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平成１９年度第８回石狩市厚田区地域協議会 

 

【日 時】 平成１９年１０月２６日（金） １８：３０～１９：４０ 

【場 所】 厚田支所 会議室６ 

【出席者】 菅原会長、阿部委員、大黒委員、上山委員、河合の委員、河合や委員、澤田委員、 

清水委員、谷委員、中井委員、畑中委員、盛重委員、吉田委員 

   （欠席～佐藤副会長、島田委員） ※正副会長を除きあいうえお順 

【傍聴者】 ２名 

【次 第】 １．開会 

      ２．委嘱状交付 

      ３．市長あいさつ 

      ４．区長あいさつ並びに職員紹介 

５．会長及び副会長の選任 

      ６．会長あいさつ 

７．地域自治区及び地域協議会の概要説明 

      ８．その他 

(1) 今後の日程について 

       (2) (仮)厚田だより作成委員の募集について 

      ９．閉会 

【資 料】 資料１：石狩市厚田区地域協議会委員名簿 

      資料２：石狩市、厚田郡厚田村及び浜益郡浜益村の廃置分合に伴う地域自治区及び地域自治区の区

長の設置に関する協議書 

      資料３：地域協議会会議規則 

      資料４：石狩市厚田地域づくり基金条例 

      資料５：厚田・浜益地域における地域自治区の概要 

      資料６：地域自治区の概要フロー 

      資料７：１０・１１月のスケジュール 

      資料８：(仮)厚田だより作成委員の募集案内 

      資料９：2007ふれあいタウンミーティングの開催案内 

 

１．開会 

○尾山課長：第８回地域協議会を開催いたします。 

 

２．委嘱状交付 

○尾山課長：委嘱状の交付を行いますので、市長よろしくお願いいたします。 

○唐澤部長：石狩市厚田区地域協議会委員、委嘱状の交付を行います。順次お名前を申し上げまして簡単にご紹

介を申し上げますので、その場でご起立のうえ市長から委嘱状をお受け取りください。 

 まず公共的団体からご推薦いただきました１号委員から委嘱状を交付いたします。菅原道夫様、石狩市厚田区

地域協議会委員を委嘱する。菅原道夫委員は、北石狩農業協同組合からの推薦でございまして、現在北石狩農業

協同組合の専務理事であります。また、前厚田区地域協議会の会長でもおられます。島田瑠美子委員につきまし
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ては、本日都合により欠席されておりますのでご紹介のみとさせていただきます。菅原委員と同じく北石狩農業

