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平成 25年度第６回石狩市厚田区地域協議会 

【日 時】 平成25年９月30日（月） 18：30 ～ 19：55 

【場 所】 厚田保健センター １階 多目的ホール 

【出席者】 11名（15人中） 

役 職 氏 名 出欠 役 職 氏 名 出欠 役 職 氏 名 出欠 

会長 佐 藤  勝 彦 ○ 委員 河 野  すみれ ○ 委員 前 田  和 也 ○ 

副会長 吉 田  一 男 ○ 委員 柴 田   肇 ○ 委員 松 浦  百合江  

委員 有 田  修 治  委員 高 橋  敬 二 ○ 委員 美 馬  康 子 ○ 

委員 大 黒  利 勝 ○ 委員 中 井  寿美子 ○ 委員 盛 重  栄 司  

委員 加 藤  美津子  委員 平 賀  敏 子 ○ 委員 渡 邉  教 円 ○ 

    ※正副会長を除き、あいうえお順 

本 庁 ～ 企画課 高野課長、森本主任主査、門井主任 

支 所 ～ 尾山支所長・池垣課長・熊谷課長 

事務局 ～ 髙田課長・栗谷主査・渡部主任・永澤主任 

（地域振興課） 

【傍聴者】 ２名 

【次 第】 １．開会 

      ２．会長あいさつ 

      ３．情報交流（リラックス タイム） 

        ・地域の「ちょっといい話題」交流 

      ４．地域振興の取り組み 

        ・厚田区コミュニティ「ゆめ倶楽部」の取り組みについて（資料１） 

５．協議事項 

        ・地域おこし協力隊導入に向けた検討結果について（資料２・３） 

        ・第４期総括並びに引き継ぎ事項について（資料４） 

６．その他 

        ・次回会議の日程について 

７．閉会 
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１．開会 

髙田課長： 

 

皆さんお晩でございます。第４期目最後の地域協議会となりますが、会議に入る前に有

田委員、加藤委員、松浦委員、盛重委員の４名から都合が悪く来れないと連絡を受けてお

りますので、報告をさせていただきます。また、河野委員と前田委員については若干遅れ

るという連絡が来ております。 

平成25年度第６回石狩市厚田区地域協議会を開会致しますので、会長の方から挨拶をよ

ろしくお願い致します。 

２．会長あいさつ 

佐藤会長： 

 

皆さんお晩でございます。日が暮れるのが速くなりましたが、家から見える夕日が沈む

時間が早くなると同時に、暑さ寒さも彼岸までという事で朝晩は段々と冷えて参りました

のでお体の方を御自愛下さい。 

今日は第４期最後となり、２年間私を支えていただいて色々なアイデアや実際に事業も

立ちあがったりしながら２年間やって参りました。今日はその総括として議題にも挙げて

ありますので、この２年間を振り返りながら進めていきたいと思っております。 

３．情報交流（リラックス タイム） 

４．地域振興の取り組み（報告事項） 

  ・厚田区コミュニティ「ゆめ倶楽部」の取り組みについて（資料１により吉田副会長から説明） 

５．協議事項 

地域おこし協力隊導入に向けた検討結果について（資料２・３） 

佐藤会長： 

 

それでは協議事項に入りたいと思います。地域おこし協力隊導入に向けた検討結果につ

いて、資料２・３の説明を髙田課長の方からよろしくお願い致します。 

 

髙田課長： 

 

それでは、私の方から「地域おこし協力隊導入に向けた活用検討会の検討結果について」

報告をさせていただきます。 

資料２をご覧ください。この組織は、平成25年２月地域協議会・地域振興団体・区民、

それぞれ２名を選出し、支所が事務局となり、本庁企画課の皆さんにも参画をいただきな

がら、佐藤地域協議会会長を座長として検討会を立上げ、検討を進めて参りました。 

検討会は、２月の発足式を含め計６回開催をさせていただき、第１回検討会では制度概

要の確認と本日４期目最後の地域協議会への提案を視野に入れながら、スケジュールを立

て、検討会をスタートさせたところです。 

７・８月に開催した検討会では、『厚田が元気になるために必要な人物像』はどんな人だ

ろうと話し合った結果、将来定住（起業・就業）するためには、自らの活動だけに没頭す

るのではなく、地域のために尽くすボランティア精神を兼ね備えた２つの柱を持つ人が理

想ではないかと話し合い、今月２回の検討会の中では、活動内容の絞り込みと募集概要に

ついて、別紙資料２・３のとおりまとめ、検討会を終えたところです。 

それでは資料２をご覧ください。ここでは「求める人物像」と「目指すべき方向性」が

まとめられております。求める人物像のコンセプトは、地域貢献、ボランティア精神、情

報発信、おもてなしの心を持ち合わせた人であり、地域に入り、地域を知り、夢を膨らま

せ、その実現に向け熱中して活動できる人が、私達が求める人物像ではないかとまとめた
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ところです。 

