
  

平成１７年度第１回石狩市厚田区地域協議会 

 

日  時 平成１７年１０月２０日（木） 午後３時００分～５時００分 

場  所 石狩市厚田保健センター保健研修室（２階） 

出席者 菅原会長、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 

（佐藤副会長は欠席） 

傍聴者 ５人 

議 題 （１）地域自治区及び地域協議会の概要説明 

    （２）会長及び副会長の選任 

    （３）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 地域協議会資料 

資料２ 石狩市過疎地域自立促進市町村計画の概要及び計画書 

 

１．開会 

○岡林課長：本日は厚田区地域協議会を開催するにあたりまして、皆さま方には何かとご多用のと

ころご出席くださいましてありがとうございます。 

 私は、この地域協議会の事務局を担当いたします厚田支所地域振興課長の岡林です。会長が選任

されるまでの間、進行役を務めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、ただ今から平成１７年度第１回石狩市厚田区地域協議会を開会いたしたいと思います。 

 

２．委嘱状交付 

○岡林課長：なお、会議次第の２にあります委嘱状の交付についてでございますが、本日はこの会

議後、午後６時から、あいの風ふれあいタウンミーティングが開催される予定となっており、時間

の関係上、皆さまにはあらかじめ委嘱状を席上に配付しておりますので、ご了承いただきたいと思

います。 

 

３．市長あいさつ 

○岡林課長：それでは、はじめに田岡市長よりあいさつ申し上げます。 

○田岡市長：皆さんこんにちは。一昨日、浜益のほうで地域協議会を開催させていただきました。

そちらのほうでもあいさつの中で話させていただきましたが、本当に今日ご参会した皆さま方、こ

の協議会というのは、一体何をやるんだろうということについて皆な思いは別々で、半分わかって

て半分わからないというのが実態でないのかなと思います。イコール半分期待もあって半分不安も
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あるのではないかと思います。 

 私どももまったく同じで、どうやらこの協議会というのは、全国いろんな所の情報を集めてみま

しても、これぞという形はないようです。ですから、極端に言いますと厚田区と浜益区がまったく

協議会そのものの向かう方向が異なる、元より異なる議論というものがそこに個性という形で出る

と思いますので、向こうでこういう形をしたから、こちらもこうだという形式的なものはほとんど

なくていいと思っております。 

 それから、先立ってこの協議会というものを作るということに、国の段階で審議に加わった西尾

先生という大学の先生がですね、１日、職員に向けて講演をしたんですが、その中で自分がこの地

域協議会の中で残念だったのが、地域協議会を申請というか、地域発案型ではなくて、法律でその

ことを作ることができるとしたことが残念でたまらないと言っておりました。逆に言うと地域協議

会というのは、地域の積極的な意思があって、地域協議会ができあがるのがやはり普通でないだろ

うかというふうにおっしゃっておりました。けれども少なくともここの中で絶対基本的なスタンス

を持つということであるならば、自己責任・自己決定、地域のことは自分がまず主体的に考える、

そして、いろんな様々な事業についても、従来は役場がこーせ、あーせと、本当は箸の上げ下げま

で役場が仕切ってきたやり方から、市民自らが様々な政策にまでタッチしていくということだと思

います。 

 あれもこれもできた時代はいいですが、これとそれしかできない時代になったときに、優先順位

ということもやはりここの中では十分ご議論していただくことになるのではないかと思っておりま

す。 

 今日は、急ぎ資料を皆さまに配付いたしましたが、これからの自治体経営の中で人口動態という

のは、非常にその地域力といいますか、その地域の価値を左右するくらい、人口動態というのは非

常に大きな意味合いを持っております。 

 厚田区がどうかという前にですね、私たちはこういう認識をぜひ持ちたいと思っておりますのは、

このグラフを見ていただくと、横は西暦年数です。縦は人口、何万人という単位になっております。 

弥生時代とか大宝律令とか奈良時代での数字は、こんなに人口が少なかったのかと驚くだけなん

ですが、明治維新と書いている１８００年の後半になりますと、３，３３０万人というのが日本の

人口でありました。ところが明治以降、百数十年の間に１億２，６９３万人まで人口が増えたとい

うことが、爆発的な日本の国の人口と生産力をそこに行くのだということだと思います。この間に

特に第二次世界大戦が終わってからピークに向かってすべての産業、人口すべてのものが右肩上が

りでどんどんどんどん進んでいきました。それに従って、かつては考えられなかったような社会福

祉のサービス、社会保障費というものもどんどん拡大していった結果、どうやらこの国は２００６

年をピークに人口は間違いなく下降に移っていく。北海道は早くも今年、人口減という状況になっ

てきております。更にこのグラフは、ほぼ同じ百数十年をかけると、６，４００万人まで落ちると

いう数字です。これを見ると５、６年のピークの事業ないし社会保障費が、今後のこの人口動態の

中で生産性が相当高度になっていかない限りは、やはり生産性というのは落ちるか、ないしはそう

高望みはできない。安定社会、成熟社会というものが到来する時に従来の制度が維持できるかとい

ったら、このグラフを見ていただければ維持できないというのが、長期的に考えれば間違いないと

思います。 

 今日、医療制度審議会の医療のあり方について抜本改革が出されました。短い単位で見るとこん

なに負担が増えるのかということになりますが、一方では素晴らしい日本の制度を維持する、平均

 - 2 - 



  