協同組合からの推薦で農協の女性部本部の副部長でございます。中井寿美子様、石狩市厚田区地域協議会委員を

委嘱する。中井寿美子委員は、石狩湾漁業協同組合からの推薦でございます。厚田地区女性部の部長を務めてお

られ、女性部で加工品の製造や販売、港朝市の振興にがんばっておられます。上山尚美様、石狩市厚田区地域協

議会委員を委嘱する。上山尚美委員は、中井委員と同じく石狩湾漁業協同組合からの推薦でございます。厚田地

区女性部の副部長を務めておられます。澤田純一様、石狩市厚田区地域協議会委員を委嘱する。澤田純一委員は、

石狩北商工会からの推薦でございます。本年の３月末まで青年部長を務めておられます。旧厚田村の時代から地

域づくりやまちづくりにがんばっていただいております。阿部政二様、石狩市厚田区地域協議会委員を委嘱する。

阿部政二委員は、厚田区自治連合会からの推薦で、この春まで市議会議員、また、厚田村議員として３期１２年

間務められ、さらには虹が原地区の自治会長も務めておられました。現在は、自営業の商店経営に専念され、特

に石狩市の特産品の拡大や販売に努力されております。河合保郎様、石狩市厚田区地域協議会委員を委嘱する。

河合保郎委員は、阿部委員と同じく厚田区自治連合会からの推薦でございます。別狩中央町内会長、厚田区自治

連合会の副会長でもあり、地域ボランティアやスポーツにも熱心で厚田区自治体育振興会の会長も務めておられ

ます。菅原委員と同様、前厚田区地域協議会の委員でございました。畑中純子様、石狩市厚田区地域協議会委員

を委嘱する。畑中純子委員は、河合委員と同じく厚田区自治連合会からの推薦でございます。地域活動に積極的

に参画されており、あつた童話を読む会の代表、また本年度からいしかり子ども総合支援会議の委員を務めてお

られます。谷康路様、石狩市厚田区地域協議会委員を委嘱する。谷康路委員は、石狩市文化協会からの推薦でご

ざいます。厚田の和太鼓サークル心叫太鼓厚嵐会の代表を務める傍ら、厚田のよさこいチーム神洋丸船団の会員

でもあり、地域興しの中心として活躍されており、厚田体育振興会の理事も務めておられます。吉田一男様、石

狩市厚田区地域協議会委員を委嘱する。吉田一男委員は、石狩市体育協会からの推薦であります。現在、石狩市

体育協会の嘱託職員で石狩市の体育振興に積極的に携わっておられます。厚田区の地域活動にも積極的かつ熱心

に係わっておられ、厚田区自治体育振興会の副会長も務めておられます。 

 次に学識経験者であります第２号委員に委嘱状を交付いたします。佐藤勝彦委員は、本日は都合により欠席さ

れておりますので、ご紹介のみとさせていただきます。現在、札幌大学の文化学部の教授をされており、厚田岩

波映像資料センターを運営しておりますＮＰＯ法人えい・あい館の副理事を務めておられます。さらに前厚田区

地域協議会の副会長でございました。大黒利勝様、石狩市厚田区地域協議会委員を委嘱する。大黒利勝委員は、

空知管内の中学校長を定年退職後、旧厚田村教育委員会で生涯学習アドバイザーとして活躍をいただいておりま

した。現在は、虹が原地区の高齢者クラブの会長を務めておられます。 

 次に一般公募の第３号委員に委嘱状を交付いたします。河合徳秋様、石狩市厚田区地域協議会委員を委嘱する。

河合徳秋委員は、現在、農業に従事されており、厚田区で農業を営んでいる若い方々でグループを結成し、厚田

区の特産品のブランド化を目指し、農産物の販路拡大等に努めておられます。また、スキー同好会やＰＴＡ活動、

さらには発足体育振興会の副会長として青少年の指導、育成に係わるなど地域活動に精力的にがんばっておられ

ます。清水克史様、石狩市厚田区地域協議会委員を委嘱する。清水克史委員は、職場の転勤で今年の春から望来

に居住され、バス停や海岸、さらには地域の清掃ボランティアに汗を流すなど、地域活動やスポーツの振興など

子どもたちへの指導にも取り組んでおられます。盛重栄司様、石狩市厚田区地域協議会委員を委嘱する。盛重栄

司委員は、北石狩農業協同組合厚田支所に勤務され、職場では営農担当として、しそジュースなどの特産品の開

発や販売を担当されており、さらなる特産品の開発や消費拡大等に努力されておられます。以上で委嘱状の交付

を終わらせていただきます。 

○尾山課長：ありがとうございました。今回は委員が改選されてから初めての会議でありますので、会長が選任

されるまでの間、私が進行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。 
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３．市長あいさつ 

