
 

平成２２年度第１０回石狩市厚田区地域協議会 

 

【日 時】 平成２３年１月２１日（金） １７：００ ～ １８：１５ 

【場 所】 厚田支所 会議室６ 

【出席者】 菅原会長、佐藤副会長、伊豆原委員、大黒委員、河合委員、小林委員、澤田委員、清水委員、畑中委員、

福沢委員、吉田委員（地域協議会委員 11名） 

      （欠席～谷委員、中井委員、松浦委員、盛重委員、） 

    ※正副会長を除き、あいうえお順 

       ～地域づくり振興組織・団体・地域協議会ＯＢ・ＯＧ等出席者～ （20名） 

      河合保郎、宮岸茂、堀岡敬子、加藤美津子、宮川恵利子、伊藤百合子、高橋悦子、高橋利香子、 

吉田千登世、河合雅雄、伊藤一治、小林和悠、高田恭宏、木村昭一、山口朝也、阿部政二、岡林位和、 

工藤敏史、荒関淳一、渡辺教円 

支所～尾山支所長、成田課長 

      事務局～池垣課長、高田主査、角田主任           合計 ３７名  

      （欠席～相原課長） 

【傍聴者】 ０名 

【次 第】 １．開会 

      ２．会長あいさつ 

      ３．議題 

地域振興事業の取り組みについて 

         ・各種団体の活動状況及び今後の展開について 

４．その他 

     報告確認事項 

・報告事項について 

・次回会議の日程等について 

５．閉会 

１．開会 

 

２．会長あいさつ 

   

３．議題 

地域振興事業の取り組みについて  

・各種団体の活動状況及び今後の展開について 

   今回は、地域で活動している各種団体のメンバーが集まり、始めに事務局から出席者や各団体等の紹介が 

   行われ、また、これまでの地域振興基金の活用経緯について説明された後、各団体の代表者から現在の活 

   動状況や今後の展望について発表が行われました。 

 

         事務局より今回の参加者及び各団体等の紹介とこれまでの基金の活用経緯について説明。 

 

○菅原会長：続いて、各種団体等の活動状況や展望についてそれぞれお話しいていただきたいと思います。最初は厚

田区自治体育振興会会長の河合保郎さんからお願いします。 

○河合会長：それでは私から厚田区自治体育振興会のこれまでの経緯や事業等についてお話しさせていただきます。

平成 18年３月に厚田区の体育協会が解散し、その旧役員の中からは、このまま地区の体育事業がなくな

ってしまうことを危惧する声もあり、平成 18年６月に地域協議会と自治連合会との懇談会の中でスポー

ツ振興について話し合われ、同年 10月４日に厚田区体育振興会設立の準備として、各地区体育振興会の



 

