので、

そのことはそのこととしてこの部分で一回仕切っていただいて、今加納委員さんがおっしゃったこ

とはその他の案件でいただければと。 
○加納委員：もう一点たまたま私の考えている、まあ合併の委員会の村長さんとの会合の時にお話

さしていただいたんですけど、それを見ると厚田文芸というのかな、あれを読んでいる方はみんな

分かっていると思いますけど、私ら虹が原の虹寿会の状況等をこれに書いてきたのでこれを読まさ

していただいてよろしいでしょうか。 
○菅原会長：ちょっとそれもその他のほうでお願いしたいんです。内容についてご意見があれば、

こういうのはもう少し強調しなさいとか、この文はいらないのではないかという、例えばですよ、

そういうご意見なのかなというふうに思ってんですよ。これをまず整理させていただいてからそれ

も後ほど受けたまわります。 
○加納委員：この内容については自分も昨日とおととい望来さんの秋季研修旅行に行って来たもん

でこれについては意見を言う必要はありません。 
○菅原会長：提案どおりでよろしいんですね。 
○加納委員：はい。よろしいです。 
○菅原会長：あと、皆さんの方からあれば。はい上山委員さん。 
○上山委員：今気がついたんですが、２６ぺ－ジの水産業と２７ページの観光に関連するのかと思

うんだけど、石狩、厚田、浜益と合併されたんですけど、なんていうかな石狩あるいは浜益からあ

るいは厚田から三地区それぞれ港があるんだけれど、そういった所から波のあるときは別だけど夏

の穏やかな時に観光船を出すのがいいのかなと思うわけさ。やはり、この地域に少しでも多い人を

入れるために、あるいは定住をしていただくために何かをしなければいけない。というふうに思う
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んでね、石狩から厚田へ来るなり、あるいは石狩から厚田を通って浜益に行くなり、それなりそれ

なりの観光船を出して観光資源を作ったらどうかなと思うんですけどもね。 
○谷本区長：２３ぺ－ジを見ていただきたいんですけども、観光の中に、中段にそのため農林水産

業とうんぬんかんぬんという部分にその体験型とかというのに該当するのかと思ってるんですけど、

その中に入っているんでないかと思います。あと個別の事業については上山委員さんの意見もわか

んないわけではない。 
○菅原会長：そういう考え方もあるよということで、上山さんいいですか。 
○上山委員：いいよ。 
○菅原会長：長委員さん。 
○長委員：今の上山さんの意見を聞いててもっともだと思ってね。それで、今区長が言われた通年

型、滞在型、体験型その中で海洋型とかね、何か一つ具体的に取り込んでいたほうがあとで出す時

につきやすいのかなと思うし、手をあげたついでにあと二つほどあるんですけど､一つは３６ぺ－ジ

の特定廃棄物の処理施設のことを書いてありますけれども、以前は厚田は村だったので産業廃棄物

の施設の設置とか産業廃棄物の業者の管理については、道の方で管理していたんですけど、今回石

狩市と合併してそのほうは相変わらず同じ様な形になるんですか。それとも市のほうである程度の

指導なりとかできるようになるんですかね。 
○菅原会長：これちょっと整理させていただきますけど、ここで乗っている、いわゆるゴミですよ

ね。産業廃棄物というか産業から出るのも生活から出る物をどうするかという行政側の考えですよ

ね。今長さんがおっしゃっているのは既存にある産業廃棄物処理場のことですか。 
○長委員：ですから例えば状況が変わったので行政としてそういうことも指導コントロ－ルしてい

くのであれば、この中にぜひそういう産業廃棄物の施設の正常な管理の指導とかそういうところに

も入れていただきたいなと思いましたもんですから。どういう文言がいいのかちょっと分かりませ

んが。 
○菅原会長：これ産廃の関係、建材等の不法投棄に対応するためにね、各自治会及びうんぬんとあ

るが、今おっしゃっているのは衛生施設組合等で不可能な産廃等についての公的な施設を作れとい

うことなんですか。 
○長委員：いや作れというのではなく。 
○谷本区長：作れというのではなく、産廃処理にあたって要するに適正な指導をするようにという

文言を入れてほしいということ。 
○長委員：そういうことです。あの石狩市になっても支庁のほうで許認可権が村と同じように残っ

ているのであれば、なかなか難しいかもしれないんですけどね。 
○菅原会長：こういうのは専門的にどうですか。私はわかんないですけど。 
○岡林課長：あの、行政側で厚田の取り扱いと市の取り扱いで違うということはないと思うんです