 具体的に、地域貢献の意味合いとしては地域行事等、コミュニティ活動に積極的に参加

しようという意識が旺盛な人で、地域のため、人のために汗を流す事を惜しまない、そん

な姿勢を持ち合わせた人を指しています。 

次に、ボランティア精神ですが、地域振興の取り組みを応援・支援・参画する意欲の旺

盛な人を意味しており、７つの団体の他、地域には獅子舞保存会であったり、太鼓の会で

あったりと、まだまだ様々な地域団体が地域活性化を目指し、活動を展開していることか

ら、これらの団体と一体となり、まちづくりに積極的に参画する姿勢を持ち合わせた人を

意味しています。 

情報発信ですが、電子機器・媒体を有効に活用し、情報発信ができる人。 

おもてなしの心ですが、地元の人もそうですし、地方から厚田を訪れる人に対してもそ

うですが、多くの人に喜んでもらいたいという想いが旺盛な人を意味しております。 

最後に夢ですが、厚田に住み、地域を知り、人を知り、あらゆる厚田の資源を活かし現

状に満足しない「創造的」な発想を持ち合わせ、夢を抱き、その実現に夢中になり、熱中

できる人を意味しており、地域おこし協力隊員に求める人物像として検討会としてまとめ

ました。 

地域おこし協力隊が目指すべき方向性では、コンセプトとして、地域資源を活かした取

り組みとしてまずは地域を知り、人を知ってからになるとは思いますが、４年後の定住（起

業・就業）を視野に入れながら、活動に取り組む姿勢を持ち合わせている事、もう１つは、

札幌から１時間という地の利を活かそうという事で、観光資源を核とした取り組み・展開

を目指す姿勢を持ち合わせている事を掲げました。 

その目指すべき方向性のイメージとしては、表に段階的に示しておりますが、基本ベー

スとして厚田の豊富な「地域資源」「観光資源」を核としながら、第１段階では厚田を知っ

てもらうということで厚田の地域資源であったり、観光資源を知ることからスタートして

いただき、目標・夢を抱く。第２段階では、これから進めようとしている複合施設なども

視野に入れていただきながら、その施設との連携を意識しながら地域おこしを進めていく。

第３段階では地域との関わりを大切にし、沢山の人と人とのパイプ・人脈を作りながら、

最終形である定住（起業・就業）に向けた姿を描きだし、その道を探る。第４段階として

定住（起業・就業）を意識した準備を進めるという、一定の方向性をまとめました。 

 次に、これら検討結果を踏まえ、募集概要（案）について資料３に整理をしております 

ので資料３をご覧ください。この資料には両区の概要が記載されておりますが、厚田区の

部分をご覧いただければと思います。まず、活動内容ですが、この部分については、先ほ

ど説明した資料２の検討結果を踏まえた活動内容となっており、コミュニティ活動から地

域の活性化に必要な活動と５つのその内容を掲げています。活動場所は、厚田支所と厚田

区内一円ほかとしております。募集対象・人数は、20歳以上とし二名。運転免許・パソコ

ンができる人と要件を付けたところです。任用形態ですが、第１種非常勤職員（特別職）

と位置づけ、兼業も可能となっており、出勤時間も週 40時間以内であれば自由ということ

で、より活動しやすい任用形態としたところです。勤務時間は週 40時間以内、週５日勤務、

報酬は特別交付税 200万円の対象範囲とし、１月当たり166,000円としております。待遇・

福利厚生は活動車両として公用車を配車することを考えており、デスクやパソコンは支所

に配置することとしております。住居については、単身者の場合は別狩の単身者向け職員

住宅に４戸の空きがありますので、そこの借り上げを予定し、世帯持ちの場合は、望来の

民間住宅を無償貸与することと考えています。募集の方法ですが、無料のサイトや東京で
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の合同説明会での出展などを考えており、全国から幅広い人材を求めたいと考えておりま

す。最後に選定方法ですが、書類審査・面接で選考したいと考えており、職員のみならず

地域協議会委員にも選考委員として入ってもらうことを考えているところです。 

以上が募集概要となります。 

 検討会では２点ほど議論になったところです。１点目は人数です。人数については５名

以内で募集してはどうかなど、さまざまな意見が出されたところではありますが、事務局

としては受け入れる側も、来ていただく協力隊員と一体となり、誠心誠意関わっていきた

いと考えているところであり、現状の業務量、受け入れる側の体制、さらに今後も状況・

必要に応じて、継続的に募集を検討できるという理由から、今回は２名ということで地域

協議会へ提案をさせていただきました。 

 ２点目は、報酬では特別交付税 200万円の範囲では少なくないか、一般財源での上積み

を検討してはどうかという意見もありました。 

この部分につきましては、改めて市として検討をして参りますので、一任していただく

事の了解をお願いし、検討会からの提案と致します。 

ご審議の程よろしくお願い致します。 

 