現状と今後の活動について話し合われ、また多くの皆様から設立へのご賛同をいただき、同月 28日に厚

田区自治体育振興会設立総会を開催いたしました。事業についてはミニバレー大会やウィンターレクフェ

スタなどを実施、平成 19年度には、夏、秋、冬の各３事業を計画し、夏は「スポーツと食の体験」秋は

「ミニバレーボール大会」冬は「ウインターレクフェスタ」を実施致しました。またこれらの事業につい

ては平成19年度からの３年間、地域振興基金を活用させていただきながら事業を進めてまいりました。「ス

ポーツと食の体験」事業では子供からお年寄りが集い、健康維持・増進、また地域間・世代間の交流を深

め、厚田の食材を使った食の体験や試食会を行い、また地産地消の意識向上を図っていくということで、

厚田産のそば粉を使いそば打ちの体験なども行いました。秋には小学生から一般男女の区民が集い「ミニ

バレーボール大会」を実施し、冬は「ウインターレクフェスタ」ということで、幼児から一般男女のスキ

ー回転競技や雪像コンテスト、ビンゴ大会など行い、全てを通じ行政と自治会、各団体等のご協力により、

今では厚田区民３大スポーツレクとして定着してきました。平成 21年度の冬には「石狩冬まつり」が開

催され、スキー競技の他に日本一長いすべり台、前夜祭の花火、寒中屋台村など多くのイベントを実施し、

二日間で約五千人が会場である旧厚田スキー場に来てくれました。そのことが今後の地域活動に繋がる良

い機会になったと思います。これからもこの三つの事業を継続していきたいと思いますので、皆様方から

の変わらぬご協力を今後ともお願い申し上げます。 

○菅原会長：続きまして、ＪＡ北いしかり女性部農産加工グループ代表の堀岡敬子さんお願いします。 

○堀岡代表：私たち農産加工グループは、農協・地域・行政の皆様のご支援とご理解を賜りまして取り組んでおりま

す。平成 21年６月に半自動型打栓機が導入され、作業の効率が上がりました。また、要望しておりま

した一口タイプのしそジュースも味が良く出来上がりまして、5,800本ほど作られました。それとお店

の方でも、札幌にあります「ＨＵＧマート」という北海道の特産品を扱うお店や、同じく月寒にありま

す「八紘学園直売所」などでも結構販売させていただき、冬期間はお休みをしておりますが、また春に

なるのを心待ちにしているところです。平成22年度からはトマトジュースを200mlサイズのビンに入

れ販売したところ大変売れ行きが良く、2,000本弱去年販売しております。今後も自分たちが「美味し

いですよ！」と自信を持って言える作品を作って参りたいと思います。 

○菅原会長：次にNPO法人あつたライフサポートの会会長である佐藤副会長よりお願いします。 

○佐藤副会長：ライフサポートの会は、平成17年10月の合併後、地域協議会の中で今厚田区では何が問題なのか、

また困っている事は何かを調査したところ、一番多かったのは足を確保する問題でした。だんだん高齢

化が進み車に乗れなくなったり、過疎化の影響で人口が減りバスの利用率が低くなることでバスの本数

も少なくなっていく可能性が高くなり、そうすると益々足の確保が難しくなってくるという、高齢化・

過疎化で悪循環になってくる、そういう不安が住民にはあることがわかりました。そこで地域協議会で

交通システムの分科会を立ち上げ、実際にどれくらいのお年寄りが足の問題で困っているのかを調査を

し、先ずは対策としてスクールバスへの一般混乗を実施しました。しかし、スクールバスは決まった時

間にしか動きませんので、そこに一般混乗するというのは実際に利用する方にとっては不便であったよ

うです。それから丁度２年が経過し地域協議会委員が交代する時に、独立した形で足の確保の問題を手

掛けてみようということでライフサポートという名称にかえて引き続き調査等を行いました。厚田区の

高齢者８割近くの方々に個別訪問調査を行ったところ、足の確保と除雪について不安を抱えている方が

多いという結果が出ました。そこで、ライフサポートをNPO法人化し、きちんと有料化していこうとい

う風に考えました。ところが、NPOの法人化についてはある程度順調に行ったのですが、問題は有償で

の運送ということで、お金をとって運営し路線バスやタクシーなどの営利を妨害するようなことは認め

られないので、考え方を変え、厚田区は路線バスまでの距離が離れている家が点在していることから、

三度目の調査として家からバス停までどのくらいの距離があるのか調べライフサポートマップという

のを作成し、それらの基本的なデータをもとに、バスやタクシー会社、運輸支局と協議を行い何とか許

可を得て、本年度４月から有償運送を始めることができました。ちなみに前年度まではどのくらいの利

用者がいるのか調査も兼ね無料で運送をしたところ、高齢者クラブやいきいきリハビリ、バス停までの



 

