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平成 24年度第 11回石狩市厚田区地域協議会 

【日 時】 平成２５年 ２月２８日（木） １８：３０ ～ ２０：１５ 

【場 所】 望来コミセン みなくる ホール 

【出席者】 ９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 

  

支 所 ～ 尾山支所長・池垣課長 

事務局 ～ 髙田課長・栗谷主査・永澤主任 

（地域振興課） 

【傍聴者】 ０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．協議事項 

        ・地域資源を活かした魅力あるまちづくりについて【資料１、２、３】 

 ～団体、事業、施設が連携した新たな取り組みを探る～ 

      ５． 報告事項 

        ・厚田区自治体育振興会の取り組みについて 

        ・地域おこし協力隊活用検討会の発足について【資料４】 

        ・はるにれの里関連施設の地域開放について 

        ・厚田区風力発電事業について 

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 

２．会長あいさつ 

３．情報交流（リラックス タイム） 

４．協議事項 

 

地域資源を活かした魅力あるまちづくりについて（資料１、２、３） 

 ～団体、事業、施設が連携した新たな取り組みを探る～ 

髙田課長： 

 

平成 24年度の第 11回厚田区地域協議会を開会致します。開会の前に、欠席の連絡を松

浦委員、渡邉委員、加藤委員、盛重委員から受けております。それから有田委員について

は若干遅れるという連絡を受けておりますので、早速始めていきたいと思いますのでよろ

しくお願い致します。 

それでは会長の方から挨拶をよろしくお願い致します。 

 

佐藤会長： 

 

お晩でございます。重要な議題を進めたいと思いますので早速、地域資源を活かした魅

力あるまちづくりについて資料が出ておりますので、髙田課長の方からよろしくお願い致

します。 

 

髙田課長： 

 

 この間までは、地域おこし協力隊の話しをさせて頂きまして、協議会の話題となってい

ましたけれども、協力隊の部分については、後ほど説明させて頂きますが活用検討会が出

来たので、そちらの方にお任せするという事で今回からはここに書いてありますとおり、

地域資源を活かした魅力あるまちづくりについて協議していきたいなという事で考えまし

た。前段に、なぜこういう話なのかというところを簡単に説明をさせて頂いて、その後の

詳細は栗谷主査の方から説明をさせて頂くという運びで進みたいと思います。まず、皆さ

んもご承知だと思いますけれども、今年の９月末で、地域自治区・地域協議会が発足して、

８年が経過します。この間地域協議会の委員さんを始め、厚田区の特色あるまちづくり・

地域づくりを図るため、数多くの住民が夢を抱き、想いを募らせ、目標達成に向けた活動

をそれぞれが展開してきたことは私が言うまでもなく、皆さんも認識されている事と思い

ます。 

また、自治区満了後の平成 27年 10月からの厚田区としての今後の姿については、昨年

の１月から現委員の皆さんを中心にすでにご協議を頂き、課題や改善点を抽出しながら、

一定の方向性・今後のあるべき姿を導きだしたところです。 

今日は、その検討過程の中で、課題の一つとして挙がっていた「活動している組織・団

体は一つの点に過ぎず、横の連携を図った広域的な展開に至っていない」という課題にス

ポットをあて、その解決に向けた展開について協議していこうと、本日のテーマを掲げさ

せて頂きました。 

この後、詳細は栗谷主査から説明を致しますが、解決を図るのは委員の皆さんではなく、

実際に活動されている組織・団体の皆さんです。したがって、地域協議会としては、課題

解決に向けた「方向性」や「取り組みのヒント」「考え方」の大枠を確立して、点が線・線

が面になり、課題である広域的な展開に導くきっかけづくりを“ねらい”として協議して
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いければと思っておりますので、皆様から意見やアイディアをお願いし、私から前段の説

明を終わります。 

 

栗谷主査： 

 