佐藤会長： 

 

この地域おこし協力隊の受け入れに関しましては、地域協議会でも検討し、具体的な点

に関しましては、検討会に諮問するという形をとりまして、その諮問に対してこういう検

討結果が返ってきました。２点ほど皆さんにご検討いただきたいと思いますが、その前に

検討結果を説明していただきましたが、内容について質問等がありましたら議論の前に受

けたいと思いますが、これは地域協議会でも検討しまして、この制度も地域協議会の中で

説明をして参りました。また総務省での地域おこしの為の計画、それから総務省では全国

的にもう少し、この人数を増やそうという計画ですから、現在のところ募集人数に関して

は上限を設けていないというような点もあります。是非、この制度を使って厚田も外部人

材を導入しながら地域の活性化を図りたいという目的を達成したいという事です。 

 

柴田委員： 募集方法について、合同の説明会が１月にあるような記載がされておりますが、この説

明会より前に募集の広告などを出すことと思いますけれども、具体的にはどのような感じ

になるのでしょうか。沢山の人に周知徹底をした方が良い人材が集まると思うので、限定

されたところだけではなく、出来れば広い範囲で沢山の人の目に付くような所に広告を出

した方が良いと思います。 

 

髙田課長： 今、募集概要（案）という事で説明をさせていただいた訳ですけれども、まだまだ詰め

なければならない部分もあって、若干変わる事も想定されている訳です。今のスケジュー

ルでは、設置要綱が11月中にはある程度固まってきまして、最終的に募集要領の策定が１

月中旬となります。１月19日に開催する全国合同説明会までには準備をしなければならな

い訳ですが、一番大きいのは、この東京ビックサイトで予定している説明会に出展すると

いう事で、今、予算を組みながら準備を進めているというのが一つと、あとは無料のサイ

トが色々とありますので、そういうものを活用しながら、整い次第進めていくというよう

な形で考えているところです。 

 

佐藤会長： これは毎年そうなのですが、ＪＯＩＮのホームページにも出ますし、それにリンクして

いるようなところにも出ます。それから記載されておりますとおり、有料広告としてリク
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ナビ、新聞広告、求人情報誌も全国的に見て、どこでどういう風に手を打てば人が集まる

というのもこれを専門にしているところがあるものですから、そういう所に相談をしなが

ら、柴田委員が言っているようにより多くの人に厚田の魅力などを知ってもらう。厚田は

地域資源や観光資源が豊富なので、そういうものを観ないとやってみたいと思わないので

はないか。札幌から１時間以内の距離で活動できるような場所というのもあまり多くない

ので、そういうものも含めた募集方法を少し検討したいと思っております。 

  

柴田委員： 有料広告を出す場合の広告費用というのは総務省の方から出るのでしょうか。 

 

髙田課長： こちらの方で予算措置を行ない、最終的に費用は出してもらえます。 

  

柴田委員： そういう事であれば大いに活用して欲しいと思います。そしてとにかく良い人材に来て

ほしいと思います。 

 

佐藤会長： 

 

より多くの意欲のある人材に来ていただけることを願います。 

 

大黒委員： 

 

報酬の事ですが、大卒の初任給位かと思ってはいたのですが、実際にはそれ以下で、手

当もないという事で色々と配慮はあるのかと思いますが、その点について教えていただけ

ればと思います。 

 

髙田課長： 報酬額については一般財源で上積みをしている自治体もありますが、自家用車の持ち出

しや住宅費など本人負担となっています。本市の場合、上積みはありませんが、その分本

人負担がかからないよう住宅費であったり、車代を支援するなどの検討をしているところ

です。個人的には目的を持ち、自分の行きたい所を見つけ、好きなことが目指せ、さらに

３年間報酬を頂きながら、四年目から起業への道が…その可能性が開けるのであれば、当

然お金が無ければ生活も出来ない事は理解しますが、あまり報酬の金額に左右されないの

ではないかと思っております。それぐらいの気持ちを持ち合わせた人でなければ、定住・

起業は難しいのではないかと考えます。 

  

渡邉委員： 非常勤職という事から考えると、例えば休みの日とかに別なアルバイトなど可能なんで

しょうか。 

 

髙田課長： 可能です。 

  

渡邉委員： 若い人達なら可能かも知れません。 

  

佐藤会長： 全国的に、この地域おこし協力隊で特に若者などは、地域で起業しなければならないの

で、その為に２年目、３年目からは自分で収益をあげるという事を考えて、積極的に活動

を始めるようです。それを兼業が可能という事で認めておりますので、そういう事も積極

的に行なう事で収益を上げられる。最近の一番新しい情報では、非正規雇用の方の年収は

大体 160万円。ですから今回は年間 200万円であり、非正規雇用と比較して下さいという

訳ではありませんが、そういう人達も全国的には多い。だからそういうものも含めまして、



- 6 - 

 