送迎として利用者した方が約千人もいました。今年度からは有償となり利用者も減ることが見込まれま

したが、約７割くらいの方々が引き続き利用しているということで、現在の収支見込みについては税金

の支払いやサポーターへの報酬も支払いながら運営できるという見通しが立っております。また利用者

の方々の意見としては、今までは近所の方に足の問題でお願をしても結構気を使う部分があったという

ことですが、有償で行うことで気兼ねなく利用でき、料金としては原則タクシー料金の半分とうことで、

大勢で利用すればその分料金も分散されるので利用しやすいという声も聞いていますし、これからも利

用下さる方々がコンスタントにあるのではないかと予想しております。この地域協議会から独立した形

で法人化し、今のところはある程度軌道に乗るだろうという見通しで行っております。これから益々足

の確保というのは厚田区では大切な一つの事業だと思っておりますので、特に自治連合会の方々にご理

解をいただき、なるべく多くの方々が家に閉じこもることなく外へ出られやすい環境を作り、いつも元

気に厚田の地で健やかに過ごしてもらいたというのが私たちの願いです。北海道には同じくNPO法人を

立ち上げ活動している団体があり、そういうところを参考にしていきながらやってきましたけれども、

実績と収支ということでは、私たちの地区では実際に利用者も多いということで成功している一つの例

ではないかと思います。そしてこの成功例というのには一つには地域住民だけでは決してできることで

はなく、ここで大きく関わってくれたのは地域振興課の行政の方々が非常に大きく私たちをリードし支

えてくれたというのが大きな要因ではないかと思います。このライフサポートの会が今後とも運送事業

で順調にとり行えるよう地域住民と行政の二つが上手く絡み合いながら頑張って参りたいと思います。 

○菅原会長：続いて、あつたの森を支援する会「やまどり」事務局長の小林和悠さんお願いします。 

○小林事務局長：あつたの森を支援する会というそもそもの発足ですが、厚田区は森林に囲まれておりますが、補助

や助成がある部分については手入れがされ、それ以外の森林においては結構荒廃している状況が多々見

受けられる状況になっております。そこで我々といたしましても少しでも何とかそういう状況を支援す

ることができないものかということで、有志が集まり、平成 20年３月に会員七十余名で発足した状況

であります。最初は機械や機材もなく個々で持ち寄りながら活動を行っておりました。また厚田には80

パーセントを超える森林の中で、どこから手をつけていけば良いのかということもありましたが、さし

あたっては市が所有する山を中心に活動していくこととし、牧佐内地区に生活環境保全林があるのです

が、そこを拠点に活動を始めたところでございます。活動内容としては年に２回草刈りを行い、住民の

方々にも森林に親しみやすく沐浴など楽しめるような場所づくりをしようということで手を入れをし、

少しでもなじみのある場所にしていきたいということが始まりであります。発足から約３年が経ち会員

数も57名と若干減りましたが、活動範囲も徐々に広がり平成21年度には牧佐内地区にあります「つう

けんの森」や昨年ははまなす園があります小谷の山の方で植林などの活動を行い、行く行くは市民の森

などを手掛けていきたいと考えております。また会員においては自分の生活を持った中でのボランティ

ア活動ということで限度もございますので、無理なく事業を進めて参りたいと思っております。また地

域協議会や行政の方々のご協力により、昨年度地域振興基金で150万円という予算をいただきまして機

器等の整備をさせていただき、今年度からそれらを使わせていただきながら活動をしております。昨年

の活動といたしましては、先程もお話し致しました生活環境保全林の草刈りや、そこにいくつかの遊歩

道があるのですがそこの草刈りや植栽を行いました。また、皆さんボランティアで働いていただいてい

るものですから何か楽しみもなければこれも大変と思い、夏には皆で焼き肉をしたり、秋のシーズンオ

フにも皆で集まり労をねぎらう交流などを行い、会の結束や次回へ繋がるよう工夫をしながら、今後も

仲間を大切にし、活動していけたらと考えております。 

○河合会長：少し私からも付け加えさせて下さい。事業活動等については今事務局から説明があった通りですが、私

も発足時からやまどりの会に携わり、始めは事業がある毎にボランティアとして、しかも１年間に 10

回もでてもらわなければならないことがあることに不安もあったのですが、私もこれまでの経験上、こ



 