ね。これまでもありましたけど、それぞれ認められているという事業体の権利がありますので、そ

こらへんで村が市になったから市のほうが要するに強制的にある程度の指導ができるということに

はならないと思っています。当然決められた手続きを踏んでゆかなければならないということなん

で、今まで、これまで厚田村の当時でこの廃棄物の業者に対しては、石狩支庁、それから道を通じ

てですね、これまでいろいろな指導だとか、それから水質検査とかいうものを行ってはきました。

市においてもそれらの範囲の中での行政の対応しかし得ないのではないかと今の中で思っています

ので、そういう意味ではそういうところもありますので、ここの中ではそういうような不法投棄に
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対応するためにある程度の対策を図っていきますよっていう表現で表すしか今の段階ではこういう

ことになるのかな。ということなんですね。 
○菅原会長：後段で監視活動の強化をより一層図る必要がありますよという意見になっているんで

すね。 
○長委員：廃棄物処理施設という形になっていて、その中で北石狩衛生センターのことも当然書か

れてあるんでるけれども、後の不法投棄のことしかなかったんでね、特にここ何年か産業廃棄物の

問題でいろいろと困ったことが起きてるわけですよね。三つほどあって二つは聚富で一つは望来で

ってことがありまして、特にこのように大都市の周辺の町村はどうしてもそういうことに大都市か

らのゴミが来やすくなるんでね、それが最終的にはそこの地元の自治体で片付けなさいということ

になっちゃうとこれもなかなか立ち行かないんじゃないのかなと思いましてね。 
○岡林課長：いずれにしても、新市になって行政範囲が広がりましたけれども、やっぱり厚田区内

の物、浜益区内ということでそれぞれこういうような産業廃棄物ですとか不法投棄ですとかという

状況は想定されますので、すべてが本庁が見るというのではなく、やはりその地域の今までと同じ

ような形態で厚田区の中での監視体制をここの中で組み立てていかなければならないことがありま

すので、そういう意味では特定の事業所に対するものの表現というものは、ここの計画の中では非

常に取り扱いとしてはできない。ですから、一般的な考え方として不法投棄に対する監視体制の強

化だとか、そういうものを進めていきますよということで、表現するしかしょうがないという状況

なんですよ。具体的に、先ほども言いましたけれど、これという決め手も結局監視することによっ

て不法投棄をした相手方を突き止める、そういうようなことが求められていたりだとか、既にある

ものについては、その水質、地質が要するにカドミウムだとか、そういう汚染部質によってどの程

度の被害があるのかというような物をまず調査するといういろんな方法があると思うんですけど、

それら具体的なものというんじゃなくて、一応包括的にこう表現するというしかこの計画の中では

非常に折り込みがしずらいという状況がありますので、そこら辺の考え方ですね。 
○長委員：ほんとに第一次産業の地域ですからね。出ると海洋汚染とか土壌汚染が起きてニュ－ス

になれば、風評被害でなかなか農産物が売れにくくなる可能性が出てきますし、現に聚富では重金

属が土壌から出てきているという調査もありますんで、だからこういう中にやっぱり産業廃棄物の

施設に対してはかなり厳しい態度で望むんだというような規制があってもいいのかなという気がし

たんですけどね。 
○菅原会長：本来は産廃の許可は道知事ですよね。それを受けた道知事は地元市町村に意見書をも

らうというものなんだよね。意見を付してだめらだめでいいんだけど、そういう手続きでなってい

るばずですよね。 
○長委員：これでは産業廃棄物施設は作らせないという宣言をしているところもあるみたいな記憶

があるんですがね。 
○岡林課長：厚田でもあの産業廃棄物で望来地区にありましたけど、それ結局作りませんでしたよ

ね。それはそこの中で産業廃棄物の設置を反対するという、やっぱり住民活動というものもありま

したし、その段階では行政側も地域住民の方々と連携を取りながら、あるいは、産業廃棄物を設置

したいというふうに申し出てきた業者ということで、三者が一同に会していろんな協議をするとい

うことを積み重ねていって、その結果最終的に要するに計画をしていた事業者は中断っていうか、

そこのところに設置はしないというようなことで対応してきた経過もありますので、そのスタンス

というか考え方はこれからも変わらないということで、石狩市自体もそういった考え方を持ってい
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ると私たちも認識していますので、その取り扱いについては継承されると考えていますけれど。 
○菅原会長：これゴミの問題、非常に難しい問題でね、しからば我がゴミはだめと言ってしまえば、