今言った自由に自分で稼げるという事と車を借り上げしてくれたり、住居を無償で提供し

てくれたり色んなメリットがありますので、そういう事も含めると、結構やってみたいと

思う人が現れるような気がします。将来給料取りになるという訳では無くて、自前で自分

の腕一本でやっていこうという事ですから、厳しい所もあるとは思います。 

  

柴田委員： 光熱費などはどうなのか。 

  

佐藤会長： 勿論自前になります。 

  

柴田委員： 全国的に行なわれていると思いますが、暖かい地方ではそこまでではないと思いますが、

我々の地方では暖房費が結構かかるので、そういった部分を少し考えてあげなければ厳し

いと思うんです。 

  

佐藤会長： 一般財源の部分でもありますし、要望としての意見ということで受けておきます。 

  

吉田副会長： 「兼業も可とする」という事ですが、生活の方に重点を置かれても困る。 

  

高橋委員： 勤務時間が週40時間以内と決まっていますが、非常勤であっても勤務時間は拘束される

という意味なんでしょうか。 

 

髙田課長： 40時間はそうですが、出る時間などは自由です。 

 

高橋委員： この40時間という勤務時間数では、どういう内容を行なうのでしょうか。 

  

柴田委員： 40時間に食い込むようなアルバイトの仕方はいけないという事でしょうか。 

  

髙田課長： そうです。最低限40時間というのは地域おこし協力隊員としての活動という事です。 

  

渡邉委員： 要するに支所の職員と同じ時間を働くという事なんでしょうか。 

 

髙田課長： 勤務時間帯としてはそうですが、活動内容としては事務所に居る訳では無く、地域おこ

しの為に積極的に外に出て行ってもらおうと思っています。 

 

佐藤会長： 問題は先ほど言いましたように、人数を増やしますと職員の数が限られておりますので、

相手も始めてで、こちらも始めて受け入れる訳で、１年、２年、３年というプログラムを

こなしていかなければならないし、それを行いながら役所の仕事もしなければならないと

いう事なので、これは色々と議論にはなった訳ですけれども、１回目に関しては、２名を

募集人員にしたいという気持ちも解ります。私達としては何名でも良いのですが、例えば、

上限を４名とか５名でと言ったとして、仲間が多い方が新しく来た色んな人達の話し合い

で自立する活動に大切だから、給料もらってお世話をしてくれる役所の人達と自分達のこ

れからの生活は違うので、そういう仲間同士のコミュニティも必要なので、人数が多い方

が良いと我々は言えるんです。ところが５人が来たら、ある程度誰かが面倒を見なければ
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ならないというのもあります。 

 

渡邉委員： 石狩市としては、浜益にも２人来るので４人になる訳で、当然、情報交換とかもしてい

く訳なので、そう考えると良いのではないでしょうか。 

 

佐藤会長： 浜益に行きたければ行けますし、道内でも色んな所に地域おこし協力隊が入っています

し、良いのではないでしょうか。 

 

渡邉委員： 傾向として気になるのは、毎年、多くの自治体で募集していると思うんですけれども、

誰も応募者がいなかったなど、そういう事例はあるのでしょうか。 

 

佐藤会長： あります。 

 

柴田委員： 少し前の話しにあった協力隊員をサポートする体制は固まったのでしょうか。役所の職

員が全て面倒をみられる訳ではないので、地域の人でサポートするような話しが出ていた

件なのですが。 

 

佐藤会長： 「集落支援員」の話しになると思いますが、それはこれからです。今のところは役所の

地域振興課の人が貼り付いて、地域でやりたい事に対して受け入れてくれる。例えば、将

来独立して農業をやりたいというと、そこをどこかに受け皿としていないと困るので、そ

れは来てからであり、地域資源を活用するのと観光資源を活用するというこの２つで地域

に活性化して欲しいんですけれども、色んな地を見て歩き、色んな所の人を紹介して人と

のネットワークが出来て、三年後、独立したいと思った時に、そういう受け皿が必要なの

で、それはその時に検討が必要になると思います。もう既に質問の中に、検討事項が入っ

た訳ですが、募集対象人員については、２名でよろしいでしょうか。それから報酬の関係

では、特別交付税の 200万円を12ヵ月で割った 166,000円で法的控除後は約 135,000円な

んですが、地域協議会としては、北海道の場合は、特別に冬は光熱費がかかるので、一般

財源として考慮していただきたいという附帯意見を付けるという事でよろしいでしょう

か。 

 

【一同賛成】 

 

地域おこし協力隊導入に向けた検討結果について（資料２・３） 

 