資料１について皆さんに見て頂きたいと思いますけれども、目的・協議の流れ・スケジ

ュールが掲げてありますが、まず目的につきましては今、課長からも説明のありましたと

おり、既存の団体、事業、施設を連携・連結して、厚田をさらにＰＲできるような新たな

手段や方策を探って、総合的な取り組みによる魅力あるまちづくりを目指すという事で皆

さんから色々な意見を頂いてきっかけづくりをしたいというところです。 

協議の流れとしましては、大きく四つに分けております。 

まず一つ目は、既存の団体、事業、施設の洗い出しと区内での実践事例の確認、二つ目

は、連携し総合的に取り組むにはどんな展開が必要かというところ。三つ目は、地域団体

（役員等）を交えて、新たな連携・連結パターンの検討とその成果を探る。最後に、連携

パターンやそのメリットなどをまとめ、参考資料として地域協議会で作成しながら、その

実現に向けて団体へ説明、推進という形になりますけれども、この四つ目につきましては

押し付けでは無く、団体が主という事ですので、この考えた部分を参考にして頂いて、き

っかけを作っていただくという部分をメインとしているところです。 

実際、その流れに沿ってスケジュールはどういう風に組んでいくかというところですが、

まず今日については①、②について皆さんと出し合って頂くというような点が目的となり

ます。それが今日出されて③という事で、次回の３月下旬の協議会では、今日出されたパ

ターン案を事務局で整理させて頂いて、次回の各団体・役員を含めて案を提示させて頂き

ながら、それを元に連結パターンの是非ないし意見を頂きながら膨らましていき、最終的

には、それをある程度絞り込んで、実際に一案として掲げる様な形のイメージで考えてお

ります。 

その後の４月の地域協議会では、団体の皆さんから一緒に考えて頂いたものを再度、事

務局の方で整理をさせて頂いて検討・成果（案）という事で、皆さんへ提示をさせて頂い

てチェック等して頂くという事です。 

今後のスケジュールでは、実際に４月、５月の部分を各団体に色々と参考にして頂いて、

動いていくスケジュールをこちらで組んで提示をさせて頂きたいなと思っております。 

５月下旬の地域協議会では、参考資料の最終確認という事で、完成（案）のようなもの

をこちらで用意し提示させて頂いて、団体に６月以降におろしていくという形です。 

Ｈ26、27には連携事業試験実施・検証・調整とありますけれども、団体の動きによって

この辺りは若干スケジュールが早まったり、もう少し時間をかけないといけないなという

事で変わってくる部分が出てくるかも知れませんが、今の段階ではそういう風にスケジュ

ールを組んでおります。 

次に裏のページで資料２とありますが、これについては今お話ししたイメージの全体図

という形で示しております。地域団体、事業、施設とありまして、今回示させて頂いた以

外にもまだあると思うんですけれども、この三つを連携・連結しながらどんな事が出来る

かというところで、真ん中には総合的な地域活性化の取り組み（夏編・冬編）とあります

が、この（夏編・冬編）というのはあくまでも事務局の例として挙げさせて頂きました。 

夏編につきましては、厚田公園、厚田港周辺のエリアという事で、前に行なったサンセ

ットヒルフェスティバルがありましたが、あの事業も自治体育振興会とか地域の方々など

去年であればニトリの花火だとか色々な連携を取りながら一日という限られた時間だった

訳ですが実施してきました。その前には、商工会が中心となって色々な業者を含めて二日
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日程で実施しまして、味覚、体験、歴史、文化の事業展開とありますけれども、例えば味