自分たちは全然ゴミを出していないの言えば、どこかに持っていけという話しですからね。非常に

難しいんですよ。ここではっきりやっちゃうとすれば、あんたたちは産業廃棄物も生活ゴミも出さ

ないのかとなれば、生きている以上ゴミは出ますからね。これなかなか難しいですよ。まあ、この

関係についてはこういう表現で網羅されているという判断でよろしいのかと思いますけどね。趣旨

はわかりますけどね。 
○長委員：私はそういう風に感じただけで皆さん方どう思っておられるのか。 
○菅原会長：もっと具体的に強く言えということですか。 
○上山委員：こないだちょつと話しがあったんだけどね、あの同じ産廃であっても我々使っている

魚網、ロ－プ類が韓国製品なんだよね。こないだちょつと話しがあったんだけど中国から古いやつ

を我々廃棄するやつをただで持っていって、それをまた溶かしてロ－プとか網を作るような話しも

あるんだよね。網類と農家で使うビニールハウスで使うビニール。あれ同じもんじゃないの。違う

の。同じでしょ。 
○長委員：農家はね、農協青年部で農家に全部案内出してそこで集めて、もちろんただじゃないん

だ。農家はお金を払うんだけどそれをリサイクルしいてる。 
○菅原会長：有料ですから。お金を払って持っていってもらっている。そういうの紹介して。 
○上山委員：今後同じ廃棄物だけどもさ、そういった方向でまたリサイクルして網として作ってく

る、あるいはビニールハウスのビニールとして作ってくるような方向に持っていければいいのかな

と思うのさ。 
○菅原会長：そこでいえばコストがかかるみたいなんですよ。 
○上山委員：向こうに持っていって安く作ってくるような話しなんだわ。 
○菅原会長：はいどうぞ。八木沼さん。 
○八木沼委員：計画自体については私の考えと大体同じく、現況を正確にとらえているなという感

じですので、計画の案としては私はこれでいんでないかなと思うのね。現況では計画の基本はいい

と思います。 
○菅原会長：わかりました。はいどうぞ。桐山さん。 
○桐山委員：私も今、八木沼さん言われたように計画の数字的なものとか中身とかいいと思います

が、９番目の集落の整備とか、ちょっとよく読めばね、計画のね、集落の再編という国道をからめ

てなんかここで集落の再編成の検討と、私これだけでがしっと軸があったほうがすっきりするよう

な気がするんですが。その辺のからみどうなんですか。 
国道を整備するということは観光に力を入れるために必要なことで、２３１については今日あた

りの新聞を見ますと、道でも予算を削らないで２３１についていますよね。開発からもアンケ－ト

が来てどういった所が危険かどうかというものも各戸に来ていますよね。それなりに力を入れてい

るということはわかるんですが、私、合併協議会の時にちょっと発言した記憶があるんですが、合

併するまでにできることなら以前から私言っていたんですけど、町内会というのかな実行組合とい

うのかな、極端に言うと２戸か３戸で運営する駐在員も現存したままおそらく合併してるんですね。

それはそれでやむを得ない思います。それから自治連合会に絡むもんですから、将来的には合併し

なければならないんでないかというような実態になっているのもあれですから、これは計画ですか

ら推し進めていくうえで具体化するんだと思いますけれど、そんなことを含めてね、私ここの９番
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で集落の整備というその中に国道のこと書いてくれてるんですけど、なんかスッキリしないような

文言、そこら辺の経緯っていうのか。まあ、言うとね、ここで海岸沿いに８、内陸に３点在してお

り、これでいいと思うんですがね、まさか全部の人に国道沿いに出てこいってことなんかにもなら

ないだろうし。こんなことを思いながら読み直しているんですけど。 
○菅原会長：道路網の関係は国道に限った道路じゃないというふうに読んでいいんですよね。 
○桐山委員：具体化していかなければこれから色々なことをして成り立っていかないんじゃないか