年齢が８５歳になる制度を維持するためには、その制度を守るためには、ある種の負担のあり方と

いうものに手を付けざるを得ない。極端に言いますと負担が下がるとサービスが下がる、サービス

を維持するなら負担のあり方を考えるということだと思います。 

 今までは右肩上がりですから、いつかこの借金が返せると言ってるうちに、気が付いてみれば約

８００兆円の借金が日本にできた。一説によると１，４００兆円が日本の国の限界だと言われてお

りまして、あっという間にこの数字が、国民の皆さまに知らされるようになってからも年間数十兆

円単位で増え続けているということは、やっぱり三位一体改革を含めて構造改革は好むと好まざる

とにかかわらずかかってくる。そういう状況の中でいろんな議論があります。地域の個性が失われ

るとか、歴史のある村が閉じるということは心情的に譲れないだとか、いろんな議論はあったんで

すが、やはり大きな目で長期的にこういった数字を見ていくと、私たちは一つの手段として生きる

道は、合併の道というのは、こういうところにもあったのではないか。ですから合併はこれだけで

説明はできないんですが、構造改革を含めた合併の道というのは、これからの生きる道を探してる

んだということだと思います。従いまして、合併によってすべてが解決するなんて誰も考えており

ませんが、これからこの地域の発展を期待するという意味におきましては、私たちの選択は決して

間違ったものではなかったという答えを作っていかなければならないと思います。そのためにこの

地域協議会の役割というのは、非常に大きいのではないかと思っております。 

 今日、予定の中の議案にですね、一番最初に皆さんにご協議いただくのは、過疎計画の見直しで

あります。この過疎計画の見直しというのは、実は基本的に役所が作ったものでありまして、市民

の意見というのはどれほどその経緯の中で取り入れられているのかというのは、旧村時代の経緯で

ございますから、私自身よく承知しておりませんが、新市においてこういう場を通しながら、ご議

論願うということですが、議論のテーマを役所が持ったということは制度上やむを得ないんですが、

むしろ今回のような過疎計画は横に置いておいても、これからは支所がテーマを持つというよりは、

委員の皆さんが住民の皆さん方とよく接点を持ちながら、まちづくりにどういうテーマ性を、この

場に持ち込むかということが非常に大事だと思います。 

 役所は、何々計画を作成するんで皆さんご意見をということは、当然やらなきゃいけないことで

すが、それだけで終わってしまうとこの会を作った意味がないと思いますんで、地域の皆さんの、

例えば観光開発という大きなテーマはいずれ出てくることと思いますが、むしろそれよりももっと

もっと地域の個性とか地域力とかですね、一人ひとりの力を試されるという、個性というのはそう

でないと作られないという、役所が作るのは個性でなくて、全国の平均化に向かうという癖を持っ

ていますから、これから自由な提案をするということで、役所が出した資料を良いか悪いかという

議論は必要です。それも必要なんですが、そういう自由な議論をする場所になって、そして、結論

が出なければ出なくてもいいと思う、そういう経過、いろんな意見があったということが大切でも

あります。 

 最終的に政策として判断するのは当然私であります。私の判断が、もし市民の皆さま方と違う判

断をする、あるいわ、結果として間違った判断をしたということになりましたら、当然４年に１回

の選挙でその試練を受けるという立場になりますので、私自身はその事業、政策の選択というのは

非常に厳しく受け止めないといけないと思っております。 

 それと同時にですね、皆さん方がこうやって決めたから、それじゃ市長は全部聴くのかといった

ら、そんなことは決してありません。全部聴くという仕組みでしたら私に責任がないということに

なりますから、私はまた私の立場で一番必要なことは皆なの意見を聴いて最後に判断する。そして、
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最後に議決するのは議会ですから。議会の議決をするのに、ここはどれだけメッセージを持つかと

いうのは、非常に議員に対する影響度も含めてですね、その役割もあるのではないかと思います。

共同戦線を張って何とか議員に理解してもらおうということだって必要なときはあるかと思います。

このようなことでですね、手探りながらこれからいろんなことを進めていきたいと思っております。 

 最後に皆さんにお願いしたいのは、実はこれが市民参加です。市民参加というのは、何かの事業

に汗をかいて、はちまきして、一生懸命そこに参加するという参加と、政策決定に参加するという、

二つの道があります。こういう場所はねじりはちまきして交通整理するということと少し違いまし

て、政策そのものに自らの意見を言う、私たちは逆に言うと、今まで役所の中で議会と相談しなが

ら決めていた政策決定をより住民に近づけていきたい、それから住民も役所が決めたことだという

ふうに従来言ってた上下関係というものはもうなくしたいと、役所はもっぱらサービスの提供者で、

市民はもっぱらサービスの消費者であるという構造は、一日も早く脱却しなければならないと思い

ます。消費者でなく、生産者が市民なんだという思想だと思っております。 

 その成果は、私市長になりまして６年になりますが、全国紙の中でソーシャルキャピタルという

社会参加、住民参加という地域力というものを目安にした計る尺度がありますが、その尺度の中で

石狩市は全国中３３位です。市民力は３３位でありますので、非常に町内会なども忙しいです。で

も役所と町内会は、主従関係でも契約関係でもありません。対等、いやむしろ町内会が役所を動か

すんです。そういう仕組みになって、今全国でもそういう社会的な活動が強いマチに変わってきて

おりますので、この区域においても、おそらく市長そんなこと偉そうに言わなくても既にやってる

よということがたくさんあると思いますんで、ぜひ地域力というもの、マンパワーですね、一人の

個性といいますか、まちづくり、地域づくりに非常に必要だと思っておりますので、これからどう

ぞよろしくお願いしたいと思っております。 

 ちょっと長くなりましたが、心の思いを述べさせていただきました。ありがとうございました。 

 

４．区長あいさつ 

○岡林課長：つづきまして、谷本区長より職員の紹介と合わせて、あいさつ申し上げます。 

○谷本区長：どうも、今日は皆さんご苦労さまでございます。大変お忙しい中、第１回目の地域協

議会にご出席いただきまして、本当にありがとうございました。 

 地域協議会の役割等については、ただ今田岡市長のほうからお話がありましたし、この後の中で

の概要等の説明がありますので、かつあいさせていただきますけれども、このたびの委員の選任に

あたりましては、皆さまのご理解とご協力をいただきまして、定員でございます１５人で発足する

ことができました。本日は残念ながら１人欠席ではありますけれども、今後も一つよろしくお願い

したいと同時に、この場を借りまして厚くお礼申し上げるしだいでございます。 

 また、仕事を持っている方も多くて多忙のこととは存じますが、今後新しい地域自治の中で、た

だ今田岡市長からありましたとおり、モデルとなるような取り組みを私どもも作っていきたいと、

このように思っております。 

 おかげさまで委員の皆さまにおいては、それぞれの地域の中で活躍されているわけでありますけ

れども、素晴らしい、厚田らしい地域協議会のあり方をこれから皆さんと作っていきたい、このよ

うに思っております。従いまして今後の運営方針などについては、皆さんと相談のうえ進めてまい

りますので、今後ともよろしくお力添えをお願い申し上げまして、簡単ではありますがあいさつに

かえさせていただきます。 
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５．担当職員紹介 

○谷本区長：それでは、私のほうから、今日出席しております本庁並びに支所の担当職員を紹介し、

本題に入りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 まず、本庁の職員でございますけれども、最初に青野助役が見えられております。次に企画財政

部の佐々木部長です。企画財政部合併対策室の清水参事です。企画財政部企画調整課地域調整担当

課の尾山課長です。同じく富木主任です。以上が本庁の担当職員です。次に支所の担当職員ですが、

厚田支所の唐沢部長です。地域振興課の岡林課長です。同じく澄川主査です。同じく中村主任です。

同じく外崎主事です。以上のスタッフで担当いたしますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

６．委員紹介 

○岡林課長：それでは、本日は初めての会議ということでありまして、委員の皆さまも初顔合わせ

でありますので、自己紹介と合わせて簡単に一言お願いしたいと思います。 

 菅原委員のほうから順に左回りでよろしくお願いいたします。 

○菅原委員：名簿にありますとおり、北石狩農業協同組合から推薦をされたわけであります。住所

は石狩市厚田区厚田でございます。職業は農業をやっておりますのでよろしくお願いいたします。 

○上山委員：石狩湾漁業協同組合の厚田地区から推薦されました上山でございます。もっとも漁業

の発展、あるいわ地域の発展にお役に立てればいいかなと思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

○小野寺委員：厚田商工会から推薦を受けまして協議会に出ました。商工関連の発展のために、あ

るいわ発展ある協議会であるように努めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○桐山委員：厚田区望来に住んでる桐山と申します。合併協議会のほうも経験しております。２年