佐藤会長 それでは、次の議題に移りたいと思います。 

第４期総括並びに引き継ぎ事項について、資料４をご覧になって下さい。それでは髙田

課長の方から説明して下さい。 

髙田課長 前回の地域協議会でも皆さんと色々議論を致しまして、多少前回と内容が変わった部分

もあります。今日は、とりあえずこの資料４という事で両面が２枚と片面が１枚の計３枚

ありますけれども、１度中身の確認をしていただきたいと思います。まず、第４期の総括

並びに引き継ぎ事項ですが、厚田区の将来の姿を描き出し、地域住民が共有することで一

体的な取り組みを導き出そうと、議論検討を重ね一定の方向性を描き出せた事は、これま
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で以上に苦労も多い４期目となりましたが、苦労した分より充実した２年間であったもの

と認識しております。 

この歳月の中で描き出された姿（別紙のとおり）は、将来の地域づくり・まちづくりを

より具体化するきっかけ・流れを導き出すことは言うまでもなく、これまで課題であった

点を線に、さらには線から面へと形を変える動きのヒントとなり、その時期は近い将来到

来するものと確信しており、このことは第４期の成果であると言えます。 

さらに 27年９月末をもって合併後 10年を迎え地域自治区設置期間満了を迎えるにあた

り、将来の厚田区のあり方についても協議検討が行われ、今後も「地域協議会」「厚田支所

事務所」と変わらない組織が必要不可欠であると、地域協議会としての方向性を打ち出し

ました。 

また、地域協議会をはじめ、地域振興を目指す各種団体との意見交換からは、地域住民

の想いを受け、本気で向き合うことが、住民自治の推進・協働の基本・原点であり、住民

自らが考え行動することは、地域に対する愛着（郷土愛）を守り育てる意識を生み、この

事が継続した事業展開を導いていると これまでの取り組みを振り返り、「住民主体の事業

展開」「共に汗を流し・本気で向き合い取り組む姿勢」「サポート・コーディネーター役と

しての協働意識」をそれぞれが忘れることなく、今後も取り組みを進めて行くことが確認

されました。 

一方、各種団体における共通課題は、活動メンバーの高齢化に伴う「後継者不足」と地

域協議会をはじめ、各種団体の動きを知らせる「ＰＲ不足」があげられ、地域づくりへ幅

広い参画を求める取り組みとして「地域協議会だより」の発刊を行いましたが、引き続き

各種団体と共に課題解決に向けた一層の取り組みをお願い致します。 

地域ではこの８年間、さまざまな団体が立ち上り、地域課題の解決や地域振興事業の取

り組みが進められ、ソフト部分の整備から、合併後 10年の総括として、ハード部分の取り

組みを進める段階が来たと確認したところです。厚田区が目指す将来の姿『近説遠来』（近

くの人が喜び、遠くからおのずと人が来る“まち”、区内の人が喜び、区外から多くの人が

訪れ賑わう活気ある“まち”）の実現を目指し、複合施設建設計画の立案並びに実施に向け

た検討を進めるとともに、「あつたこだわり隊」が運営母体である「情報発信基地」を『核』

とした動き、並びに26年度導入を検討している「地域おこし協力隊」の動向を十分加味し

ながら、今ある組織・団体を束ね、トータル的にコーディネートする組織の誕生を視野に

入れ、地域活性化を推し進める事を引き継ぎ事項とし、第４期の総括と致します。 

次に裏面の部分からはそれぞれの地域振興事業団体の取り組みの成果という事でまとめ

ておりますので、確認をしていきたいと思います。 

 

①� ＮＰＯ法人 あつたライフサポートの会 

 平成22年４月から移送・除雪事業を展開し、早いもので３年半が経過しております。こ

の間、移送事業においては、２千百人余りの依頼を受け、また除雪事業においても、年々

依頼件数が増加し地域ニーズに応える活動として実績をあげております。 

また、有償活動開始から３年が経過し、安定した事業収入が見込めるようになり、24年

度は除雪・25年度は移送とそれぞれの事業報酬を増額改定するなど、収入・支出のバラン

スを踏まえ、健全・適正な運営に努めております。 

今後においては、充実した事業展開が継続できるよう、新たなサポーターの発掘を計 

画的に進めながら、日常生活の支援を行って参ります。 
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②あつたの森を支援の会「やまどり」 

 厚田公園キャンプ場に隣接する「生活環境保全林」を活動拠点として、市有林の維持管

理など保育・育成事業をはじめ、厚田公園内の歩車道などの草刈りや「あつたふるさとの

森」において植栽を実施するなど、森林を守り・山づくりに寄与し、森林・林業への認識

を深め、山の素晴らしさを多くの人たちと共有する事を目的に活動が継続的に展開され、

早いもので５年目を迎えております。 

これまでの年間活動日数は20～30日を数え、自ら計画を立案し実行するこの取り組み 

は、まさに住民自治の模範となる姿であり、今後は課題である新規会員の募集を進め後継

会員の加入促進を図り、継続した活動を推進して参ります。 

 