と思いまして、特に力を入れなければならないんじゃないかと常々思っているもんですから。国道

２３１、４５１これは浜益滝川間ですね。改良整備の促進と集落再編成の促進と載っているからい

いんですけど、なんかくっつき過ぎているような感じで弱くイメージしたりするもんですから、私

は集落の再編成の検討ということでバツッと一つあってもいいんじゃないのかなと引っかかるんで

すよ。 
○菅原会長：はい、どうぞ。 
○畑中委員：既にこの石狩市過疎地域自立促進計画というのは、道の方に出ている内容でもありま

すんで、まあ、一応これでいいと思っています。で、今ご意見出された内容については、そういう

条文なり文言なりがここに表現されていなければ今後まったくやれないということではないですよ

ね。それは意見を出して進めていける内容かと思ますんで、まあ今回の議案案件としてはこれでい

いんじゃないかというふうに私は思うんです。 
○菅原会長：あとご意見あれば。あくまでここで決めるということではないですから。皆さんのご

意見をつけて出そうということですから。どうぞ遠慮なく意見をいただいていいと思うんですよ。

小野寺さん。 
○小野寺委員：同じです。 
○菅原会長：それではですね、いろいろご意見があったところでございますが、これらの今言って

ました意見につきましてはですね、協議会の意見とすることでご異議ございませんかね。 
（賛同する声あり） 

○菅原会長：はい、ありがとうございます。それでですね、この原案については概ね皆さんよろし

いということでございますし、それぞれの方から何人かの方からご意見がありましたんでこの分を

まずは。 
○尾山課長：申し訳ありません。途中で割り込んでしまいますが、今回午後から浜益区で地域協議

会がありまして、浜益の方から一つ厚田のことについて質疑がありまして、そこの部分につきまし

ては、今日夕方、厚田の方でありますので、それは厚田の地域協議会の委員の皆さんの意見を聞い

て修正するものは修正するという形で持って帰って来た案件がありますので、１５ページをご覧く

ださい。 
１５ページの下から３段目に小中学校についてという項目がありますよね。この中で厚田区に小

学校３校と中学校３校となっており、その下の方におきまして平成１９年度に生徒数の減少に伴い

中学校２校を１校に統合する予定としていますと書いてあります。この表現の仕方が紛らわしいと

いうことで、中身はわかるんだけどということだったんですけど、それであの今回厚田地区の協議

会においてその文言についてはこちらの方で整理させてもらいますということで帰ってきましたの

で、そこについて協議していただきたいなと思います。 
○菅原会長：もう一回確認しますけども、文言の何が紛らわしいんですか。どこの部分が紛らわし

いんですか。言われていた方は。 
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○尾山課長：ここに書いてある表現が紛らわしいと。要するに今現在３校ありますよね、１９年度

になると中学校２校を１校に削減せさると、そういう表現なんですよ。という表現が。 
○菅原会長：これ、間違いじゃないの。３を２にするということでしょ。 
○谷本区長：当面、平成１９年度には複式の予定されている学校を考えると２校を１校にというこ

とだ。だからはっきり学校の名前を言うと、当面、今望来が複式になるから望来と厚田中学校をと

りあえず統合して聚富と厚田中学校２校とで当面でいきましょう。一校に統合するまでの間のこと

を言っているんです。当面、平成１９年度と言うならわかるんだけど、当面をつければいいのかど

うかわからないけど。 
○岡林課長：浜益で言ったのは、３校あるのに、２校を 1 校にするというのが紛らわしいと言った

んじゃないの。要するに３校あるのを２校にしますよと言うんだったらわかりやすいけれども、３

校あるのに２校を１校というのはどうなの。１校になっちゃうのどうなの。というのがわかりずら

いって言ったんじゃないの。 
○菅原会長：１校なのかいってことか。 
○高橋委員：結果的に２校になるんだけれどこれでは何なの。というふうになっちゃうんだね。 
○岡林課長：それだと思いますね。厚田区の人にしてみればわかるんだけど、浜益の人にしたら紛

らわしいということだ。これは尾山課長のほうで何か表現を替えることで検討しているの。 
○尾山課長：今日言われたので、この分については向こうのほうでも厚田の分の表現なのでこちら

の協議会でということで。 
○谷本区長：これは協議会ではないな。文章の作りだもんな。 
○菅原会長：一応ね、浜益と厚田村を合算したっしょ。文章表現がちょっと違っちゃったんじゃな

いの。元種もこういうことだったの。元種さ。厚田のさ。 
○岡林課長：簡単に言ったら３校の内２校を 1 校にという表現にしたらわかったのかもしれない。

知っているからなんだけど、３校の内２校を 1 校に統合するという表現にすると、じゃあ二つなん

だねということがわかったのかもしれない。そう思えば、事務局が言うのはおかしいけれど、そう

いうような表現で調整してくれるのであれば、ここの協議会の中でこれ以上、一任するという方向

でもいいのかなという気もしますがいかがでしょうかね。 
○菅原会長：３校を２校じゃなく、一気に１校にすれというのかと思ったら。 
○谷本区長：俺たちはわかっているからそんなふうに読んじゃってるんです。だけと全然わからな