○尾山課長：次第３の市長あいさつになります。田岡市長よろしくお願いします。 

○田岡市長：皆さんこんばんは。ただ今それぞれに委嘱状を交付させていただきました。これから２年間地域の

ためにご尽力を賜りたいと思います。大変お忙しい皆さん方、ぜひ協議会設立の趣旨といいますか、地域のため

にぜひ時間を割いてご尽力を賜ればと思います。 

 合併から２年経過しまして、その中において地域協議会がどのような存在であったかということを考えますと、

約３０回弱に及ぶ議論の経過という中において、私どもが今求めております協働とか、地域の特性を生かす地域

づくりというフレーズを考えますときに、この間においてかつては役場が公共サービスの提供者で、住民は消費

するという縦の社会といいますか、提供する側と消費する側の二極の世界でずっと構成されてきました。それは

ある程度役所というものは、疲弊した日本の国を公平にかつ民主的にリードするという役では、一定の成果を少

なくとも戦後は上げてきたと思います。しかし、成熟社会を迎えた今日、価値観の多様化、それから地域によっ

て考え方がまったく異なる地域を抱えているという時代を迎えたときに、均一化というサービスの仕方というも

のが住民の需要とまったく乖離してしまったということです。それは私たちが地方分権という形で、必ずしも東

京が沖縄の状況や稚内の状況を知っているかといったら、学校一つをとってみても、稚内の学校、北海道の学校

は柱が太くて低い学校を造らなければダメだと、しかし沖縄の学校は柱が細くても雪の重みを感じない、その代

わり台風に強い学校を造らなくてはならないという中に、文科省は雪にも強く台風にも強いものを造ってくれれ

ばいいのですが、東京の気象に強いものを造るというのが全国スタンダードというようにした結果、全国はやは

り地方分権でもっともっと地域の特性というものを生かした政策を展開してほしいというのは全国国民の願いで

ありました。それは地域にあってもまったく同じで、役所が従来やってきたことが必ずしも地域の要望とピッタ

ンコかといったら、もうそういう時代は終わったと、まさに地域自治というものが求められる。その地域自治の

原点というのは協働社会、自分たちができるものは自分たちでやる、まずそこから始まるということになります。

揶揄もすると勘違いされるのは、財政が厳しくなったからそこのコストを住民に転嫁するんではないかという議

論が先行することがあります。しかし、それは貧困な議論だと思います。私は少なくとも政治社会における自ら

の存在とか、地域の存在というのは、地域が主張してこそ始めてできあがる話だと思っておりますので、そして

合併の一つの大きな効果という中に、地域自治区を置いて、地域の歩みというものをしっかりと残すんだという

ことが、法では保障されたということだと思います。これはかつて日本の国にはまだ、地方分権法ができあがっ

ておりますが、法律によって一部の地域自治区という形の自治権を認めたという例はございません。これをしっ

かりと生かしきるかきらないかということは、地域の責任だと思います。そしてそれは制度とともに住民意識の

変化というものも必要だと思います。その住民変化は必ずしも区が背負うわけではなく、石狩市全体の大きな課

題だというふうに思っております。 

 今、第三次の合併が全国で議論が高まっております。近くでは江別市と新篠津村で議論がされておりますが、

私たちが歩んできた道を今まさに歩んで、明日にも合併が頓挫するんではないかという議論になってきておりま

す。そのときに悩んでいる両地区の人たちが、石狩の中の自治区のあり方を非常に興味深く見つめられていると

いうことは間違いありません。それに対して私たちのこの２年間というものは、そういうふうにして見られてい

ることにしっかりと応えてきているかというと、決してそんなことはない。しかし、マイナスの作用というもの

は決してないと思っていますから、２年間で確実に意識改革は進んでいるというふうに思っておりますし、そし

て手がかりも作っていただきました。これからそういった２年間の土台をベースになんとしても具体案というも

のを作りながら、地域の主張というものをしっかりと具体化するということに精力を傾けていただければと思っ

ております。 

 これまでの議会の議論も含めまして、地域の中でもっと支所に、あるいは区に自由なお金をくれと、自由なお

金の損害補償は自治区の自治権だというふうに捉えがちな主張がありますが、ほんとうにそうでしょうか。私は
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地域振興のために基金として１億を積んだ、この１億のお金を例えばハードものだとか、あるいは地域が喜ぶも