んなに協力的にボランティア活動していただける会というのはないのではないか、という風に思ってお

ります。また会員の奥様方にもボランティアの更にボランティアとして、焼き肉などの準備等にご協力

お手伝いをいただき、本当に会自体の努力と周りの方々の支えがあるからこそこの会は成り立っている

ということを痛感しております。今後とも地元の方のご協力をいただければと思いますので、宜しくお

願い致します。 

○菅原会長：ありがとうございます。では次にあつた水彩画展実行委員会の実行委員長であります大黒委員お願いし

ます。 

○大黒委員：私は厚田に住んで 13年しか経っておりませんが、厚田は文化のまちではないかと思うんですね。実際

に子母沢寛など色々な方も出てますし、あらゆる面の優秀な方がいると思います。また、厚田には素晴

らしい景色のポイントが多々あり、聚富から車で走っていると、まず望来の坂から見下ろす景色を初め、

古澤や厚田、そしてルーランの海岸線まで素晴らしい場所と言いますか、絵になるところが沢山ありま

す。実際にこの厚田の景色に魅かれたという有名な芸術家もおります。一人は道展水彩画のトップで宮

川美樹という人物がいるんですが、この人も毎年（聚富地区の）知津狩に来て海岸の風景を描くんです

よ。それから日本でも有名な方で、水彩画や油絵全て混ぜた中での賞で安井賞というのがあるんですが、

そのトップ賞をとった柳田昭という水彩専門の画家がいるんですが、彼と一緒に絵を描いた時に、厚田

は素晴らしいなぁと言うんですよ。そのことにも刺激され、何とか厚田で水彩画の展覧会を開いてみて

はどうかと、優秀賞には賞金を出し良い作品はこちらで買い取って展示会をし、皆で美術の良さという

のを知ってもらい、また子供たちにとっても絶対に財産になると思うんですよね。そしてこのことは将

来に繋がるものと思ってやりたいと思っています。それと厚田の宣伝という面においても、絵を描いて

商品を渡せば厚田の産物のＰＲになりますし、厚田に来て絵を描いてもらえば厚田の魅力もわかってく

れるということで、芸術と地域振興を兼ねた想いを持ちながら今回この会を発足いたしました。実行委

員は私を含めて４人であり、このメンバーでなんとかやっていこうと思っていますが、皆さんからのお

力も貸していただければと思います。それと今後の計画なんですが、４月までに要項を作りやスポンサ

ーを募り、審査委員長など色々と決めていきたいと思っております。それから６月から作品の募集を開

始し、応募期間は翌年の３月までの９ヶ月間と考えております。大体初めとしては 50作品を集められ

たらと思っていますので、皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

○菅原会長： この事業も成功させていきたいですね。次に厚田アグリビジネス研究会の委員である河合委員より説

明願います。 

○河合委員：厚田アグリビジネス研究会、通称「アテック」というんですが、本日は代表の菅原道隆さんが他の会議

により欠席ということで、私から簡単ではありますが説明したいと思います。この研究会は６年前に委

員全員の本業であります農業を通じて、何か新しい商売・商品化ができないかというこで４名が集まり

思案いたしました。最初はどういうものをやっていけばいいのか悩んだのですが、たまたま農協には女

性部という加工グループがありまして、その中で加工場があり色々な加工品を取り扱っているというこ

とで、そこからのものを少し真似、最初に有機のしその葉を使ったしそジュースというのに取り組みま

した。販売についてもこの商品を気に入ってもらえた会社があり、インターネットで主に販売している

「自然村」というところなんですがそこで売られております。しそジュースというのは大量に消費され

るものではありませんが、健康食品ということで消費者からも人気があり、少しずつではありますが販

売をしております。この他にもオーナーボックスのお届け便ということで、厚田の四季折々の農産物に

ついて季節によっての厚田の主な産物を詰め合わせ、宅配便を通じて販売活動を行っております。昔は

春夏秋三つの農産物をお届してたのですが、今は冬ということで海産物を取り入れることを決定し、農

業と漁業が一緒となって販売しております。実際に今までの申し込み件数は５年間の累計で400件を数

え、それぞれの消費者皆さんの食卓にならんでいることと思います。まだまだ皆さんの会の活動には及



 