い人は２校だとか１校だとかそういう感じになっちうんだな。まあ、もう少しわかりやすく誤解の

招かないような文章にするのはいいんじゃないですか。 
○菅原会長：誤解を招かないような方向で、ここは文章を変更したい。そういうことですからこの

辺はきちっと誰が見ても理解できるような文章表現に替えますということで、この原案はよろしい

ということですね。よって、先ほど来ご意見があったものをまとめさせていただきますので、暫時

休憩をさせていただきまして、職員のほうでまとめさせていただくと、そういう時間をとりたいと

思います。よろしくお願いします。 
（休憩） 

○菅原会長：それでは、意見が取りまとめられましたので、会議を再開します。 

 意見書が配付されましたので、事務局より説明いたします。 

○岡林課長：休憩も長く取っていただき、また活発なご意見もいただきまして、ここに記載のあり

ますとおり、平成１７年１０月２０日付け石企調第１１６号で意見聴取依頼のあった、石狩市過疎
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地域自立促進市町村計画について協議した結果、本協議会として、その内容は妥当と判断します。

事業実施にあたっては、地域振興に寄与されることを考慮のうえ、計画的に推進されることを期待

します。なお、一部表現に対し、当協議会としての意見を別紙のとおり提出いたしますので、計画

に反映されることを希望します。ということで、別紙のほうに３点にわたって記載させていただき

ました。 
 一つ目に、長委員から意見のありました、農林業の現況と問題点の中に、環境保全型農林業の記

載が盛り込まれることを期待する。同じく二つ目として、学校教育の現況と問題点の中に、地産地

消に係る記載が盛り込まれることを期待する。 
 三つ目は、桐山委員から意見のありました、集落の整備の対策の中に、国道に限定しない記載が

盛り込まれることを期待する。ということで集約させていただきました。以上、説明を終わります。 
○菅原委員：ありがとうございました。 
 それでは、このような意見書の内容でございますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○菅原会長：はい。それでは、このような意見書をつけて、過疎計画に対し提出いたしたいと思い

ます。過疎計画についての協議はこれで終了いたします。 

○岡林課長： ここで本庁から来ている職員については、退席しますのでよろしくお願いいたします。 

○菅原会長：それでは、その他の関係で進めていきますが、事務局のほうから提案がありますので、

よろしくお願いいたします。 

○岡林課長：本日、第２回目の地域協議会を開催いたしましたけれども、今後の開催のペースです

とか、開会時間、また皆さんにお座りいただいております席順ですとか、そういったことについて

決めていただきたいなと思っております。 

先日の説明の中でもありましたが、この地域協議会といいますのは、今回の過疎計画のように市

長からの審議の依頼だったり、意見聴取の依頼を受けた事項だけを取り扱うことにはなりませんの

で、逆に特色ある地域づくりを行うということを基本にして、用意された議題だではなくて、自由

な意見を交わす場がこの協議会の本旨となっております。 

 そういう意味では、今日の会議の中でも休憩中を含めましてですが、皆さんから活発な意見が出

されました。こういった形がこれからもっともっと行われていくということが求められているのか

なと思います。 

 開催する回数も、月に一度だけですとか、年に何回ですよといった制限はございませんので、委

員の皆さんの判断によっていつでも会議を開くことができると、こういう内容になっております。 

 話し合うことが何もないということで、ある程度の期間、会議を開催しないということにはなら

ないと思います。今ありました自治会のこと、それから、駐在員の制度の問題だとか身近にこれか

ら取り進めていかなければならないことがいろいろあります。先ほど上山委員から話しのありまし

た河口橋付近の渋滞の緩和対策だとかというものも当然協議会の中で協議されていっていいのでは

ないかなと思いますので、そんなことで、こんな形で進めていったらいいんではないかというルー

ルといいますか、基本的な考え方の部分を確認させていただければありがたいなと思いますので、

会長のほうからよろしくお願いいたします。 

○菅原会長：わかりました。今課長からお話しのあったとおりでございまして、自主的な協議会で

ありますから、自主的な開催が必要であると思います。ただそうは言ってもですね、皆さんお忙し

い方々ばかりですから、どのくらいのサイクルでこの会議を開いたらよろしいか、曜日、または時
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間などいろいろご意見があろうかと思いますので、皆さんのご意見をいただきながら、多数のご意