のというものに単純に財源の手当として使っていったら、いつのまにか１億というのは１０年間の間に消費して

しまいます。そしてその消費の結果、中間では良かったなと思うかもしれませんが、地域の活力や産業興し、将

来のための土台になる事業には決して成りえないのではないかと思います。例えば隣の区の例で恐縮ですが、地

域のカレンダーというものを基金を使って作っております。地域にとっては１年間のカレンダーができるという

ことで、お金はわずかなお金です、これが地域の文化だと言いましたので、私はそれに対し予算を付けておりま

すが、しかし、今日も言ってきましたが、本当にカレンダーを作ることが基金の使い道として正解でしょうかと。

カレンダーがあったら便利です、でもカレンダーの代わりになることは方法としてたくさんあるのではないでし

ょうかと。そのお金があるなら、今なくなりそうな適沢コミュニティセンターを何とか活用する道を考えたらい

かがですかと、財政再建計画に売却とされた地域の宝というものを本当に売っていいんですかということをもう

一度問いかけました。そのように地域の皆さん方がきちっとした論理のもとに主張される、あるいはきちっとし

た事業展開を具体的に持って主張しない限り、そのお金はいつの間にか使われてしまう、使った結果何も残らな

くなってしまうというのが最悪の結果だと思います。ですから、使いやすいお金と地域の振興のために使うお金

とでは明らかに性格が違うということだと思います。使いやすいお金というより、日々必要なお金は、やはり通

常の一般会計で手当すべきだと思います。それは支所を通しながらやるべきだと思います。今回、一つの議論と

して地域協議会で市長が直接結んでくれないかという意見がありました。中間の部課長が入ると話しが複雑化し、

事業がストレートに行かないという意見もありましたが、その辺は大いに議論させていただかなければならない

と思います。私自身は組織のストレーナーぐらい通せないような地域協議会のプランだったら、そのプランの成

熟度は低いんだと思います。成熟度が高いプランができあがったら、市はむしろ大きな支援者になると思います。

しっかりと協議会の中でお話していただければと思います。土台はできあがってると思います。意識も変わった

と思います。今いよいよ具体的な仕上げにくる段階になっていると思います。私は挑戦して結果が失敗であった

ということは恥じることではないと思っております。挑戦しないことが恥じることだと思っております。そうい

うことを含めると支所の役割が必要であると同時に、一言言わせていただけますならば、役所が用意した文章や

資料を鵜呑みにしないでください。役所というのは、そういう意味では最大公約数的なものを出す傾向にありま

す。それが本当に地域の中で成熟した議論につながるかといったら決してそうではありません。むしろ皆さん方

の意見そのものの精度が高まることが何よりも必要で、役所はそれのお手伝いをするんだと、コーディネーター

役をやるんだというぐらいに考えていただければいいと思います。役所の作った計画を追認して、あるいは修正

を加えるような計画はあまり好ましいとは思えません。やはり自由度の高い議論を重ねてぜひやっていただきた

いと思います。私がこういうことを言えば言うほど理想論だと言われます。でも地域の振興の中にこういった理

想論なくして、現実金の引っ張り合いだけをやって疲弊している町はたくさんあります。そういうことを考える

と、今地域が何をしなければならないかということをもう一度しっかり肝に銘じて、地域協議会の中で一つの結

論というものを私は大いに期待いたします。と同時にその段階で市長の出番が必要だと、市役所が必要だという

ことについては、何なりとおっしゃっていただければ私たちも最大の努力をさせていただけると思います。 

 以上、私の思いの一端を述べさせていただきました。どうもありがとうございました。 

 

４．区長あいさつ並びに職員紹介 

○尾山課長：ありがとうございました。続きまして、谷本区長からあいさつをお願いいたします。 

○谷本区長：おばんでございます。次第にありますとおり、職員の紹介も含めてあいさつをさせていただきます。

私も区長制度の４年の前半１期２年が終わりました。１０月１日から２期目を担当することで、市長から辞令を

受けました。よろしくお願いいたします。 

 ただ今、市長からもいろいろとお話がありましたけれども、地域協議会、私も含めて、この２年間思考錯誤し
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ながら進めてきました。大変厳しかったという２年間でもあったのかなと思っておりますけれども、これを土台

にさらなる進め方をしていきたいと思っております。今後もこれまで協議した事項については決して無駄にする

ことなく、厚田村時代からの継続事業もありますし、課題もあります。これらを推進していきたいと思っており

ます。地域自治区本来の目的を含めて、地域の特性を生かしたさらなるまちづくりを皆さんとともに進めていき

たいと思っております。ただ石狩市においても大変厳しい財政状況にあるのはご承知のとおりだと思いますけれ

ども、この数年間、特に財政再建計画を着実に進めていかなければならない、この必要性は不可欠であると思っ

ております。このような厳しい状況でありますけれども、新たな発想の下でまちづくりを一歩一歩着実に進めて

いきたいと思っておりますので、よろしくご理解とご協力をお願いいたします。 

 それでは、私どもの支所職員を紹介いたします。まず唐澤支所部長であります。合併と同時に本庁から異動で

支所勤務となった職員です。支所全体を統括しております。次に尾山地域振興課長です。１年半の本庁勤務後、

今年の４月に支所職員となりました。厚田区の地域振興全般を担当し、この地域協議会の担当課長であります。

そのほか広報広聴、発足バスやこれまで地域協議会で協議したスクールバスの一般混乗のほうも担当しておりま

す。次に地域振興課庶務担当課長の阿部課長です。庁舎管理はもとより、防災、災害、また毎週火曜日に定時発

信しております防災行政無線の管理運営、さらに普通財産などの支所における庶務全般を担当しております。次

に産業振興課長の桜田課長です。昨年の４月に支所勤務となり、一次産業の農林水産業関係はもとより、商工観

光、さらには地下資源や砂利採取などを担当しております。また、平成２１年に開園を目指しております海浜プ

ールの海岸環境整備事業や小谷地区のふるさとの森整備の支所での担当課長であります。次に市民生活課長の村

本課長です。この度の組織の見直しにより大きく業務内容が変わった課であります。戸籍や住民基本台帳関係、

国民年金などの窓口業務のほか、市税、道税、さらには各医療費などの担当はこれまでどおりですが、自治会に

関すること、コミュニティ施設、集会施設、防犯、畜犬、ごみの関係など市民生活全般を担当しております。次

に市民生活課保健福祉担当課長の相原課長であります。生活保護関係や日赤関係、児童福祉、高齢者、障がい者

福祉関係、介護保険や介護予防、健康増進に関することなど医療、福祉、介護保険全般を担当しております。な

お、業務についてはご承知とは思いますが保健センターで行っております。続きまして施設担当参事の鎌田参事

です。これまで支所にあった建設水道課は本庁直轄となりました。従いまして、厚田支所の施設担当参事として、

道路、橋梁等の維持管理を始め、簡易水道や下水道、厚田公園などの施設管理を担当しております。次に教育委

員会厚田生涯学習課長の小林課長です。本庁教育委員会の直轄課でありますが、各学校の就学窓口を始め、給食

センターの管理運営や社会教育、スキー場の維持管理等を担当しており、事務所は支所に置かれております。以

上が支所の管理職の紹介であります。地域協議会担当職員ですが、地域振興課の高田主査、中村主任が担当とな

っております。次に本庁より担当職員が来ておりますので紹介いたします。企画経済部企画調整課長の吉田課長

です。続いて企画調整課の梶原主査です。以上で職員の紹介を終わらせていただきます。今後ともよろしくお願

い申し上げます。 

 