間、力不足ではございますが、後継者を育て、２年後には立派な後継者をと考えております。 

○笹木委員：厚田村青年団体協議会から推薦されました笹木といいます。現在は虹が原に住んでお

ります。地域協議会で何ができるかわかりませんが、少しでも力になれたらと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

○柴田委員：こんにちは。厚田区女性団体連絡協議会から推薦を受けました柴田でございます。ち

ょっと緊張してるんですが、地域の発展のために少しでも努力していきたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

○畑中委員：望来に住んでおります畑中と申します。団体は文化協会からの推薦になっております。

この文化協会の今の組織での最後の行事が２３日、日曜日に総合センターで文化祭ということで行

われることになっております。その後、来年４月からは石狩市文化協会厚田分会という形で活動し

ていくこととなっておりますので、地域協議会のほうではいろいろとまたよろしくお願いいたしま

す。 

○河合委員：こんにちは。私は厚田体育協会から推薦されました河合でございます。よろしくお願

いいたします。これからも厚田地区におけるスポーツの振興に対してがんばっていきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○八木沼委員：八木沼です。推薦は自治連合会ということで、範囲が広く、責任が一番重いような

形になっておりますが、自慢できることは年だけ多いということだけです。あとは何も自慢できる

ことはございません。家では農業をやってます。よろしくお願いいたします。 
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○高橋委員：高橋です。よろしくお願いいたします。自治連合会のほうから推薦されました。私は

１０年前に石狩から厚田村という所が好きになって引っ越しまして、また石狩市に戻りましたので、

よろしくお願いいたします。 

○藤田委員：こんにちは。厚田区厚田の藤田です。地域が良くなるように少しでも委員としてがん

ばりますのでよろしくお願いいたします。 

○加納委員：私は厚田区虹が原に住んでおりまして、加納と申します。老人クラブの虹寿会の会長

をやらせていただいております。今後ともよろしくお願いいたします。 

○長委員：厚田村発祥の地、古潭からまいりました。農業をやっております。厚田が古潭の村のよ

うにならないように、微力ではございますががんばらしていただきます。 

○小林委員：私、発足地区から公募という形で出さしてもらいました小林です。体育協会のほうの

会長も来年３月まで受けておりますので、そちらのほうもがんばっていきたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。 

 

７．地域自治区及び地域協議会の概要説明 

○岡林課長：それでは会議次第の７、地域自治区及び地域協議会の概要について、合併対策室の清

水参事よりご説明いたします。 

○清水参事：改めましてごあいさつさせていただきます。石狩市の企画財政部合併対策室の参事を

やっております清水でございます。私のほうからは、１回目の地域協議会でございますので、制度

の概要といいますか、役割等についてご説明いたしたいと思います。 

 皆さまのお手元に資料が配られておりますが、それらをまとめたものをスライドにしております

ので、こちらのほうで説明したいと思います。 

 地域協議会をやっていくうえでは、地域自治区とはどういうものかということを、まず全体を理

解していただいて、その中で自分たちの協議会としての役割をご理解いただければと思っておりま

す。それでは説明させていただきます。 

 まず地域自治区って何だろうという話になります。この中には合併協議会に参加されていた方も

おりますし、また新聞などでは見たことがあるけれどわからないという方もいるかと思いますので、

これについて説明させていただきます。 

 地域自治区というのは、厚田の市民の皆さんに身近な地域の自治、これを実現していこうという、

そのために地域自治区を設置していこうと、この自治という言葉はですね、自ら治めると書きます。

つまり、自分たちでこれをやっていこうと、治めようと、行政と一体となって協働でやっていくわ

けなんですが、これを推進するために地域自治区を設置すると、そういうことで住民による自治を

推進していこうというものでございます。 

 では、どういうことを目指すのかといいますと、地域住民の意思を反映した地域経営を行ってい

く。それから特色ある地域づくりを実現させる。こういうことを目指して行っていく。それは今こ

こで言いました、厚田の皆さんと支所を含めた市役所全体との協働によってこれを実現していけれ

ばと考えているところでございます。 

 それではこの地域自治区の設置の方法なんですが、設置にはまず一般的な考え方といたしまして、

地方自治法という法律で、石狩市全体、つまり厚田、浜益だけでなく、石狩の花川や本町なども区

分して市全体で設置するという法律があるのです。しかし、今回は合併に伴いまして、旧合併特例

法で特例として厚田と浜益に置くという形になりました。これが合併協議会で決まったわけなんで
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すけど、しかし今言ったように、この地域の自治というのは、厚田、浜益だけでやればいいという

わけじゃないんです。市全体でやっていくべきものです。ですから、そういうことを考えて合併協

議会から石狩市への附帯意見が出されております。それというのは、この合併特例による地域自治

区の設置期間１０年間でありますが、この１０年間で市全体で地域自治区の設置をするための検討

をしてくださいよと、そういうものを期待してますよと協議会から出されております。それを今言

ったように１０年間で実施という形で検討していく。今、市としてもそのような考え方でやってい

こうと、つまり、厚田、浜益に置かれた地域自治区というのは、先駆的なモデル的なものです。ま

た市長のあいさつにもありましたように、全国的に始まったばかりの制度ですから、これが全国的

なモデルにもなりかねないというようなものになっているわけなんです。その意味で本当に地域の

皆さんの意見を行政にどうやって反映していくか、地域自治区の中でそれが実現できるかというの

は大きな試金石にもなるかと思います。 

 それから地域の意見をどうやって地域づくりに反映していくか、そのイメージでありますけども、

厚田区の皆さん、町内会やＮＰＯ、コミュニティ組織などいろいろなところで皆さま意見をお持ち

です。この意見が、協議会委員の皆さま方を通じて地域自治区に届きます。それを地域の意見とし

て検討して取りまとめる役割が協議会に課されております。しかし、協議会だけですべてやるには、

制度や法律などいろいろありますから、支所が一体となって情報の提供ですとか制度的な解釈です

とか、一緒になって考えていくといった一体的な取り組みをします。そうしてまとめた意見を市役

所本庁にあげます。そうすると本庁では、地域から出てきた意見を政策的に良いものだろうか、ま

た地域でやるべきものか、市全体でやるべきものか、はたまた地域独自でやるべきものなのか、い

ろんな角度から検討します。そのうち、政策決定しなければならないというものは議会に通し、予

算付けして配当という形で支所に戻ってきます。それが住民サービスとして地域の皆さまに帰って

くる。その時には先ほど来言っております、役所と住民の協働により実施していく。こういう流れ

となっております。 

その中で一つ大事な考え方があります。こういうことを進めていく中で補完性の原則というもの

があります。ちょっと聞き慣れない言葉なんでご説明したいと思います。 

 補完性の原則とは、まず厚田区の地域づくり、これを皆さんが一緒になって考えていく。そして

行政と協働で実現していく。この時の基本的な考え方だということを覚えておいていただきたい。

それを簡単に説明いたしますと、まず個人でできることは個人で考え実施します。しかし、個人で

できないこと、それらは隣近所ですとか、自治会ですとか、地域の住民で協力してやっていくとい

う。しかし、地域の住民だけでなかなかできないことは、当然行政と協働で実施していくと。しか

し、これはやはり住民の皆さんだけでは難しいということは、行政として責任を持って実施してい

かなければならないことも当然出てくると。 

つまり、できないことを順次補完していくという考え方なんです。これが自治の中では大きな考

え方でありまして、地方分権の中でも主な考え方となっています。しかし、こう口で言ってもなか

なかわかりにくいです。これをもう少しわかりやすいイメージとして、一つの事例として除雪につ

いてご説明したいと思います。 

 まず個人の場合ですが、自分の家の周りとかの除雪は当然自分でなさいます。個人のことは個人

でやるわけです。しかし、ごみステーションなど皆なが共同で使う場所は個人がやるのではなく、

隣近所や自治会など交代で実施していきます。しかし、独居老人等の住宅。これは困っている人た

ちがいます。これらについては、地域の住民も当然手伝いますし、行政も出て排雪を手伝うなどい
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ろんな形で住民と行政がタッグを組んでやっているはずでございます。しかし、幹線道路。通勤、