③歴史・文化振興事業（資料室サポートの会） 

 平成 22 年５月のリニューアルオープンから早いもので４年目のシーズンを迎えており

ます。 

この間、入館者数は 2,200～3,000人とリニューアル前と比較し約 10倍に増え、リニュ

ーアルの成果であることは言うまでもありませんが、入館者増に向けた営業活動や特別展

を継続的に開催するなど、さまざまな取り組みの結果であると当会の活動を振り返ってお

ります。 

また、近年は団体での見学の問い合せや、北海道や市町村など行政機関からの視察受け

入れなども増加しており、地域住民が自主的・主体的に取り組んだこの事業の成果がこの

ような動きを導き出しているものと捉えております。 

今後は、さらなる工夫とアイデアでさらに多くの方々が当地を訪れ、厚田が生んだ偉人

の功績を広め、近い将来、当会の夢である資料室を併せ持つ複合的施設の建設実現が叶う

よう、行政との協働による取り組み・活動を引き続き展開して参ります。 

また、26年度特別展開催に向けた事業計画を立案中で、地域協議会への提案を考えてお

りますので、ご理解を頂き十分なご審議を賜りますようお願い致します。 

 

④地域教育分科会 

 将来を担う子どもたちの成長を地域住民の総意として「私たちの子どもたち」、「私たち

の学校」という意識で地域教育を豊かにする制度“学校運営協議会（コミュニティ・スク

ール）」の導入を検討する目的で生まれた地域教育分科会は、２年間の勉強会を実施し、導

入の可能性を検討してまいりました。 

導入に向けては、教育委員会・学校・地域住民、３者の合意が必要であります。現在は

その合意形成の段階であり、分科会の動きは一時休止となっておりますが、その後厚田区

内において学校検討委員会組織が立ち上り、将来厚田区の学校のあり方について保護者や

ＰＴＡを中心として議論がなされ、その中で地域教育分科会にて学んだ学校運営協議会制

度を紹介するなど、将来の厚田区の教育のあり方について新たな動きが出てきております。 

今後は、分科会単独の動きを復活するばかりでなく、学校検討委員会の動きも見据え連

携を図り、厚田区の将来の教育のあり方・方向性をともに考えて参ります。 

 

⑤あつた水彩画展芸術文化振興事業 

 地域協議会をはじめ、地域住民や地域振興を目指す各団体の協力・応援・支援を頂き、

「北の海」厚田アクアレール第１回水彩画展が開催され、157点もの作品、1,233名もの方々

が展覧会場に足を運んで頂いたこの事業は、これまで係わりのなかった多くの住民が地域
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振興事業に触れ、参画する機会を創出するばかりでなく、各団体との連携をも生む事業の

一つとなり、今後も事業が継続されることで、区民の地域づくりへの参画意識と、厚田を

訪れる多くの方々に自然・風土・食・人柄など、あらゆる角度から厚田の良さを感じて頂

く機会につながる事業であると捉えております。 

現在、第２回水彩画展開催に向け応募件数 200点を目標に掲げ、新たな工夫とアイデア

でその達成に向け活動を展開しておりますが、今後の課題は、自立に向けた事業費の確保

であり、事業実施と合わせてその方向性・展開を模索して参ります。 

 

⑥あつたこだわり隊 

 隊が立ち上り２年目を迎え、企画調整班を中心として生産班・販売班・ＰＲ班・研究開

発班それぞれが試験直売や情報の収集・発信、新商品の開発など将来の姿を描き出そうと、

積極的な取り組み・活動を進め、試験直売においては地域ボランティアの協力を仰ぎ販売

するなど、地域住民との関わりも導き出しながら事業展開を図っております。 

また、研究開発班においてはホタテの稚貝を使ったコロッケづくりに取り組むなど、地

元食材にこだわった新商品の開発から、地元の名品・ブランド化へと発展させようと研究

開発を進めております。 

今後は試験的に行っているこれらの取り組みを本格的な展開へと移行するばかりでな

く、経営感覚を兼ね備えた事業展開、さらには情報発信基地を地域振興の核とする展開を

模索しながら、それぞれが自立できるようさらなる工夫と取り組みの強化を図って参りま

す。 

情報発信基地「あった！」は今年度商店街の空き店舗を活用し、国の補助を受け、２人

を雇用、厚田の旬な情報を現地から、またブログやフェイスブックなど電子媒体を活用し、

リアルタイムで配信するなどの取り組みを行ってきておりますが、その成果はすぐに現れ

るものではありません。しかし、26年度以降も継続した取り組みの展開から、徐々に電子

情報の効果により何よりも優る PR効果へと発展し、地域の核となる組織に育って行くもの

と考えており、その役割と組織運営を図るべく、予算措置を含めた地域振興事業の提案を

予定しておりますので、趣旨をご理解頂きご審議いただけますようお願い致します。 

 