５．会長及び副会長の選任 

○尾山課長：ありがとうございました。続きまして、会長及び副会長の選任に進めさせていただきます。今回欠

席しております佐藤委員と島田委員からは、会長と副会長の選任は、出席された委員に一任するということを申

し受けております。 

この会長及び副会長の選任については、資料２の裏面をご覧いただきたいのですが、第７条の第２項で「会長

及び副会長は、委員の互選によって定める」となっております。選出にあたりましてどのような方法がよろしい

か、どなたか意見がある方おりますでしょうか。 

○河合や委員：第１期の２年間、会長、副会長をやっていただきました菅原会長と佐藤副会長に次の２年も続け

てやっていただきたいと思います。 
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○尾山課長：ただ今河合委員から１期目の会長でありました菅原委員、また副会長でありました佐藤委員に、２

期目も会長、副会長をしてほしいという意見が出されましたが、いかがでしょうか。 

（「賛成」、「異議なし」の声あり） 

○尾山課長：よろしいですね。それでは、会長に菅原道夫委員、副会長に佐藤勝彦委員と決定させていただきま

す。 

 

６．会長あいさつ 

○尾山課長：会長に選任されました菅原委員にごあいさつをお願いしたいと思います。 

○菅原会長：一言だけごあいさつ申し上げます。合併して地域自治区が誕生しまして、この協議会のメンバーに

選ばれたのは２年前でございます。先ほど市長のごあいさつにもありましたが、２年間の地域協議会の議論や経

過に総括をいただいたところでありますが、その中で一定の協議会としての役割等々については十分ではなかっ

たけれども、一つひとつ着実に地域協働という意識が芽生えてるのではないかと、こういうお話がありました。

そういう意味では私も２年間やらせていただきまして、非常に苦労と言いましょうか、その辺の調整、考え方の

出だしと言いましょうか、非常に苦しい思いをしてきたなという、残られた委員もそうですが、やめる委員もそ

ういう思いをしていたと思います。というのは、先ほどらいいろいろとお話がありました中で、地域振興基金が

ございます。皆さんの期待は、区民の期待は、この地域協議会がその基金を皆さんの要望に合わせて使えるので

はないかということが、非常に表に出ておりましたので、委員も含め、また地域の皆さんもその期待感の中で、

地域協議会は何をやっているんだというような意見もあったかと思います。しかし、私もいろいろと取り仕切る

中で、十分でなかったまでも地域協議会のあり方と基金のあり方というのを何度か研修させていただきながら、

市長がおっしゃられていたように、将来にわたってこの地域が禍根のなきような基金の使い方が大事だというこ

とを再確認しながらこの２年間やってきたところです。そういう意味では十分に協議会の力を発揮できなかった

わけでありますが、しかし何点か、地域として皆で助け合おうじゃないかと、皆でやればこういうことも可能じ

ゃないかと、こんな意識が芽生えたのも事実であります。後ほど紹介があろうかと思いますが、そういうことで

２年間やってきました。私の力不足と言いましょうか、十分全委員さんの意識を掌握できなかった部分もありま

すが、ただ今ご推薦をいただきましたので、ここで無責任にできないなんて話もできませんから、今後も２年間、

皆さんとともに力を合わせて、初期の目的を達成すべくがんばってまいりたいと決意しているところであります。 

 前回任期最終の９月の会議のときには、前任者の委員さんにそれぞれ２年間の中で感じたこと、反省でもいい

ですし、今後に期待することでもいいですということでお話をいただきました。大方の方が次の委員さんに期待

することは、地域の中で若い人たちが本当に喜んで、住んで、ここで経済活動ができる、こんなことを大いに議

論していただきたい、実現していただきたいと、そういった要望がございました。お伝えしておきますが、そう

いった視点で今後も取り進めていくべきかと私は思っております。また、高齢者の方々がこの地域に住んでて良

かったと、そんな助け合えるような、サポートし合えるような地域づくりも大事ですので、それも継続してやっ

ていただきたい、そんなお話もありました。これから事務局からいろいろとお話があろうかと思いますが、地域

協議会のあり方と基金のあり方を再度皆さんで確認、勉強しながら、この２年間進めてまいりますことを皆さん

にご協力をお願い申し上げまして、簡単ではございますがあいさつとさせていただきます。 

○尾山課長：どうもありがとうございました。市長はこの後日程が入っておりますので退席させていただきます

のでよろしくお願いいたします。 

○田岡市長：退席するのもいいんですが、市長にこの際聞いておきたいということ何かありますか。浜益ではい

ろいろと話を聞いてきたんですけれども。むしろ本音でいろいろとね、今までたまっていたことが出たんでない

かなという感じを受けたんですけどね。私も好き勝手なこと言ってきましてけれども。もし確認したいとか、直

接ということがあれば。 
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○菅原会長：市長を交えた懇談会をやるというのもいいですね。 