通学をするうえで必要な道路。これらについては、やはり住民がやるというわけにはいきません。

ですから、それらの交通の確保のために行政が責任を持って道路の除雪を行っている。実際にこの

補完性に原則というのは、現在の中でいきているわけでございます。ただ、これらがちゃんと意識

されていないということなんですね。これを地域自治区、地域協議会の中でやっていくときも、き

ちんと意識して自分たちでやるもの、皆なで協力してやるもの、行政と協働でやるもの、行政がや

らなければいけないもの、自分たちの役割はどこにあるのかという考えを持って進めていただけれ

ばと思います。これが補完性の原則です。 

 今までのことをまとめてみます。厚田の皆さんと協議会の方々が地域づくりを考えます。心豊か

に、活き活きと、そして満足できるような暮らし生活できる方法をいろいろ考えます。活発な話し

合いをしていただきます。地域でできることは地域で実施する。自己責任・自己決定という形で、

また補完性の原則を考えて、その中で出てくるもので行政の政策の中に入れなければいけないとい

うものは、地域の意見として取りまとめます。そこで検討がなされた結果、それが実施されるとな

ったものは、支所に戻って住民皆さんとの協働によってそれが実施されていく。こういうことで地

域づくりというのができてくる。 

その中で支所の職員の役割というのは、先ほど申し上げましたけれども、いろんな情報提供、ま

た検討経過で参加が必要なものには当然参加していかなければいけない。ですから、支所の職員と

いうのは、いろんな話し合いに参加するでしょうし、また一体的な取り組み、この地域協議会で行

う意見の取りまとめには、情報的や技術的な支援も行うでしょうし、そうやって地域自治区にいる

皆さんが一体となって考えていく、政策作りをやっていくという、こういった流れを考えていると

ころです。 

それで今申し上げました地域自治区の内容ですが、イメージ的なことばかりご説明してきました

ので、次にこれを具体的に説明していきます。 

 もうご存知のことと思いますが、名称と所管区域。名称は厚田区。範囲は合併前の厚田村の範囲

ですね。それから設置の期間。合併の日から１０年間。しかし、市全体で実施のための検証期間で

もありますよと。ですから、早ければ１０年以内に市全体でやるよとなると、１０年という期間は

なくなって、ずっと地域自治区が市全体に置かれるという形になります。 

 次に地域自治区の構成なんですが、地域自治区というこの制度、この組織自体が行政組織そのも

のなんですね。法律上行政組織となっております。これには二つの組織が含まれております。一つ

が皆さんの地域協議会です。もう一つが役場から変わった支所です。この二つを合わせて地域自治

区なんです。これを法律上置く形となっております。 

 地域協議会の役割なんですが、大まかに言いますと地域自治区の議会ではなく、地域づくりのた

めの審議会的な組織です。協議会を議会と勘違いされる方がおりますが、協議会は議会ではござい

ません。議会というのは市全体を考えて、政策的にどうとか、いろいろな観点でやっていきます。

一方、地域協議会は厚田の地域づくりを考えていき、また、市民の皆さんと一緒になって活動して

いくことも当然出てきます。そういった意味で審議会よりは広い形になりますけれども、そのよう

な役割を持っております。 

 それから、事務所、支所というのは、先ほどから言っておりますように住民サービスを行うとこ

ろなんですが、早い話しが村でやっていたことを行うところだと思ってください。 

 次に地域協議会の役割についてもう少しお話しさせていただきます。 
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 地域の皆さんの意見を地域づくりに反映させる重要な組織です。しかし、どのように反映させて

いくのかが大事になります。今までのように、何かあったら議員を通じてもいいし、直接でもいい

し、役場のほうに要望・陳情という形でいろいろなされてきました。それは、言葉きつく言えば、

言いっぱなしの世界でした。それではだめですよと。要望・陳情の形ではないと。これからは自分

たちでどうしていこうかというところを考えて、それをどう実現していくのか。結果についても責

任を持ってこうするよと、提案型の意見・アイデアというものを実現していこうと、そういった役

割を持ちます。 

大きく具体的には三つあります。地域住民の皆さんの意見・アイデアを良く聞いて、取り入れて、

意見として取りまとめる。もう一つは、厚田区の皆さんと行政との協働。出てきた意見を実現する

とき、この協働をどうやってやっていこうかと、一緒になってやっていくためには、どうしたらよ

いかということを考えます。この二つを合わせて責任ある地域経営と特色ある地域づくりを行おう

と、これが与えられている三つの役割だと思っております。 

 次に、地域協議会の委員の選任についてであります。皆さんもう委員に選任されてますから簡単

に申し上げます。法制度上、市長が選任することとなっており、市の条例上、男女比にも配慮する

こととしております。定数は１５人以内。公共的団体の方が１０人以内、識見を有する方が２人、

公募による方が３人となっております。 

 次に、任期と報酬ですけれども、任期は２年で再任可となっております。報酬は、この後会長、

副会長が選任されるわけですが、会長は年額２万円。委員は年額１万８千円となっております。な

んで年額かといいますと、これは回数ではないと、協議会は何回やっていただいてもいいのです。

つまり、住民から意見、アイデアがたくさん出された場合、当然回数は増えていきます。そういう

意味でその職務として年額ということになっております。 

 次、地域協議会の審議事項。どのようなことを審議していくのか大まかに言いますと、市長から

諮問されたものというのが一つあるわけですが、その他に地域協議会が必要と認めるもの。法律上

これも自由に意見を出せることとなっております。その内容というのは、一つは支所の行う住民サ

ービスや事務に意見が出せますよと。それから、本庁が行う地域自治区の住民サービスや事務にも

意見が出せる。つまり、支所が行おうが本庁が行おうが、厚田区で行われている住民サービスや事

務について意見することができるとなっております。中には市長からこういうことについて意見が

ほしいということもあるでしょうし、皆さんが気付いたこと、住民から言われたことについて自由

に意見が出せる仕組みとなっております。それから市民の皆さんと行政との連携強化。つまり、協

働のあり方についても考えてくださいよというのが法律でいわれていることです。 

 次に協議会の意見聴取事項です。これは合併協議会での協議事項で決まっているものなんですが、

市長がこれから話す三つの事項の決定、または変更をしようとするとき、この協議会の意見を聴か

なければいけない。一つは新市建設計画。これは合併協議会で決まっているんですが、厚田区に係

る内容を変更しようとするときは、この協議会の意見を聴かなければいけない。それからこの後や

っていただく予定となっております、過疎地域自立促進市町村計画。いわゆる過疎計画といわれて

いるもので、人口が急激に減ってきたという、ある程度の計算で出すんですが、過疎指定という地

域指定がされます。そうなると過疎債という借金をすることができます。これは借りたお金の７割

が交付税として戻ってくる非常に有利な借金をすることができる仕組みです。それによって地域を

振興させていこう、発展させていこうという、過疎を食い止めようというものが法律で決まってい

ます。この計画がないとお金は借りれません。ですから、この計画を定めるということは、厚田区
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にとっては重要なことの一つとなります。 