覚だと朝市やあつたこだわり隊で今、試験直売や研究開発など色々と進めようとしており、

提供や展開というのも出来たり、体験では、マリンスポーツで楽しんだりなどイメージが

あったり、歴史・文化は厚田資料室で特別展の実施、文化だとアクアレールの展覧会を同

じ時期に実施する事によって多くの人達に厚田に足を運んで頂いて、厚田の良さを知って

頂くというような流れが出来るかなというところです。 

それから冬編については、基本イメージにあるのは、厚田区ウインターレクフェスタで

あり、自治体育振興会では、今話しで盛り上がっているのは区内だけでは無く、区外の方々

に厚田の冬の楽しさを体験して頂いて、良さを知ってもらうというような話もあり、それ

にプラスして色んなモービル体験だとか自然体験を組み入れた中で実施するとＰＲ出来る

ところもあるのかなというところです。それに向かっていくという事ではなく、例として

挙げてイメージを皆さんが思い浮かぶような形で載せさせて頂きましたけれども、基本的

には真ん中の総合的な地域活性化の取り組みというところにいければいいなと思っており

ます。 

最後の資料３ですが、今日皆さんに色々イメージして頂いて、パターン化して頂き、ど

んな事が出来るだろうというところを出して頂く一資料です。地域団体、事業、施設とい

う事で、こんな団体、こんな事業がありますよということで示したものです。それからそ

の下の区内の連携事例というところでは、実際に上の団体、事業、施設が組み合わさって、

現在行なっている例として挙げさせて頂きました。去年は開催出来なかったんですが、厚

田公園まつりというところでは、厚田資料室の関係とライフサポートの会で手を組んで、

厚田の味覚や多くの方に資料室に足を運んで頂くきっかけづくりという事で行ない、それ

からサンセットヒルフェスティバルについては、先ほどお話ししたように色々な団体、施

設が一つになって行なった事例。それからアクアレールの水彩画展については、実際に水

彩画展だけではなくて当日、地域ボランティアで動いていただいた部分や観光案内所との

“相乗効果”をもたらす取り組みを行ない、実際に一回目は盛況のうちに終了したのでは

ないかと思っておりますし、厚田資料室では実際に今、サポートの会が中心となって特別

展や色々なＰＲ活動をしておりますが、去年一昨年、戸田記念墓地公園の皆さんにも色々

と協力を頂いて、そこから資料室に来て頂けるような流れを連携を取りながら作ったりし

ておりました。そういう事で資料を三点ほど用意させて頂きましたが、今日はざっくばら

んにこれとこれとこれを組み合わせたらこんな事が出来るとか、三つ組み合わせるとなか

なか難しいかも知れませんが、団体同士を組み合わせていき、それをドッキングしていき

色んな流れも出来るかなと思っておりますので、多くの意見を出して頂ければなと思いま

す。 

 

佐藤会長： 

 

ありがとうございました。それでは皆さんにご意見を頂く前に今説明して頂きました目

的、それから協議の流れ、スケジュールについてイメージする為の資料を出して頂きまし

た。今までのところでここのところはどうなっているのか等の質問はありませんか。そう

いう質問がありましたら先に受けたいと思います。もし、質問が無ければ今の質問で全て

了解したという前提で進みたいと思います。 

それでは、このように地域団体、事業、施設とありますが、こういう繋ぎ方をしたらま

た新しい展開が出来るのではないかというように、ここは①、②というのはどんなパター

ンがあるかと質問されましたので、パターンというのはイメージですから、皆さんが感じ

たイメージで自由にお話しして下さい。こことここを結びつけたらこういう事が出来るの
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ではないかなど何でも良いです。それは実現の可能性とは別ですから、まずはアイデアか

らどんどん出していってもらう事によって、少しでも次回の助けになると思います。 

 

柴田委員： 

 

事業にはまだなっておりませんが、やまどりの作業をする奥の方にパイロットの道路が

あり、ずっと前から私が考えている事なのですが、我々は慣れっ子になっているのであま

り感じませんが、街の人があそこを歩くと歩くだけで感動する位、景色が素晴らしいと思

うんです。折角そういうのがあるので、例えば、何か行事をするのと一緒に少し早めに集

まってあのエリアを歩いて散策して見て、厚田のイベントに出るみたいにドッキングと事

業の付加価値といいますか、何か膨らんでくるかなという気がして、折角あるのでパイロ

ットの道路は何かに活用した方が良いと常々思っているんです。写真を撮ってみると外国

じゃないかと思う位素晴らしい景色なんです。それらと連携して出来れば最高に良いかな

と思うんです。 

 

吉田副会長： 

 

柴田委員の言っているのは生環林の部分ですか。 

柴田委員： 

 

嶺泊からの部分です。歩くと半日位かかるんじゃないでしょうか。 

吉田副会長： 

 

古潭から沢超えしてのところでしょうか、沢田建設のところから真っすぐ上がっていっ

てずっと厚田の方行くところです。やまどりの会でも案は出ているんですが、まだちょっ

と解りませんが、今年から防風林対策を行ないながら立派な道路がきちんとあるので、そ

れを復活しようではないかという計画でいますし、子供達や市民にアピールしたいなと思

いますし、やまどりとして連携したいといえば、漁協さんとは連携しなければならないか

なと思うんですけども、魚つきの森という事でお魚にとってはやっぱり広葉樹あるいは森

林のエキスが一番プランクトンや色々なものに出ており、それが無ければ魚が育たないと

まで言われている訳ですが、漁協さんでは魚は自分達では獲るけれども、何も世話になっ

ていないよというようなものですが、やはり母なる川があってのものですから、漁協とは

協議しながらと思っていますし、やまどりの会については、やはり住民との交流をもっと

持つような機会もあったり、小中学生に自分達の厚田の樹木には一体どのようなものがあ

るかという事を知ってもらう為に、やまどりの事務局長とも話していますが、木にも出来

るだけ樹木の名前の札を貼って、ナナカマドだとか色々あるので実施したいと思っていま

す。 

 