○田岡市長：いいですね。 

○菅原会長：後ほどそういった機会を捉えてみたいと思います。 

○田岡市長：わかりました、ぜひ。一つだけ、ふるさとの森事業がかすかに見えてきました。その事業、尻たた

けども本当に２年間具体化しなかったです。何とかしろと言ってもですね、今担当者皆下向いてると思いますけ

れど、それでも何とか見えてきたんで、ふるさとの森づくり事業は、地域で取組む大きな事業としてこれからタ

ーゲットにするというのはいいことではないかなと、一言言わせていただきます。今日はどうもありがとうござ

いました。 

 

７．地域自治区及び地域協議会の概要説明 

○尾山課長：会長が決まりましたので、進行を会長にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○菅原会長：次第の７からですね、概要説明について事務局からお願いします。 

○尾山課長：私のほうから概要について、資料２から６までを説明させていただきますが、時間的な制約もあり

ますので概略のみの説明とさせていただきます。 

 資料２をご覧ください。石狩市、厚田郡厚田村及び浜益郡浜益村の廃置分合に伴う地域自治区及び地域自治区

の区長の設置に関する協議書と、非常に長い表題になっておりますけれども、市町村合併に伴いまして、編入と

なりました厚田、浜益の旧２村に市町村の合併の特例に関する法律に基づきまして、地域自治区と区長の設置に

ついて明記しているものであります。この協議書は第１条から第１１条で構成されておりまして、第１条で地域

自治区の設置について、第２条では地域自治区の名称、第３条で地域自治区の設置期間、第４条で地域自治区の

事務所、第５条で地域自治区の区長の設置、第６条から第１０条については、地域協議会に関する取扱いを定め

ております。第１１条は委任ですね。第３条にありますとおり、合併から１０年間は地域自治区、要するに厚田

区として位置づけられることになっております。 

 次に資料３をご覧ください。地域協議会会議規則として第１条から第６条で構成されております。地域協議会

の会議運営のために必要な事項を定めております。 

 続いて資料４をご覧ください。石狩市厚田地域づくり基金条例として第１条から第８条で構成されております。

合併に伴いまして、区民の意思を反映した特色ある地域づくりを図る事業の財源として、地域づくり基金１億円

を積み立てております。第１条では基金の設置、第２条では積立て、第３条で管理、第４条で運用益金の処理、

第５条で繰替運用等、第６条で処分、第７条で基金に属する現金の保全、第８条は委任となっております。現在

までの基金活用事業としましては、皆様のお宅に既に配付されました「あつたの歩み」、それと今年から取組みを

行っております「体育振興事業」の一つで８月にみなくるで実施しました「スポーツと食の体験」、この二つが基

金活用事業となっております。「あつたの歩み」については２８６万７，０００円ほど活用しており、「体育振興

事業」は１２万５，０００円を予定しております。 

 資料５をご覧ください。厚田・浜益地域における地域自治区の概要となっております。これは地域自治区の理

念や期間、地域協議会委員に関する定員や任期、役割などが書いてありまして、先ほど資料２で説明しました協

議書などを簡略してまとめたものです。２ページ目をご覧いただきたいのですが、中ほどに「（４）地域協議会の

役割（ア）」の中に「補完性の原則」という表現がありますが、どのようなものかと言いますと、旧厚田村時代の

ようにすべて行政に依存するというものではなく、自分で処理できるものは自分で行い、自分で処理できないも

のは地域全体で処理する、地域全体で処理できないものは地域と行政が一定のルールに基づき処理する、行政が

行わなければならないものは行政が行うと、そういったことを意味しております。 

 最後になりますが資料６をご覧ください。地域自治区の概要ということで、市と地域住民等の間に地域協議会

と支所が位置づけられていて、地域住民からの意見、地域振興事業計画など地域協議会で議論していただきまし
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て、地域の振興になるものと判断された場合は、市長に意見が提言できる形になります。裏になりまして地域づ