⑦厚田区コミュニティ「ゆめ倶楽部」 

 近年、スポーツと食に加え、地域振興に結び付く幅広い取り組みを進めていることから、

今年度組織名称の変更を行い、区内外でイベントを企画開催するなど、地元の食等ＰＲに

も積極的に取り組んでおります。 

３年目を迎えたサンセットヒルフェスティバルや２年目となる夕日の丘ビヤガーデンに

は、地元住民の方々の参加も年々増え、区内外のお客さんの楽しみの一つとなってきてお

ります。 

また、今年度初めての試みとして、ニトリ「かもめ荘」において、メロンをはじめ望来

豚の豚串、タコ刺しなど、厚田一押しの食を振る舞うことができたことは、地元の食を知

っていただく機会を創出するばかりでなく、これらの取り組みをきっかけとして新たな展

開が導き出されるものと考えております。 

今後におきましても、当会の活動が地域住民の健康増進に寄与し、スポーツ・食を通し

多くの人々に楽しみ・夢が与えられる場となるよう、さらなる『ゆめ』を描き、地域振興・

地域の活性化に向けた取り組みを進めて参ります。 
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これで七団体の総括をさせていただきました。 

最後に「魅力（近説遠来）の島」という事で付けておりますけれども、これは後で参考

までに見ていただければと思いますが、こういう形で二年間を総括して引き継ぎをしてい

きたいと思いますので、確認をよろしくお願い致します。 

 

佐藤会長： 資料４について目を通してもらいましたので、中に書いている事柄について御理解をい

ただけたと思っております。この４期目が一番最初に取り組んだのが、一番最後の「厚田

魅力の島」づくりであり、皆さん達のアイデアを出していただきました。現在、そして将

来こういう魅力のある厚田にしたいなという「夢」を描き出したものであります。それら

を基にしながら、具体的な活動に結び付けていったのも第４期だと思っております。 

以上、次の５期目に引き継ぐ今の４期目の引き継ぎ事項を読んでいただきました。これ

を皆さまからご承認いただいて、次期の委員へ渡したいと思いますので、ご意見或いはご

質問ありましたら受けます。 

 

柴田委員： あつた森を支援の会「やまどり」については、まさにこのように活動をしてきた訳です

けれども、市の方から「ふるさとの森構想」が遅れて出てきたものですから、マッチング

しないと困ると思っておりまして、あくまでも「ふるさとの森構想」の中のお手伝いもし

ながらというような意味合いもどこかに滲ませても良いかと思っています。 

 

吉田副会長： 「やまどり」が出来た時にはもうすでに「ふるさとの森構想」があり、「やまどり」が出

来てそこに大きく貢献してほしいという期待もあった訳ですが、私達としても会員の理解

を得られず小さなフレームから始めようという事で生活環境保全林や、手の回らない遊歩

道など、後に段々と大きくなり始めて対応しきれていないという部分もありますが、５期

目で言葉を付け加えたり、変えていった方が良いと思います。 

 

佐藤会長：  その他にご意見はございませんか。 

 

中井委員： あつたこだわり隊で試作しているコロッケに私も参加させていただいたんですけれど

も、色々な種類があり、どれも美味しく試食しました。ホタテ稚貝の提供の方で私も協力

させていただきたいと思っております。 

 

佐藤会長： それでは第４期の総括はこれでよろしいでしょうか。ご異存無いようですので、地域振

興事業の取り組みの成果として七つの団体が挙がっておりますけれども、それぞれの報告、

これでよろしいでしょうか。 

 

 【一同賛成】 

 

佐藤会長：  前回の地域協議会で新しく複合施設の建設について議論しましたが、市長の答弁内容に

ついて、尾山支所長より経過を報告していただきたいと思いますので、よろしくお願い致

します。 

 

尾山支所長： 私から、先に開催された平成 25 年石狩市議会第３回定例会における一般質問において 

伊藤議員が厚田区に係る質問を行なっており、その答弁等をかいつまんで報告いたします。 
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伊藤議員からは地域自治区における地域づくり基金条例の延長について、資料室に変わ