 それから、地域振興のための基金の活用なんですけれども、これはご存知の方も多いかと思いま

すが、合併に際して厚田区、浜益区にそれぞれ１億円の基金が設置されました。この基金をどうや

って使っていこうか、地域づくりのため厚田区のためどうやって使おうかという、その使い道を考

えるということが大きなものとなります。 

 次にもう一つの組織。事務所。つまり支所の説明に入りますが、厚田の場合、名称は厚田支所で

元の厚田村の範囲です。 

 支所の役割ですが、当然、厚田の市民に身近なところで住民サービスや行政の事務を行うと。そ

の中で大きな三つの役割としては、地域住民の意思を反映した効果的な行政を行うということ。そ

れから、地域協議会の意見を正確に本庁に伝達する。それから、地域協議会と一体となって協働で

地域づくりを推進していくという役割です。 

 それから、合併に際して特例的なんですが、区には区長が設置されます。合併をスムーズに行う

ために、支所長に代えて地域に詳しい人を区長として置くという形としました。期間は４年間。任

期は２年間で再任可。身分は常勤の特別職となっております。 

 区長の役割ですが、合併後の市の円滑な運営。それと均衡ある発展。そのために三つのことを行

うこととなっております。 

 一つは地域住民の意思を反映した地域経営と特色ある地域づくりの実施です。つまり、皆さんの

意見、アイデアをしっかり地域経営に反映させて、特色ある厚田を作っていくと。そういう役割を

持っております。ですから、地域協議会と区長とは密接な関係にあります。 

 次に市長及び地域自治区内にある公共的団体等との緊密な連携。これは、結びつきをしっかり持

ってスムーズに行政運営を行っていくということです。 

 次に当然のことでありますが、地域内の諸事情を的確に把握して与えられた支所の事務をこなし

ていくと。それを指揮、監督する役割を持つということです。 

 以上、地域自治区の説明でございました。早口でしゃべってきましたので、わからないところあ

りますでしょうが、資料のほうにも同じことが書いてありますので後ほど読んでいただいて、今後

の協議会のほうをがんばっていただきたいと思います。説明を終わります。 

○長委員：ちょっとよろしいですか。 

○菅原会長：はい、どうぞ。 

○長委員：先ほど清水さんのお話しの中で、この地域自治区というのを置くということが合併協議

会で決まったというお話しがありましたけれども、その中で２点お尋ねしたいのですが、私が聞い

ていたところでは、合併協議会は合併するかしないかを決めるのではなくて、合併したらどういう

姿になるんだということを協議する会だと聞いていたんですけど、そういうことなんで、合併協議

会で設置を決めたということにはならないのではないかと思いました。それともう一つ、地域審議

会と地域自治区と合併特例区という三つの選択肢が合併した自治体には選択を与えられたんですけ

ど、その中で地域自治区を選ばれたという狙いというか、理由がありましたら教えていただきたい

と思います。 

○清水参事：１点目のですね、地域自治区が合併協議会で決めたというのはどうしてかというお話

しですが、決められたということがふに落ちないということだったと思いますが、合併協議会は、

合併したらどうしようということを前提にしておりました。つまり、合併した後の形はこうだとい

う一つのシミュレーションというか提案なんです。合併しない場合は、行政のほうで作っていまし
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た。それを見比べて合併するかしないかを検討しようというのが合併協議会だったわけです。です

から、当然合併協議会でやっていた内容というのは、今回合併することになったわけですから、合

併協議会でやった内容が合併後の姿となるわけです。大事なのは合併協議会で合併した場合はこう

するという案として地域自治区が含まれていたわけです。 

 最終的に合併するかしないかというのは、議会で決めたわけですが、議会で決めた中の議決事項

の中に地域自治区の設置というのが入っていたわけなんです。それが３市村の議会で決められたと

いうことです。それで設置することが決まったということです。よろしいでしょうか。 

 それともう一つの地域自治区を選んだ合併協議会での過程を若干説明させていただきます。 

 まず合併協議会が始まった当初ですね、地域の自治というものをどうしたらよいだろうかという

ことが皆さんの大きな課題となりました。その中で地域の自治をきちっとやっていくためには、小

委員会を設けて集中的に議論したほうが良いということになり、そして小委員会を設けましていろ

いろな議論をしました。そこには選択肢があり、置かなくてもいいのではないか。合併特例法の古

いやり方の地域審議会もある。それから地域自治区もある。合併特例区といった法人格を持ったや

り方もある。それら全部の資料を出して、その中で委員の方々が今後新しい石狩市ができるとした

ならば、どれが一番適切なんだろうかと議論した結果、地域自治区が選ばれたという過程となって

おります。その小委員会で出された議論をもって合併協議会で協議し、確認された形となっており

ます。 

○長委員：一つふに落ちなかったのは、なんで厚田と浜益だけが地域自治区で旧石狩市においては、

そういったものが行われないのかということと、合併特例区の場合は、設置の期限が決められてい

て、今回のは期間の期限がない。未来永劫続けようと思ったら続けられるんだし、先ほど言ったみ

たいに厚田、浜益だけでなくて石狩もそうだよっていったら、石狩も区になるのかなと思ったんだ

けど、区制をとるにはあまりにも人口が足らないみたいな。だからちょっと無理があるのかなあと。 

先ほど説明を聞いてて、協議会というのはあくまでも皆なの意見をこの中で話し合って、その他

に一緒になって市民活動をしなさいよという話しがあって、何かちょっと荷が重いのかなという気

がしたんですけど、本当にその辺こと協議会のほうにお求めになっているのか。 

○清水参事：なんで石狩市に置かなかったかといいますと、小委員会の中では市民参加というのは

大事なんだから、厚田、浜益だけじゃなくて市全体に置いてくれという話しになりました。しかし、

今、地方自治法により市全体に置くとした場合、区割りとかいろんなことに時間がかかるというこ

とで問題があります。合併協議会での限られた時間の中でその問題を整理するというのは不可能で

あるとなったわけです。ですので、合併特例法の場合ですと合併する行政の区域の範囲で地域自治

区を置くことができるとなっておりますので、区割りのことに関係なく置きやすい。従って、まず

厚田と浜益に置こうと。先駆的に扱ってやり方を検討していきながら市全体の検討をしようという

思いが附帯意見という形に表れたということです。よろしいでしょうか。 

○長委員：説明はわかりました。もう１点よろしいですか。 

 地域振興基金のお話しなんですが、私が聞いている話しでは、厚田で１億円。浜益で１億円。あ

と全体で使える基金が１０億円そこそこと聞いていたんですが、その通りなのかということと、も

し１億円で不足ということになれば、その１０億円程度のほうから使えるのかですね。 

○清水参事：合併特例債を使って基金を作ることができます。厚田区１億円。浜益区１億円。その

他に１６億円あります。１億円という金額は、条例で決められております。それで１億円が足りな

くなったらどうするかということでございますが、現在のところ１億円ということで区切って考え
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ております。非常に大事なお金なんで、どういうように使うかはよく考えていただきたいと思いま