見に傾きながらですね、やっていきたいなと思いますけども。 

○長委員：いいですか。 

○菅原会長：どうぞ。 

○長委員：今日、こんなに立派な会場を用意していただいてあれなんですが、私としては持ち回り

で、例えば古潭にも来ていただきたいし、発足の集会所など持ち回りでやったらいいんでないかな

と思ったんですが、いつも聚富の方が厚田まで来られるのも大変なんだろうなと思ったりもしてま

したんで、会場についてはそういう形がいいんではないかなと思ってたんです。 

 それからもう一つ、ぜひこれから検討していただきたいことに、厚田文芸が今回の７号で、廃刊

のあいさつということで載っていたんですけど、できれば皆さんのお手を煩わすことになるかと思

うんですけど、もし予算をつけることによって継続できるということであれば、ぜひ続けていただ

きたいなと思っているしだいであります。 

○菅原会長：今のご意見には二つありまして、地域持ち回りがいいんじゃないかという会場のこと

が一点、もう一つは文芸誌の継続をできればお願いしたいということであります。 

 そこに入る前に、まず会議のスパンの話しを皆なで決めますか。 

○小野寺委員：事務局のほうでは、月に１回だとか、何らかの目安はあるのかい。 

○岡林課長：月１回ぐらいは、皆さんに集まってもらうほうがいいのかなとは思ってますけど。 

 今回も先週やって今週やってということですから、当然地域協議会として煮詰めていかなければ

ならない問題があれば、これはまた来週やりましょうだとか、いつやりましょうということになる

んだと思いますけど、いろんな情報などを共有するということを含めると、月に一度くらいは集ま

っていただくことがいいんではないかなという気がするんですが。 

○桐山委員：別に話し合うことがなくても、１５人で集まれば何か話題が出てくるだろうから、最

低月１回はやったほうがいいと思います。 

（賛同する声あり） 

○菅原会長：どうですか。皆さん月に１回は開催すべきだというご意見が多数を占めておりますが。 

（賛同する声あり） 

○菅原会長：あと月の始まりがいいのだとか、後がいいだとかありますよね。 

○岡林課長：初旬だとかね、第何何曜日だとかって決め方はあるんですけど。 

○小野寺委員：月によってね、変わるからね、月の初めがいいったって、正月の月初めならだめだ

ろうし。 

○上山委員：そしたら、月末だって１２月の月末だったらだめだべ。 

○岡林課長：そうしたらですね、次回１１月になりますから、その地域協議会をいつやろうと決め

ていただいて、１１月に集まっていただいたときに１２月はいつやるよと決めていただくような感

じで月１回ということで。その都度決めるということにしますか。 

（賛同する声あり） 

○岡林課長：それとですね、席順なんですが、今は名簿の順で並んでいただいてるんですが、いろ

んな方法があると思うんですよ。来た順番で座るだとか、議題によっては相談しながらやりたいか

ら地区ごとまとまって座りたいだとかですね。 

 今回は、始まったばかりなんでね、名簿順で席札を置かせていただきましたが、もちろん会長は

無条件で前ですし、副会長も会長の近くの前のほうということで、残る１３人の委員はいかがいた
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しましょうかと。 