る多目的施設の建設について、仮称厚田ふるさとの森についての３項目について質問され

ました。 

１つ目の「地域自治区における地域づくり基金条例の延長」については、所管部から「地

域自治区と不可欠な関係にある地域づくり基金は、地域で暮らす市民が特色ある地域づく

りを展開するためには必要と考えていることから地域自治区の存続とともに継続されると

考えている。」 

２つ目の「資料室に変わる多目的施設の建設」については、「個人や団体、地域協議会が

一丸となり、地域の歴史、文化など地域資源を活かしたソフト事業の実践を８年間積み重

ねてきた。今後、地域の取組をより広く地域の内外に情報発信していくためには、一連の

取り組みの集大成として、厚田資料室とその周辺を一体的に整備することが必要と考え

る。」との質問に対し、部局からは、「厚田区地域協議会を中心とする議論の結果、多目的

施設の建設を「核」として、厚田の歴史や文化、地域の魅力を広く内外に発信していこう

とする取組の重要性は十分理解するが、市としては、今後、総合計画の策定作業において、

これまでの地域の議論を十分踏まえながら、その具体化に向けた方策を慎重に検討してい

く。」との答弁を受け、議員からは、「合併から８年、地域協議会では、４期に渡って厚田

区の活性化に向けた議論を積み重ねてきた結果、その集大成としてハード整備が必要との

結果に達したと伺っている。地域協議会に代表される地域の熱い思いをしっかりと受とど

めていただきたいと思う。」との再質問に対して、田岡市長が答弁に立ち、「厚田区には、

「あつたライフサポートの会」をはじめ、地域づくりの団体によって非常に活発な地域経

営がなされ、魅力のある地域として集観人口が非常に増えている実態は承知している。特

に地域の人たちが公募展を開き、厚田の偉人を資料館に集約するなど地域のアイディンテ

ィ（主体性）という事で、地域の特性、個性というものを発信することは素晴らしい。従

来ハードが先にあって、心が後ではおそらくその建物は死ぬと言われている。この８年間

につくられた心と行動力、そして将来に対するしっかりとした街づくりの形というものが

自分たちの力が動かない限りは、あり得ないものだということを理解してくれている地域

だと思っている。財政的な面、制度上の面から慎重に内部の検討は要するが、おおよその

方向性は、もうすでに建設に向けて何とか具体案や問題点を解消していこうという状況に

ある。」など、地域協議会及び活動団体のこれまでの取り組みを評価し、前向きな答弁の中

で、「地域の発展に期する新たなハード整備の必要性は、強く認識しているが、すべてを税

金、公費で行なうことについては、いささか疑問を持っている。館の維持管理費を含めて、

地域に絶え間ない管理コストが発生、利用しない人たちによって賄われる仕組みは大いに

考えて行かなければならない」などの課題も提言しつつも最後は、「何とか実現に向けて、

それぞれの課題を解決しながら前向きに取り組んで参りたい」と回答されました。 

 続いて、３つ目の仮称厚田ふるさとの森については、①地域関係団体との協議を持って

いるが地域の思いをどのように反映されるのか、②今後のスケジュールについて、③この

事業を何年間で実施しようとしているのか、④区域内の風力発電の進捗状況についての４

つが質問されております。 

回答としましては、「①今後は森づくりの｢取組方針」として取り纏める中で地域の思い

を反映していく。②本年６月にスタートさせ、今年月末で第４回目を開催する予定。これ

らの検討を経て 11 月下旬には、「取組方針案」を取りまとめ、１月初旬から１ヶ月間、

パブリックコメントを実施し、２月下旬に取組方針を策定、それに基づき本格的な事業化

を目指していく。③森をつくるという事業の性格から 30年、50年の長きにわたる取組に
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なる。④区内でこれまで３回の説明会が開催され、風力発電に係る懸案も含め地域方々に

事業を理解することに役立った、また、厚田ふるさとの森づくりを通じた地域振興の観点

から事業に賛同する意見が数多く地域の方々から出された。事業者による住民説明は、こ

れで終了し、低周波音等の対応については、事業実施後も継続的なデーター収集が必要と

考えている。事業着手については、平成 26年度、同年の稼働を計画と報告を受けている。｣

との答弁を受けております。以上が厚田区に係る一般質問に対する主な答弁です。   

なお、風車の事業主体である北海道グリーンファンドは、北海道電力と協議の結果、当

初の10,000ｋｗから8,000ｋｗに変更しております。 

多目的施設の建設に当たっては、市長答弁にありましたように厚田区での地域協議会等

のこれまでの取り組みを理解していただいたものと考えます。 

今後、施設の全体像や建設場所の選定、施設の課題解消に向けた取組が必要になります

ので、支所としては、地域協議会や各活動団体を含め中で協議して参りたいと思いますの

で、皆さんのご協力をお願いいたします。 

私からは以上です。 

 

佐藤会長： ありがとうございました。一応、皆さんに前回協議していただいた複合施設はどうやら

ＧＯサインが出たと理解してよろしいのではないかと思いますので、今後はこれを次の第

５期へ引き継ぎながら皆さん方のご協力を得たいと思っておりますので、その時はまたよ

ろしくお願い致します。 

本日の協議事項２点全て終わらせていただきました。 

 

６．その他 

  次回会議等の日程について 

平成25年10月24日（木） 18：30 ～ 望来コミセン みなくる 

７．閉会 

平成25年10月24日事録確定 

                                    石狩市厚田区地域協議会 

                                      会 長 佐藤 勝彦 