くり・地域経営の流れを示したものですが、地域づくりのために地域住民が自ら意見・アイデアを発案して地域

協議会へ提言します。地域協議会の中で議論し、いいものは地域意見として市へ提言する、改善が必要なものに

ついては、地域住民へその旨指示して返し再度検討してもらうと。このように地域が一体となって取組んでいか

なければ理想とする地域振興を図ることはできないものと考えております。 

 これで概要の説明を終わりますが、これらを見ただけではわかりずらい部分がたくさんあります。１１月７日

に地域協議会とは何か、基金の活用の仕方など研修会を予定しております。わかりやすくスライドを使って説明

するようにしておりますので、その中で詳しく説明させていただきますので、今回は簡単な説明とさせていただ

きます。帰ってから協議書など今回の資料を見ましてイメージをつかんでおいていただければと思っております。

以上で終わります。 

○菅原会長：何かご質問があればお受けいたしますが。 

 

８．その他 

 (1) 今後の日程について 

 (2) (仮)厚田だより作成委員の募集について 

○菅原会長：ないようですので、次に進めさせていただきます。 

○高田主査：私から説明させていただきます。初めに資料７をご覧ください。今後の日程についてでありますが、

ここには今日を含めた１０月、１１月の日程について載せております。次回以降の日程では、第９回の１１月７

日、第１０回の１１月２１日を予定しております。その２回で地域協議会の基本的な事項や委員の役割などにつ

いて、少ない時間ですが研修会などを通して多少なりとも理解を深めていただきたいと考えているところであり

ます。１１月７日については、研修ということで、地域自治区の概要、地域協議会委員の役割、地域づくり基金

の運用などについて、北海道より講師をお招きして開催する予定です。第１０回目の会議については、７日の研

修の中で理解できなかった部分や不明な点などについて、前段３０分程度の質疑時間を設けまして共通認識を図

っていきたいと思います。その後、これまでの取組状況や引継ぎ事項であるライフサポート事業などについて説

明をさせていただきたいと思っております。３回目の会議の最後になりますが、地域協議会のイメージが少し見

えた段階で、今後の開催時間や頻度などについて確認していきたい、また、ライフサポート分科会の委員のほう

もこのメンバーの中から決めていきたいと思っております。 

 今回を含めてこの３回の会議ですべてを理解してくださいとはなりませんけれども、委員としての役割や前協

議会から引き継がれた内容について少しでも理解を深めていただき、前委員の思いを伝える会議になればいいな

と思っております。委員としてこれから２年間の目標となるものが少しでも見えてくるようなものであればと思

っております。本格的な地域協議会としてのスタートは、この３回の会議を終えてからになると思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 次に資料８になります、仮称となっておりますが厚田だより作成委員の募集ということで、１０月中旬の回覧

で地域に回しておりますので見てる方もいるかとは思いますが、地域協議会の中で地域情報誌を作成しようと、

常に情報の発信を行おうということで、地域の話題とか、地域で活躍している人、地域でがんばっているサーク

ルなど、地域の出来事や催しなどの情報を住民手作りの紙面を通して伝え広めようと現在作成委員を募集してい

るところであります。この中には地域協議会の話題も掲載を考えております。基本的には作成委員会が発足後、

紙面構成などアイデアを出し合って検討していただくことにしております。ぜひこの中で委員になりたいという

方は応募していただきたいと思いますし、また地域に適任という方がおりましたら応募していただけるようサポ

ートしていただけたらと思っております。応募用紙は地域振興課に用意しておりますので、何かありましたら声

をかけていただけたらと思っております。 
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 最後になりますが、本日手元にお配りした資料で、タウンミーティングの案内があると思いますが、今年も１