す。 

○佐々木部長：ちょっと補足分説明いたしますが、今言った１億円というのは、厚田で行われる行

政サービスのすべてを賄うためのお金ではありません。地域の特色を反映した地域づくりといった

ようなことをするために使うお金ということでして、それ以外の一般的な行政サービスや事業など

については、市全体の事業費の中から地域ごとのバランスなんかも考えながらやっていくことにな

ります。従って、１億円が足りなくなったらどうするということを考えるよりも、まずはその１億

円をどういうふうにして地域の特色ある活動に活かしていくかといったあたりを考えていただけな

いかなと思います。よろしくお願いします。 

○岡林課長：よろしいでしょうか。他にご意見ある方おりますでしょうか。 

 

８．会長及び副会長の選任 

○岡林課長：それでは、他にご意見がないようでございますので、引き続き次第８番目の会長及び

副会長の選出に入らさせていただきます。 

 本日、佐藤委員が欠席されておりますけども、委員のほうから正副会長の選出にあたっては、出

席されている委員の皆さまに一任するということを申し受けておりますのでご報告いたします。 

 それでは、早速、会長、副会長の選出に入りたいと思いますが、選出の方法について何かありま

すでしょうか。ありましたら発言していただきたいと思いますが。 

○桐山委員：もし、事務局に案がありましたら、それを出していただいたらいかがでしょうか。 

（賛同する声あり） 

○岡林課長：ただ今、事務局のほうでというお話しがありましたけれども、他にご意見ある方おり

ますでしょうか。よろしいですか。 

（賛同する声あり） 

○岡林課長：それでは、事務局のほうとしてご指名させていただきたいと思います。 

 会長には、第１号委員の中から北石狩農業協同組合から推薦のありました菅原道夫委員。それか

ら副会長には、第２号委員の中から、本日欠席されておりますけれども札幌大学の教授であります

佐藤勝彦委員をご指名させていただきたいと思います。いかがでしょうか。 

○小野寺委員：事務局の案に賛成でございます。 

（賛同する声あり） 

○岡林課長：賛成ということで同意いただきました。ありがとうございます。 

 

９．石狩市過疎地域自立促進市町村計画について 

○岡林課長：ここで、市長が意見を聴くことになっております石狩市過疎地域自立促進市町村計画

の意見聴取書を菅原会長に手渡しますので受領願います。 

○田岡市長：石狩市厚田区地域協議会 会長 菅原道夫様、石狩市過疎地域自立促進市町村計画に

ついて、ご意見をいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○岡林課長：それでは、市長は所用のためここで退席いたします。 

 ここで、１０分程度休憩を取りまして４時１５分に再開したいと思いますので、それまでにご着

席されますようよろしくお願いいたします。 

（休憩） 
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○岡林課長：それでは会議を再開させていただきます。 

 お手元にあります地域協議会会議規則第２条の規定によりまして、会議の議長は会長が行うこと

となっておりますので、これより先の進行につきましては、菅原会長にお願いしたいと思います。 

○菅原会長：それでは、先ほど皆さんのほうからご意見いただきまして、この協議会の会長を受け

ました菅原でございます。一つ皆さま方のご協力をいただきながら、先ほどご説明いただきました

地域協議会のあり方を確認し合いながら趣旨に沿って目的を達成いたしたいと、このように考えて

おります。どうか今後とも委員の皆さまにご協力をお願い申し上げて会長就任のごあいさつといた

します。 

 また、先ほど市長より石狩市過疎地域自立促進市町村計画についての意見聴取の依頼がございま

したので、このことにつきまして議案といたしまして進めてまいりたいと思います。 

 また、先ほどいろいろと説明がありましたけれども、この地域自治区ですが、今は厚田区と浜益

区に設置して先駆的に実施することとなっておりますが、将来的な石狩市の考え方としましては、

市全域に設置を検討していくという考え方があるということもご承知おきたいと思います。また、

皆さんには、住民との会話、意見交換を十分にしていただきまして、それをこの会議の場で話し合

い、煮詰めながら、支所と力を合わせ、住民のニーズに応えたまちづくりができるように取り組む

ことを念頭に置き進めていくことを確認したいと思います。 

 それでは、内容の説明をお願いいたします。 

○尾山課長：石狩の企画財政部企画調整課地域調整担当課長の尾山です。私のほうから皆さまに資

料２として、石狩市過疎地域自立促進市町村計画の概要と計画書を配付しておりますので、この２

点についてご説明いたします。 

 まず過疎計画というのは、合併以前、旧厚田村、浜益村の２村において既に計画があって国のほ

うに提出しているものであり、今回この合併に伴いまして９月３０日をもちまして、この計画が切

れたという形になっております。そのため石狩市として２つの地域が引続き過疎地域に指定されて

いることから、この地域の振興を図るため石狩市としての過疎計画を策定することとなりました。 

 まず概要のほうを見ていただきたいんですが、その中で過疎計画とはとありますが、過疎地域自

立促進特別措置法に基づき、人口の減少が著しい、また財政的の乏しいなどということで、過疎地

域に指定された市町村。これは既に厚田村と浜益村で指定されておりました。そういった市町村は、

この計画を策定しまして、過疎債が発行できると。その過疎債を活用しまして、地域の振興を図っ

ていくということが大きな目的であります。 

 今回、石狩市として旧厚田村と浜益村の２村の過疎計画をそのまま引き継いで、両地区の地域振

興を図ろうというのが目的であります。 

 計画の流れという下の図を見ていただきたいのですが、今までは真ん中に市町村計画第６条とい

うのがあるんですが、これは市町村で考えて単年度の事業をリストアップした中で全体の計画を作

ります。計画を作り、議会の議決を経て、国のほうと調整していくわけですが、今回の市町村合併

に伴いまして、二つの地区におきましては地域協議会が設置されましたことから、この地域協議会

から意見をいただくこととなっておりますので、この計画をお示しするものです。 

 次のページを見ていただきたいんですが、ここにある図は、過疎計画と合併協議会で作成した新

市建設計画とのイメージ図です。過疎計画の一部と新市建設計画の一部とがラップする形となって

おります。なぜ完全にかぶさらないかといいますと、過疎計画の内容は、ソフト事業だとか地域振

興を図るための想定されるほとんどの事業を載せてあります。その関係上、この図のように重なら
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ない部分もあります。 