佐藤会長： 

 

それと同時に日本語とアイヌ語のセットで、木にその木の名前を付けるのも素晴らしい

と思いますし、地域資源というと厚田はやはり今言った様な素晴らしい自然があります。

それをどうやって活用するのかというのが、今言ったヒントですよね。貴重なご意見で素

晴らしいと思います。 

 

河野委員： 

 

話しを聞いていて恐らくはあそこから入って行くのかなという程度でしか解らないんで

すが、そのきれいな道路が造られているのは、何を目的として造った道路なんですか。 

 

尾山支所長： 

 

あれは農用地開発事業といって、土地改良をした時の耕作する為の道路であり、農地を

耕作した時に移動出来るように造った道路で、元々は牛を放牧したりするという構想だっ

たものですから、車両が入っていき、牛を放せる環境を造らなければならないので、舗装
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にしている訳です。あとは更に奥に行って採草というのか牧草を収穫する為のところだっ

たら逆に砂利道で対応していた訳で目的に応じてやってはいるんですが、その当時、その

道路は全て村道であり、元々は村内に牛を飼育している方が結構居たので、その酪農振興

を図るためにその事業を行ない、それから土地を取得してもらい、個々の酪農家の頭数を

増やしていき、収益をあげていこうという構想の中だったんですが、工事が始まるのが申

請を行なってから国の事業で長い年月が必要であり、20年近くかかってから出来た訳で、

その当時になると乳価が逆に下がってしまったものですから、なかなか積極的に取り組む

人は居なくなってしまったというのが現実です。 

 

平賀委員： 

 

私は厚田に来てから 23年経つんですが、来た頃はまだそのパイロットの件がどうこうい

っていたので、酪農が増えるのかなと思っていたんです。 

 

尾山支所長： 

 

現実には今、厚田では聚富の盛重さん、木村さん、嶺泊の菊地さんの三戸です。木村さ

んは７頭から８頭程度で、盛重さんは 100頭位、菊地さんは50頭位です。あとは聚富団体

の加藤さんの所にも牛がいましたが、最近は乳価の下落で有畜農家というのは休みも無い

事から、その部分との見合いもあるのかなと思います。道東の方へ行くと 200頭とか 300

頭と凄い数を飼育していますが、その位飼育しなければ合わないのかなと思います。 

今、柴田委員が言ったように現実になれば凄いんですが、端は別狩の奥から入って小谷

に下りたり、また奥に行ったら古潭に下りたり、古潭に行ったら嶺泊に行けたり、嶺泊の

方から望来へとかなりのキロ数があります。 

 

佐藤会長： 

 

乗馬と結びつけたら面白い。凄く景色の良い所を歩かなくて済む。 

河野委員： 

 

乗馬は海の辺りや我が家の前辺りまで来るんです。 

尾山支所長： 

 

海浜地のホーストレッキングは結構人気があるんです。先ほど言った馬を活用するよう

になれば、違う面で取り組みが出来たりするかも知れません。 

 

佐藤会長： 

 

私も十数年住んでいて、厚田の自然は素晴らしいと口では言っておりますが、どんなに

素晴らしい所があるのかはあまり知らないんです。だからこそ、そういうのも必要です。

厚田に住んでいる住民が素晴らしいと思わないと人に素晴らしい事は言えないと思いま

す。 

 

平賀委員： 

 

 

私は厚田の事を人に紹介する時は、厚田は月暦はいらないと説明し、厚田ではその時期

その時期に喉で食べ物を知る事が出来て、例えば、今だと鰊が獲れているので、今時期の

二月三月は鰊がその月の味であり、時々厚別まで行くんですが、これは二月の味ですと言

って魚を置いてくるんです。メロンとかも７月とか８月になると家で獲れたものを持って

行くんですが、その時も７月の味ですといって持って行きます。その季節毎に冷凍物では

無く、新鮮な物があるんです。そういった部分で厚田を説明できるので素晴らしいと思い

ます。 

 