びませんが、これからも新規作物に取り組みながら、同じ一次産業である地元の漁業と一緒になって展

開していければと考えております。 

○菅原会長：それでは最後に厚田資料室サポートの会からの説明をお願いします。 

○高田主査：今回は代表の菊池さんが欠席ということで、私からご説明させていただきます。まず今の会の前身であ

りますリニューアル構想策定協議会の発足経緯からお話しさせてもらいます。この会は厚田の歴史文化

の伝承と後世にその歴史を語り継ぎたいという想いから平成 21年２月に立ちあがっております。構成

メンバーについては、厚田に「子母沢寛を読む会」という会がありまして、その会のメンバーと先ほど

言った目的に賛同をいただいた方々を加え計 14名、そして市の方からは本庁の文化財課、厚田生涯学

習課、そして厚田支所地域振興課の計職員８名で、地域住民と市との協働でリニューアルを図ろうとい

うことで立ち上がりました。活動につきましては、平成21年２月から昨年の５月16日のリニューアル

までの約１年３ヶ月間活動を行い、月に大体２回から３回の会議が開催され、皆さん無償ボランティア

で協力をいただきながらリニューアルを果たすことができたという状況です。ここで簡単に１年３ヵ月

の経緯についてご説明致します。最初に会が発足しまして、先ず今の資料室をどうしようかというとこ

ろから始まり会議の中で大枠の構想について話し合われました。その中で厚田から輩出された４名の著

名人に着目し、その方々を中心とした厚田にしかない独自の資料室を作り上げていこうということで大

枠の構想を固めました。次に展示されている既存の資料を確認することとし、先ずは約700点ある資料

について台帳の作成や既存資料の確認作業を行い、次にどの様な形で新たな資料室をつくり上げていく

のかということで、近隣市町村の視察を行い構想策定が進められ、また、今ある資料を全て出し、空に

した状態で配置等色々な構想を考えようと資料の移動作業も行いました。その後、地域振興基金を活用

させてもらい、市民図書館で「厚田ゆかりの四人展」というパネル展を開催し、開催期間 11日間で約

1,500名という多くの来場があり、その間会のメンバーも交代で説明員として会場に足を運び、来場さ

れた方に資料等の説明やどの様なニーズがあるかの聞き取り調査も行い、これらの意見をリニューアル

に向けての参考としながら、協議検討を重ね構想を策定、平成22年５月16日に晴れてリニューアルを

果たすことができました。リニューアルの際には、市から地域づくり基金として三百万円の補助をいた

だき活用させてもらいました。使途といたしましては、主に展示にかかる内部改修工事費に充てられ、

外観の方も綺麗になった訳ですが、これについては基金とは別、一般財源にて整備が行われております。

また内部改修工事の際には、会のメンバーではないのですが統括現場管理者として元建築関係のお仕事

をされていた聚富在住の高橋さん、内部のトータルコーディネートには芸術家で望来在住の望月さんに

アドバイスをいただきました。更には、今日お見えになっております「やまどり」の会の方々には、資

料室看板の木枠の作成と設置まで協力をいただきました。このように、会のメンバーのみならず、多く

の地域の方々の応援・支えをいただきながらリニューアルオープンを迎えることができました。結果、

今年度10月末のクローズまでに2,817名の入館者があり、これは前年度に比べ約７倍強、また収入に

おいても約６倍強になるなど前年度を大きく上回り、ここ 10年間の経緯を見ましても一番入館者が多

かったという結果となりました。資料室に行かれた方はおわかりだと思いますが、以前は建物の外観に

は何もなかったのですが、今は館名板やゆかりの四名の似顔絵が飾られるなど、一見して何の建物かが

わかるようになりました。また、この似顔絵については、大黒委員とそのご家族に描いていただいたも

のです。最後に今後の取り組みについてですが、一応リニューアルを終えたということで構想策定協議

会としては一区切りついたのですが、これまでの想いや意思を絶やすことなく、新たな会「資料室サポ

ートの会」として今後も活動を継続していこう、自分達ができることを工夫しながら進めていこう、そ

して来年度は来館者5,000人という目標を掲げ、大黒会長を中心に会の目的達成に向け、また入館者増

に向けた取り組みを図っていきたいと考えております。 

○菅原会長：ありがとうございます。少し時間もかかりましたが、それぞれから詳しく丁寧にご説明いただきました。



 