○高橋委員：女性は並びたいです。 

○桐山委員：望来地区の八木沼さんと並ばしてください。相談しなきゃならないんで。 

○谷本区長：女性は女性で固まって、男の人は地域ごとに並ぶようにしますか。 

（賛同する声あり） 

○岡林課長：それでは、次回はそのような形で席順考えます。そして、やっぱりこうしようよとい

った別な意見が出たらそのとき考えますか。とりあえず、派閥か会派かわかりませんが、グループ

ができましたので、そのような形で次回は配置したいと思います。 

○菅原会長：それでは今までのことをちょっとまとめますと、月に１回は協議会を開催すると、次

回の会議の開催はその都度会議で決めると、席順は女性と地域ごとの席順にするということです。 

 問題は開催時間ですが、それぞれですね、多様なお仕事をされておりますので一概には言えない

んですが、やはりどちらかというと夜のほうが集まりやすいんでしょうね。土曜、日曜は避けたい

なと私は思っておりますが。 

○桐山委員：夜だったら事務局の人大変じゃないかい。 

○岡林課長：いえ事務局のほうというよりも、皆さん方の都合で決めていただいて構いません。 

○菅原会長：お仕事のことを考えれば、やっぱり夜でしょうね。場合によっては、昼から開催とい

うことも考えられないわけじゃないですが。 

○岡林課長：それじゃ、さっきと同じように時間についても次回の会議の日程を決めるときに一緒

に決めますか。その時々によって、昼が都合いいんであればそうするし、夜もできるだけ早い時間

にやることなんかも考慮して、また皆さんご存知のように冬期間は交通状況など非常に悪くなる場

合がございますので、そういうときには日程を変更するなど臨機応変に対応していかなければなら

ないかなと思っております。 

○畑中委員：さっき長さんが言われた持ち回りというのは。 

○菅原会長：その辺をこれから伺おうと思っていたんですが、事務局サイドとしてはどうなんでし

ょうか。 

○岡林課長：ここでなければできないということはありませんので。 

○菅原会長：各地域といいましても、連合会のあるとこすべてでとはいかないのかなと、私の考え

であれなんですけど、３箇所ぐらいかなと私自身は思ってるんですがどうですか。 

○上山委員：案件によっては、ここでやらなきゃならないことだってあるしょ。 

○岡林課長：そうですね。今回のように短期間の間で何かを示さなきゃなんないという場合は、や

はりここでしていただくということになろうかと思います。 

○菅原会長：やっぱりね、資料を調べなきゃなんないだとかあるんで、そういった場合はここにな

りますね。 

○長委員：あとこういった会議をするときの資料は早くに渡していただければ、当日もらって考え

れと言われても。 

○岡林課長：今回は時間がなかったということで申し訳なかったが、次回以降はこういった資料が

ほしいということが出てくると思うんです。事前に言っていただければ対応できますんで。 

○菅原会長：以上ですね、会議のルールについては、今お話しした方向でやらせていただきます。 

○加納委員：あの、市長と話しができるというのは、いつかという件については。 

○菅原会長：申し訳ありません。今すぐ事務局に調べていただきますんで。 
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加納さん、それともう１点ありましたよね。書いてきたものを持ってきたと。 

○加納委員：それは、今はいいです。それとさっき長さんが厚田文芸についてできれば継続してほ

しいということでしたが、私もそう思います。 

○菅原会長：次回、その件についてやりましょうか。 

○谷本区長：厚田文芸を継続することは、やぶさかでないと思いますし、問題は予算関係がありま

すけども、例の地域振興基金あたりを使うのも可能でないのかなと思うんで、どんな問題点がある

かなども含めてちょっと調べれることを調べて。可能性も含めて。 

 私はいいことだと思いますが、違う方向から見る人は違うというでしょうから。 

○菅原会長：廃刊というのは、予算を切られたからという話しなんですか。 

○岡林課長：いや、第７号をもって廃刊という方向でやってきたんだけど、今、長委員の話しにも

あったように、継続してほしいということなんで。 

○谷本区長：厚田村時代でやめるということで一旦やめたことだから。 

○長委員：教育委員会が主体でやってきたことだから、その教育委員会がなくなった時点で続ける

って言えないしょ。 

○岡林課長：今、意見いただきましたんで、あと教育委員会サイドと確認しなければならないこと

もありますんで、通常予算要求の中で継続が可能となるのか調整して、その後ここの協議会でとい

う形になるかと思いますが、次回、厚田文芸について話し合いすることができればと思っておりま

す。その時には、生涯学習課の担当者をここに呼びますんで。 

○高橋委員：あの、さっき話しに出てました駐在員制度って何なんでしょうか。 

○岡林課長：駐在員制度っていうのは、区制に関する条例というのが厚田村のときにあったんです

よ。それで全部で４３区に分かれてるんですよ。そこに駐在員ということで、行政側の情報の伝達

だとか、そういったことを依頼する組織ができているんです。それぞれ自治会のほうにその駐在員

を決めてもらっているんです。 

○高橋委員：それじゃ、広報とかは駐在員のほうに配られて、それから自治会長ですとか町内会長

に配られるということですか。町内会長とはまったく別の人なんですね。 

○岡林課長：そうです。でも兼任している人はいます。 

○河合委員：兼任が多い。 

○谷本区長：駐在員は自治会のほうから報告をいただいて委嘱してるんですが、自治会長が兼任で

やってるところもあるし、順番でやっているところもあるし、いろいろやり方があるんですが、大

概は自治会長さんとイコールになってるところが多いようです。 

広報ですとか回覧などについては、駐在員がやっていると理解していただければ。 

○高橋委員：その駐在員さんは、広報などを１軒１軒に配るんじゃなくて、班長さんですとかに配

ればいいということなんですか。 

○岡林課長：町内会の中でいくつかの班に分かれてます。その班長に班員の数だけ分けて配ると。 

○高橋委員：町内会ってどういうふうに分けられているのかわからないんですけど、街とかに行け

ば道路から道路までとかってあるんですけど、私のところはどういった形で町内会ができているの

か。 

○谷本区長：それぞれですよね。高橋さんのとこだったら聚富自治連合会ですが、今までの歴史的

経過があるんですよね、区分けには。数が少なくなってきたら、こっちと合併するだとかあります

から、一概にこうだというものは我々行政側が決めれることでない。地域の人たちが皆なで話し合
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ってこうしようということですから、それぞれなんですよね。 