 それと、現段階では二つしかありませんけれども、この他に市で持っているいろんな計画があり

ますが、それらをすべて包括したものが、今後策定が予定されています石狩市総合計画。要するに

総合計画の中にもこの部分が入ってくるというふうに理解していただきたいと思います。 

 今回、その下のほうに過疎計画策定の理由と書いてありますけれども、過疎地域自立促進特別措

置法の第３３条には、合併後においても旧過疎地域であった市町村が過疎地域とみなされるという

部分を根拠として、石狩市としてそこの地域の過疎計画を樹立するというのが大きな狙いでありま

す。 

 この過疎計画を作ることに何のメリットがあるのかというのが、３．財政上の特例という部分に

なります。この過疎計画に基づいて行う事業につきましては、過疎債というお金を借りることがで

きる。ただし、他の地方債メニューに該当するものは、そちらを優先することになっております。

例えば、公営住宅を建て替えた場合は住宅債というのがあります。簡易水道を直した場合などはそ

れ専用の起債があります。下水道につきましても下水道債があります。ただし、過疎債のメリット

というのは、厚田を例に取ると、現在やっている簡水と下水の起債の半分は過疎債でも使えるとい

うことです。それを使うことによって、有利な事業展開が行えるということです。財政的にかなり

有利だと思います。 

 それら過疎債の充当率は１００％と書いてあります。基本的には１００％です。ただし、過疎債

は許可制でありますので、許可がおりた段階で、もしかしたらそれをオーバーフローしてしまう。

そういった場合、後に逆戻りできませんので、未然防止を行うために９５％という対応をしており

ます。その過疎債を使うことによりまして、元利償還額の７０％が交付税として戻ってくる。要す

るに借金して返す金の７０％は交付税でみてくれるという形になっております。その交付税の償還

が１２年です。据え置き３年、元金償還９年で合わせて１２年となっております。 

 この過疎計画のメニューというのは、ものすごくボリュームを大きく作ってあります。振興を図

るうえで、極端に言うと想定されるほとんどのものを計画に反映させております。その中で順次対

応していくこととなります。 

 ４の計画書の策定方針に入りますが、この計画書につきましては、旧２村の事業メニューはすべ

て包括されております。なぜかといいますと、もう既に１７年度事業については進んでいるものも

ありますし、この計画自体が一度承認されている経過もあります。石狩市になったからといって、

それを調整かけるといびつなものになってしまうため、計画メニューについては、２村の事業をす

べて合わせただけのものとなっております。ただし、文章表現の部分なんですが、この部分は石狩

市としての見方。石狩市として厚田区、浜益区がどういう位置づけになっているかという視点で表

現しております。何度もいいますが、すべてのものを入れているというのが現実です。 

 次に策定手続きのスケジュールでございます。大きく七つに分かれております。 

 １．庁内意見聴取ということで、もう終わっております。 

 ２の北海道との事前協議でありますけれども、皆さんへの計画書提出と同時に調整しております。 

 ３の議会説明ですが、これから説明に入る準備をします。 

 ４．厚田区と浜益区地域協議会での協議については、地域協議会から意見をいただくということ

で、この場を借りてご説明しているところであります。ここで意見をいただいた後に、５の北海道

との正式協議に入りまして、協議終了後、石狩市の第４回議会定例会に提案したいと考えておりま

す。そして議会の議決を経た後に国へ提出するというスケジュールで考えております。 
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 このスケジュールを見てもわかると思いますが、かなり厳しい日程となっております。ただ今回

のこの過疎計画につきまして、特例的な動きになっておりますのは、本来この協議会ですべてもん

でもらってこの計画を作らなければならないと承知しております。しかし、今現在この１０月１日

で合併しまして既に事業として進んでいるものがありますので、その関係上、時間の間隔を空けた

くないというのが私たちの考えでありまして、ちょっといびつになるかもしれませんけど、この場

で早急に皆さまの意見をいただきたいということが私たちの念じているところであります。ものす

ごいボリュームがあります。ただボリュームはありますが、掲載している事業すべてを実施しなけ

ればならないということではございません。財政的なもの、緊急度などその場の状況に応じて事業

展開を図っていくものと考えております。 

 それでは、計画書のほうをご覧ください。表紙に１７～２１年度となっております。この計画期

間は本来１０年間ですが、前期と後期に分けて計画を作ることとなっており、今回は後期５年間の

部分となっております。先ほどから言っておりますけれども、旧厚田村と浜益村で既に承認されて

おりまして、事業が進められているのが現状であります。 

 １ページをご覧いただきたいのですが、計画の趣旨の段階で前期が１２年から１６年、後期が１

７年から２１年となっております。前期１２年から１６年のときに、厚田村過疎計画と浜益村過疎

計画の二つがありました。それを二つ合わせたものを後期の対策の中で、石狩市の過疎計画として

作り上げていきますよということです。計画年数は５年です。 

 それから基本項目としまして、第１項は、石狩市の概況。それと人口及び産業の推移と動向。３

番目に行財政の状況。４番目で地域の自立促進の基本方針の四つの区分に分けて記載しております。 

 第２項から第１０項までは、自立促進施策区分ごとについて、過疎地域に対する現況と問題点、

その対策、計画として実施事業内容をそれぞれ掲げております。 

 第２項におきましては、産業の振興ということで、農林業、水産業、商工業、観光の四つの区分

に分けて載っております。 

 第３項、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進につきましては、道路、交通確保対

策、電気通信施設及び情報化、地域間交流の四つの区分に分けて施策を展開していきます。 

 第４項、生活環境の整備では、水道施設、下水処理施設、廃棄物処理施設、消防・救急施設、公

営住宅、その他関連施設として記述しております。 

 第５項、高齢者等の保健・福祉の向上及び増進では、高齢者の保健・福祉、児童の保健・福祉の

二つの区分の中で記述されております。 

 第６項は、医療の確保として一本で取りまとめております。 

 第７項、教育の振興については、学校教育、社会教育、スポーツ振興の三つの区分に分けており

ます。 

 第８項、地域文化の振興等は、厚田地域と浜益地域に分けて記載しております。 

 第９項の集落の整備につきましても、厚田地域と浜益地域に分けて記載しております。 

 最後に第１０項、その他地域の自立促進に関し必要な事項として一本にした中での記載としてお

ります。 

 今、このような計画を作っておりますけれども、先ほど言いましたように、（１）として現況と問

題点がありまして、（２）にその対策、（３）の計画という項目となっておりますが、（２）と（３）

については、厚田と浜益のものをそのまま合わせたものです。 

 先ほどから何度も言っておりますが、この計画は旧２村の中で過疎地域からの脱却を図るために、
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どういうメニューが必要なのかというものをすべて盛り込んでこの過疎計画としております。この