１月８日、午後６時から厚田総合センターにおいて開催されます。今年のテーマは医療保険制度や市の財政状況

となっておりまして、職員がわかりやすく住民へ説明するというものになっております。地域協議会委員の皆様

には、ぜひ参加をしていただきたいと思いますのでご案内をさせていただいております。私のほうからは以上で

す。 

○菅原会長：ありがとうございました。ただ今の説明の中で質問があればお伺いいたしますが。 

○阿部委員：要望なんですが、私今年から出たわけなんですけれども、今までの協議会の内容、流れが皆目わか

らない状況なわけでして、ここでどういったことをやったのかを説明しろというのは難しい話なんで、できるこ

となら会議録をいただければ、私なりに参考にしたいと思うんですけれどもいかがでしょうか。 

○尾山課長：会議録のほうについては、こちらで用意して各委員に送ることは可能ではあります。ただかなりの

ボリュームになります。 

○阿部委員：ダイジェスト版みたいなのがあれば、それでもいいんですが。 

○尾山課長：会議録は大体１回で４枚から５枚くらいになります。毎月やっておりますので、相当なものになり

ますよね。 

○阿部委員：何かうまくまとめたものというのはできないですかね。 

○菅原会長：議案と一緒だからすごいですよね。議案がないと議事録だけ見ても何がなんだかわからないですよ

ね。 

○尾山課長：ダイジェスト版というか、広報に載せたような概要版みたいなものはあるんですが、それでよけれ

ば流しますけれども。 

○阿部委員：それでもいいですよ。閲覧するところはありますか。 

○谷本区長：ホームページには入っているんですけどね。ものはありますから閲覧することはできます。 

○清水委員：私も拝見したいです。 

○菅原会長：恐らく新しい委員さんはそういうことになるんでしょうね。 

○阿部委員：いきなり方向を変えて話すわけにもいかないでしょうしね。 

○谷委員：ネットでは見れるんですね。 

○尾山課長：ホームページを見るのであれば、市のホームページの中に組織別のページがありますから、厚田支

所が出てきますので、その中に地域協議会のページがあります。ただ、ボリュームのあるものを見るのも大変か

なと思いますので、ちょっと考えて概要をまとめて配りたいと思います。 

○阿部委員：よろしくお願いします。 

○菅原会長：他にどなたかありますか。 

○谷本区長：今まで地域協議会では、地域づくりということを念頭に、１億円の基金の活用を含めてやってきた

のは事実なんですが、今後、後ろに課長が並んでおりますが、地域の中で話題だとか何かあれば担当課長が出て

おりますんで、情報提供もしていきたいし、情報も得たいと思いますので、そういう場にしたいと思っておりま

す。 

○菅原会長：全体的に言えることは、皆さんから問題提起や発議がされないと次の会に協議することがないとい

うことが起こりうるんですよね。行政側からの提案はないです、はっきり申し上げまして。そういうことから言

うと、引継ぎとしてライフサポートのことがありますし、厚田だよりは現実的に委員募集で動いておりますが、

そういったことも含めて常に問題意識を持ちながら話を出していただきたいということが私からのお願いですね。 

○阿部委員：こうやって召集されて開かれたときに、皆さんから今日のテーマを出してくださいということでや

るんですか。 

○菅原会長：こちらからもあれば出します。継続しているものとか、行政として皆さんに示したいものとかね。
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しかしそういうことはあまりないですよね。 

○阿部委員：行政側から諮問されて協議するなんてことじゃないんでしょ。 

○谷本区長：本来はそうでないですよね。やはり地域の中でこうしたいことがあるといった場合に、それをこの

場で協議してみようやと、本来はそういう場です。 

○阿部委員：そういったことを寄せ集めていってテーマというものをね。今はテーマは何もないわけ。 

○谷本区長：ライフサポートというものがあって、地域で皆で助け合おうやと、例えば路線バスが走っていない

地域での足の確保だとか、少しお金を出してもいいから皆でカバーし合おうといったものを今は協議している。 

○中井委員：会議の体制というのは、常にこんな感じなんでしょうか。 

（テープ反転中で無録音） 

○菅原会長：地域づくりなり、まちづくりのために行っている中で問題があることを挙げていただいたっていい

んですよ。 

○谷本区長：例えば漁協で朝市をやっていますけれども、２１年からプールが始まって、それと何とか連携した

いなということで、漁協女性部でこういったことを提案して取扱ってもらおうかということがあるのであれば、

こういう意見が出たのでどうでしょうかとここの場に出して委員皆で協議する。まちづくりに皆で入っていこう

と。委員さん自身が地域づくりをやるというわけじゃなくて、住民皆でやっていく、住民から声を吸い上げてこ

こで協議をしていくというのが基本。 

○中井委員：基本に係わらず漁業個人の悩みも聞いていただけるっていうこともあるんですね。 

○谷本区長：それは内容にもよりますけどね。 

○菅原会長：例えば地域の産業興しで今までにないようなことを皆でやろうやということなら、ここで協議して、

それが一般財源でするべきことならそういった応援をしてもらう、場合によっては基金を使うこともあるかもし

れないということですね。 

○吉田委員：７日にはそういったことの勉強会があるんでしょ、勉強しないうちは意見も出せないんでね。でも、

このメンバーならいろいろと出そうな気がしますよ。 

○菅原会長：わかりました、期待しておりますので。 

 

９．閉会 

○菅原会長：それでは大変遅い時間になりました。新しい委員でのこの協議会、無事終わらせていただきました。

心から厚くお礼申し上げます。次回以降もまた皆さん意欲を持って参会いただけますことをお願い申し上げまし

て閉会させていただきます。 

 

 

 

 

 

平成１９年１２月２０日議事録確定 

                               石狩市厚田区地域協議会 

 

                                 会長    菅 原 道 夫 