○高橋委員：私のところで言うと、私が引っ越してきて５軒になったんですよ。ですから総会を開

くとか家で持ち回りだったんですよ。それで、あるときあったはずの道路が陥没して、石狩の高岡

をぐるっと回って行かなければ行けなくなったんですよね。もう完全に阻害されたような感じにな

って。集落を再編することが本当にいいのかなって。小さいほうが交流が深まるのになと。 

○谷本区長：物理的に難しくなってる部分はある。ただ、広報とか回覧だとかいったものは、そう

いった家には直接送るようにしてます。 

○高橋委員：今回合併しましたから、その方はそのうち石狩のほうのどこかの町内会になるのかと

思いますけど、集落を再編することによって、そのようなことが出てきたら住民のために本当にい

いのかなって。 

○谷本区長：再編とはいうけれど、やはり地域の中でそれらは練ってこないと、我々行政からこう

線を引くよとは、やはりならない。そこには自治連合会がありますから、その中でやっていけるよ

うな形にするのが再編ということだと思います。 

○菅原会長：市長室開放の件はわかりましたでしょうか。 

○岡林課長：先ほど加納委員からありました、市長室開放につきましては、第３水曜日ということ

で、３時から５時の２時間開放しているそうで、今月はもう１５日に終わったそうです。希望され

る方は、その日の午前中までに市民の声を聴く課へ申し出ればよいそうです。電話でよろしいです。 

○菅原会長：その日は、市長は必ずいるのかい。 

○唐沢部長：市長の都合によっては、開放日が変更になる可能性はあります。 

○佐藤副会長：電話番号はですね、７２－３１５３です。 

○菅原会長：もう一点、事務局から提案があるそうですので、よろしくお願いいたします。 

○岡林課長：長さんから厚田文芸の継続の話しが出ましたので、一つ皆様にお話しをしておきたい

んですが、９月３０日で厚田村が幕を閉じたということで、牧野前村長が厚田村のこれまでの歩み

をまとめたいということで、今年度事業として立ち上げて進めてきました。本来であれば合併まで

にそういったものを取りまとめてですね、皆さんのほうにお渡しすることができれば良かったんで

すが、議会の議決がされたのがこの２月ということで、合併ありきというような誤解を招くような

取り扱いをできなかったということもありまして、１７年度になってから進めたものですから完成

に至らなかった状況です。 

 内容については、あらあら市長と協議しまして、その中で市長から出された意見としましては、

心情的には非常に理解できる内容であると、まず地域協議会の中でそのような話しを協議するとい

う方法があるんではないかとの話しが出されまして、いずれにしても１８年度中に完成させたいと

考えております。そういった経過がありますので、次回第３回の協議会のときにですね、これまで

の取り組みの内容と１８年度以降の取り扱いについて、皆さんに協議をしていただきたいなと考え

ております。 

 概要については、厚田村がこれまで１３６年の歴史がありますので、集めれるだけの資料ですと

か、広報などを基に、村史ではないんですけれどもダイジェスト版みたいな形でですね、１３６年

の歩みをまとめたものを冊子にしたいなというようなことです。どういったものにするかというこ

とで１７年度で既に業者へ委託をかけております。構成が本年度中にできあがって１８年度にそれ

を完成させるということですので、そういったことで皆さんにお知らせしておきます。大体イメー

ジ付くんではないかなと思いますけれども。 
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○菅原会長：もう既に進めている事業なんですよね。 

○岡林課長：そうなんですが、市としては、一般経費の中で取り扱うには非常に無理があると。厚

田区と浜益区がありますので、行政として行うとなると、公平・不公平、均一・不均一といった話

しになるんで、地域協議会で協議しようということですので、よろしくお願いいたします。 

○菅原会長：我々としては、そりゃ歴史的なものは残していきたいと。次回それでは話し合いまし

ょう。 

 

10．閉会 

○菅原会長：それでは、次回の日程を決めなければなりませんが、いつがいいですか。 

○岡林課長：どうですかね。先ほどの意見を聞いてましたら、もし夜やるとしても１時間ほど早め

てできればと思うんですが。 

○谷本区長：１１月３０日から定例会が始まるんで、その１週間から１０日前ははずしていただき

たいなと。 
○岡林課長：１１月の中旬ぐらいでいい日決めますか。１５日あたりどうですか。 

（賛同する声あり） 
○菅原会長：よろしいですか。それでは、１１月１５日、火曜日、午後６時、みなくるということ

でよろしいですか。 
（賛同する声あり） 

○岡林課長：順番に１２月は聚富でやるようにしたいと思います。 

明日にでも会場の都合を確認しなければならないので、望来が空いてなければ聚富での開催も考

えられますので、よろしくお願いいたします。 
○菅原会長：はい、それでは、近くなりましたら事務局より周知があると思いますので、全員の参

加を期待しております。 
 大変遅い時間までですね、真剣にご協議いただきまして、お礼を申し上げまして閉会いたしたい

と思います。お疲れさまでした。 
 
 
 
 
 

平成１７年１１月１５日議事録確定 
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