佐藤会長： 例えば、それを事業化する事も可能だと思います。味暦などと言って一年間いくらでと

いう風にして予約を取って出来ます。 
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有田委員が扱っているのは魚だけですか。 

 

有田委員： そうです。扱っているのは水産物だけです。青果部というのも別の人がやっていますけ

れども、一定の時期しか無い。 

 

佐藤会長： この味暦の件は、こだわり隊でも少し考えても良いかも知れません。 

色々と面白い意見が出ましたけれどもどうでしょうか。それぞれの団体の結びつき、事

業の結びつきについて、余り難しく考えなくて良いので。 

  

高橋委員： 厚田の防災無線の利用についてですが、個人的には魚の水揚げ情報などを流してもらえ

ると非常にありがたいなと思うんですが、聚富の方には情報がなかなか伝わって来ないの

で、知らせてくれれば買いに行きたいなといつも思っているんですが、防災無線の使用で

制約的な部分はあるんでしょうか。 

  

尾山支所長： 防災無線は緊急時がメインとなり、緊急時発信出来ない事があっては困りますので、週

一回試験電波発信という中で行政情報を流す事になっております。導入当初は町内会の情

報を流してくれないかなど色んな意見があった訳ですけれども、それをやってしまうと常

に流さないといけない状況なってしまいますし、緊急時災害優先電波を住民周知の為に使

うとなると電波管理局の方から許可が下りないと思うんです。 

 

髙田課長： 基本的には、今、防災情報の放送というのは頻繁にあるわけでないので、週 1回試験を

兼ねた放送内容で実施しているのが現状です。従いまして、流し方を工夫すれば考えられ

ない事は無いと思いますし、可能性は探る事はできると思いますので、全く駄目ですよと

いう事にはならないのでは無いのかなと個人的には思っています。また、地域の活性化に

繋がる情報は、できる できないは別として まずは、検討出来るのでは無いかなと個人的

には思っております。 

  

河野委員： 防災無線はどの位の世帯で付けているんでしょうか。 

  

髙田課長： 中には不要という方もいますが、一応 100％になっています。 

 

尾山支所長： 転居などにおいて来た人については、防災無線のお話しをするんですが、少し早めに教

えてくれればテレビの配線と一緒にする事も可能なんですが、中には壁に穴を開けたくな

いという方も何名かいました。行政側からしてみると目標は 100％ですから、100％を想定

してやっている訳ですが、何人かの方は付けていないというのも事実です。 

  

吉田副会長： 電波管理局で管理している訳ですが、厚田の部分はアナログであり、デジタルにしなけ

ればならない訳ですが、恐らくデジタルにする予算は無いと思いますので、防災無線は南

西沖地震をきっかけとして北海道でかなりの整備があり、浜益でも整備するつもりでした

が出来なかったという事で、厚田でも確か３億位かかったと思いますが整備され、放送す

るのは防災に関する部分ですよという事なので、試験電波は発信しないといつ故障しても

解らないので、他の市町村ではお悔やみ情報を流しているところもありますし、行なうの

も良いのかも知れません。 
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髙田課長： こういう目的の為に実施しているんだという事を明確にすれば、検討できる材料はある

かと思います。折角ある財産なので、もっと上手に活用すべきでないかという事でしょう

かね。 

  

佐藤会長： 道北の初山別村なのですが、全戸にスマートフォンを配布しており、それに全て情報の

発信をしています。行政無線では無くて、村の出来事から全て発信しているようです。 

  

髙田課長： 現在はアナログですが、将来的にはデジタルの方向性に移る訳なので、その時に今と同

じ様な設備で検討するのか、テレビも地デジになっておりますので、テレビの中に色んな

情報が盛り込める様なものが開発されれば、防災関係だけでは無く、色んな情報を盛り込

んで、横断的な情報を地域の人に流すことも考えられるのではないかなと思うんですよ。

そうなると凄く便利で高齢者や独居老人世帯が増えている中で、安否確認ができたりとか、

防災のみならず活用できる仕組み・システムが出来たら面白いと思うんです。 

 

柴田委員： 

 

厚田村の時代の様なホームページは、合併したので今は無いんでしょうか。 

尾山支所長： あります。 

 