一応予定しておりました各団体等からの発表はこれにて終了ということになります。それと、今日は北

石狩商工会副会長のや北石狩農業協同組合支所長がお見えになっておりますので、地域振興ということ

で宜しければ産業団体という立場からご意見等いただければと思うのですが…。 

○荒関支所長：今各団体からのお話を聞いておりましたが、地域が一体となって厚田区を盛り上げていこう、地域振

興を図ろうという想いをありありと感じたところです。私も昨年４月に農協厚田支所に就任し、市役所

厚田支所長とも何か厚田のブランドというのを探していこうというような話もしていたのですが、たま

たま昨年あのような水害があり話もちょっと止まっている状況なのですが、何とか新たなものを発掘し

て生産していきたいという考えを持っておりますので、今後とも宜しくお願い致します。 

○菅原会長：ありがとうございます。続いて商工会の藤田副会長いかがでしょうか。 

○藤田副会長：今、農協の支所長からもお話がありましたけども、やはり私も、皆さんが厚田区のことをとても考え

てやって下さっているということを、お話を聞いて感じたところであります。私ども商工会といたしま

しても観光行政も預かっており、厚田資料室やプール、公園などの維持管理を扱っております。そうい

うところで厚田区の観光というものと、商工会会員が地域で生きていくというものを預かっている部分

もありますので、そういうものも考えていただきながら地域の色々な団体の動きの中の一員として、商

工会としての生き方も少し入れていただきたいと思いますし、また、会員の力も活かせられるよう色々

と協働の動きの中に加えさせていただければと思っております。 

○菅原会長：大変率直な意見をいただきました。ありがとうございます。自治会を中心とした自治の在り方、それか

ら、それらをサポートする福祉やボランティアの皆さんとの繋がりも大事ですが、もう一方では農業・

漁業・商業の経済活性化が一番地域振興に必要だろうと考えています。そういう意味ではこういう会を

核として連携し合い、問題や課題を探りながら地域が生き生きとできるような状況を作っていくのが、

本来の姿ではないのかなと私は思います。区としては 10年間の約束でありますから、初めに地域振興

基金について説明がありましたが、これもある意味制約があるものと思っております。後わずか４年間

ですから、協働ということの成熟度もかなり高まってきておりますので、産業団体の皆さんとも一体と

なって地域経済の事もしっかりやっていける状況を作っていきたいし、多方面から新しい事業について

ご提案いただき、基金を大いに活用してもらいたいと思っております。いかがでしょう、皆様からご意

見等何かございませんでしょうか。 

○吉田委員：地域協議会は私たち委員が意見を出し合って進めていくものではなく、地域の皆さんから色々な意見、

あるいは提案を出していただいたものを協議するところなので、１億円の基金もまだほとんど残ってい

るような状態でございますので、そういう意味も含めまして、どしどし地域協議会に意見・提案してい

ただき有効活用していければと思いますので、宜しくお願い致します。 

○菅原会長：他に何かございませんでしょうか。それでは報告事項が１点ございますので事務局方からお願いします。 

 

４．その他 

  報告事項 

   ・平成23年度の地域振興事業について 

      平成23年度地域振興事業として計画されている２事業について、これまでの経過や今後の展望などにつ

いて報告。 

    ◎「あつた水彩画展芸術文化事業」について 

     ・当初の計画通り進められることが報告されました。 

    ◎「コミュニティ活動拠点創出事業」について 

     ・旧厚田村介護支援センターをコミュニティ活動の拠点として利用するにあたり、施設自体赤水が出ると

いうことで、当初、建物内部配管の布設替えをするということで予算を組んでおりましたが、旧厚田村



 

時代に布設替え工事が既に行われているということがわかり、赤水の原因は何かを再度調べた結果、国

道を横断している管が鉄管であることがわかり、この管が赤水の原因ではないかという結論となりまし

た。そうなると地域振興基金を使う事業として該当しないことから、本庁の水道室工務課と協議した結

果、この工事については水道管理者である市が行うこととなり、よってこの事業については基金を活用

しないということとなりました。しかしながら、コミュニティ活動を推進する中で、この施設が中心的

な場として活用していくという考え方・方向性については、これまでどおりである旨報告されました。 

   

  次回会議の日程等について 

 

・次回地域協議会 

平成２３年 ２月２４日（木） １８：３０ ～ 望来コミュニティセンター みなくる 

 

５．閉会 

 

平成２３年２月２４日議事録確定 

                               石狩市厚田区地域協議会 

 

                                  会長 菅原 道夫 