メニューを一度出したからといって計画の変更ができないかというとそうではなくて、変更はでき

ます。ただし、大きな項目の中でうたっていない事業メニューが出てきた場合は、大きな変更とい

うことで再度議会の議決が必要となります。 

 スケジュールが大変厳しくなっておりますが、皆さまからの意見を早急にいただきたいと思いま

す。以上で説明を終わります。 

○菅原会長：はい、わかりました。ただ今事務局から石狩市過疎地域自立促進市町村計画の説明が

あったわけですが、大変ボリュームがある内容でございます。 

 私ども地域協議会としましては、前段説明のありました資料２の３ページにあります、策定まで

のスケジュールですね、地域協議会での協議という手続きを踏むということが前提になっておりま

すので、今日はそういうことで皆さんからご意見をいただくという形になっております。ただ先ほ

ど申し上げましたように、この計画は既に厚田村のときに議会の議決を経ているものでございます。

よって、事業計画はほとんど変更せず、本文の記述、つまり文章部分について２村分をまとめた表

現にしているということでございます。 

 また、策定までのスケジュールについても説明ありましたが、１２月に市議会定例会への提案を

予定しているということです。それらを踏まえますと早急に意見をまとめなければならないという

考えです。 

 次回協議会の開催日も後ほど決めますので、それに合わせて皆さん持ち帰っていただいて内容精

査のうえですね、ご意見があれば次の機会にということも考えておりますが、そのようなことで取

り計らってよろしいかお諮りいたします。ただ、この場で意見を言うなということではございませ

ん。もしあればよろしいですよ。 

 ご意見がございましたら、会議録の作成などがありますので、発言の際には挙手いただきまして、

お名前を述べて発言されるようお願いします。何かございますか。 

○笹木委員：過疎計画の中に新市建設計画の部分があるということなんですが、重ならない部分は

ソフト事業で、重なる部分はハード事業になるのかなと思ったんですけど、こちらのほうの計画に

具体的に事業内容が書かれてまして、これに載っている事業内容というのは、今後期間内に実施さ

れるということになるんでしょうか。 

○菅原会長：はい、尾山課長。 

○尾山課長：私のほうから答えさせていただきます。新市建設計画が合併協議会で作成したという

ことはご存知のことだろうと思いますが、その際に２村のバックデータとしまして何を根拠にした

のかといいますと、この過疎計画が基になっている部分が大きいということです。それとここの地

区、厚田におきましては、総合計画も合わせて出しております。ですから、今回の過疎計画といい

ますのは、先ほど言いましたように、要するに地域の振興を図るうえで必要と思われるもの。過疎

債の対象とならないようなものまですべて載せたのが過疎計画であります。 

 質問にもありましたように、計画期間内ですべて実施するのかというと決してそうではありませ

ん。要するに事業実施にあたりましては、この協議会等の意見なども踏まえながら、緊急度、重要

度、それから財政的な事情も含めまして、その中でどれを選択していくかという形で進めていくも

のです。 

 現に今までの過疎計画におきましても、すべて消化しているというものでございません。ただ一

番大きいのは生活環境ですね。過疎地域におきましても、通常の生活ができるような対策を考えま
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しょうというのが一つの大きな要素になっておりますので、それらを含めた関係でボリュームが大

きな計画となっております。 

○菅原会長：笹木委員、それでよろしいでしょうか。この概要の２ページのところの図のリンクし

ている部分の話しをしたんですよね。 

○笹木委員：はい。その部分が新市建設計画の中により含まれるということになると。 

○佐々木部長：企画財政部の佐々木です。過疎計画のうち、新市建設計画に載っかってるのがハー

ド系で、載っかってないのがソフト系ではないのかというようなご発言があったかと思うんですけ

ど、必ずしもそうというわけではありません。新市建設計画自体にもソフト系もハード系もそれぞ

れ入っております。 

 過疎計画の中でハード系がすべて建設計画に載っかってるとかそういうことでもありませんで、

あくまでもソフト事業であってもハード事業であっても、同じように過疎計画に載っかっているも

のの中から優先順位ですとか、財政状況などを勘案しながら新市建設計画に載っけるものを選んで

いったというような過程で作っております。 

○長委員：ちょっといいですか。長といいます。 

 確か今年の３月か４月に農水で出しました、新しい農村という計画の中で、将来に求められてい

るのが環境保全型の農業という文言をよく目にするんですけど、この中で林業についても環境保全

という文言が書かれていたんですが、そういう部分をもし取り入れることができたらなというよう

に感じております。 

 それともう一つは、教育の振興ということで、食育の重要性というのは最近言われていることな

んですけど、この中にもう一つ、小さいエリアの厚田区、浜益区の過疎対策として考えるのか、も

っと大きなエリアとして石狩市全体として考えるんであれば、この中に地産地消という形で、厚田、

浜益で取れた水産物、あるいわ農産物を、その大きな地域の中で消費していくと、そのことをこの

中でもし折り込めることができたらと考えております。 

○菅原会長：はい。ただ今長委員からは、農産物などの地産地消に関わる意見がございましたけれ

ども、これは学校給食の部分でということですか。 

○長委員：学校給食のほうと農林業のほうとですね、基本的な姿勢といいますか、環境保全型の農

業と合わせてですね、もし入れることができればと思いまして。 

○佐々木部長：いいですか。そういったご意見に対する一つひとつの回答というのは、ここでは差

し控えさせていただきます。このようなご意見をトータルしてですね、この協議会としてこういっ

たような意見をいただきましたというような形でお願いしたい。 

○菅原会長：わかりました。ということですので、意見としていただきますので、事務局のほうよ

ろしくお願いいたします。他ございませんか。 

 いずれにいたしましても、大変こうボリュームのある内容でございますし、次回予定されている

会議までにですね、それぞれ意見等ございましたら出していただきたいと思いますので、そのよう

なことで進めていきたいなと思います。 

 初めて見て、いきなり意見をくださいといってもそうはいかないでしょうし、そんなことでどう

でしょうか。よければこの件につきましては、本日の協議は終了させていただきたいと思います。

そして、後ほど次回会議の日程のほうは事務局の岡林課長のほうから説明いただいて閉会したいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

（賛同する声あり） 
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○菅原会長：では、お願いいたします。 

○岡林課長：それでは、ただ今会長の仕切りの中にもありましたが、かなりのボリュームになって

おりますので、それぞれご一読していただきたいと思います。計画の内容につきましては、それぞ

れの事業名の後ろに厚田区、浜益区というように実施される地区が書かれておりますので、それら

も確認しながら見ていただきたいと思います。 

 次回、第２回目の会議を開催させていただきたいと思いますが、来週１０月２６日、水曜日、午

後７時ということで、時間的にちょっと遅くなってございますが、それぞれ仕事されている方もい

らっしゃることを考えまして、７時からといたしました。場所につきましては、支所２階の会議室。

これまで議場として使っていた所が会議室となっておりますので、そちらにお集まりいただきたい

と考えております。 

 会議内容につきましては、本日に引き続きまして過疎計画の協議を予定しております。 

 正式なご案内につきましては、後日文書により送付させていただきます。 

 それから、会議録の作成につきましては、事務局のほうで作成いたしまして、各委員にご確認し

ていただいた後、会長から署名をいただくこととなっておりますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。 

 

１０．閉会 

○菅原会長：それでは、本日の会議を閉会いたします。ご苦労さまでございました。 
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