柴田委員： それならば、そこでタイムリーに発信する事は出来ないんでしょうか。地域おこしの色々

な部分とリンクしますが、やっぱり情報発信をタイムリーにしていくのは大事な事なので、

獲れている物だとか発信する様な形で、こういう時代なので、とにかく発信力が無いとと

思うんです。 

 

有田委員： さっきの朝市の話しにしても、鰊が獲れているという事についても情報が無ければ全く

解らない状態で、新聞に出てくるから解るような状況になっている。 

 

柴田委員： 厚田区のインターネットの接続率はどの位なんでしょうか。 

 

尾山支所長： それは把握していません。 

 

柴田委員： 調べてもらえませんか。 

 

髙田課長： ＮＴＴに聞いて調べるなど、プロバイダー毎に聞くしかないです。 

 

有田委員： えりすのインターネットテレビは、パソコンが無い人はどこで観れるんですか。 

 

尾山支所長： スマートフォンでも観れます。 

 

髙田課長： 市役所一階にも有料ですが、観れるパソコンがあります。 

 

吉田副会長： 図書館にＤＶＤなどあっても良いと思いますが。 
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栗谷主査： 市民図書館にはインターネットが観れるところがあると思います。 

 

吉田副会長： あいかぜ図書館には無いのでしょうか。 

 

髙田課長： 有田委員の言うように、総合センターの一階ホールで観れるようにと一度考えたんです

が、色々相談した結果、本庁では有料で実施しているから無料では出来ないという話にな

ったんです。 

 

吉田副会長： 行政サービスの一環で出来ないのか。 

 

尾山支所長： インターネットであると、どこへも接続出来る部分もあるので、どこまで制眼するのか

という事も出てくるので難しいんです。僕らの業務上のパソコンでも入れる部分というの

は限られてます。 

 

吉田副会長： えりすテレビは何を原資として経営しているんですか。 

 

尾山支所長： 民間なので、広告料という事でコマーシャル収入です。職員は今、四名でうち二人は国

の補助で雇用されています。 

 

吉田副会長： インターネットは高齢者も含めた全体的に考えるとやはり無理かなと思うんです。パソ

コンも無いし、それよりも違う情報発信の方がいいと思います。 

 

佐藤会長： 全てスマートフォンにしてしまえば良いのではないでしょうか。そうすれば、指で触る

だけなので、お爺ちゃんでもお婆ちゃんでも可能だと思います。 

 

吉田副会長： それには、行政からの助成がなければ出来ないと思います。 

 

大黒委員： 防災無線の事ですが、老人自体あまり関心を持っておらず、音量を小さくして聞こえな

いようにしている人もおり、関心が無いからこの状態になっているので、ちょっとしたア

イデアで情報を流してもらえれば段々と関心を持つようになると思うんです。 

 

平賀委員： 私の住んでいるのは発足なので、道路が崩れたり、いつ通行止めになるか解らないので

いつも関心を持って聴いてます。 

 

吉田副会長： この前の様に、国道が通行止めになった情報など凄く助かります。 

 

佐藤会長： 防災無線というのは受け身なものですから、僕らも同じですが天気予報にしても天気が

気になる人は天気予報を気にしますが、そうではない人は全然天気予報を気にしないのと

同じように防災無線も小さくしてしまい、肝心な時に聞こえないで津波にあってしまうか

も知れません。 
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平賀委員： 住んでいる地域にもよると思います。私は夏場でも、長雨が降ったらいつ山が崩れるか

と危機感を持っているので、防災無線は必死になって聴いていますので、そういう住民が

いるという事も解っていて下さい。 

 

河野委員： 皆さんがそうであれば良いんですが、今、大黒委員が言ったように聴かない人もいるの

で、そういった方が聴くようにするというのは素人考えでいくと楽しい情報とか必要な情

報が多くあると聴くのになと思うんです。 

 

尾山支所長： 今回の３・11の後に防災無線の状況を確認した結果、各町内会長さんに頼んで機器がど

ういう状況にあるか調査してもらったんですが、やはりボリュームを下げている人が結構

いました。中には、電波が悪くて聞こえないという方もいましたが、電波ではなくボリュ

ームを小さくしていたのが原因だったり、中には苦情もありまして、夏に農作業をしてい

る方からは、昼寝をしているのに流すななどというのもありました。色んな電話も来ます

けど、我々は緊急災害時の為の情報提供なんですが。 

 

髙田課長： 本当の緊急時の時だけは、大音量で流れる様になっているので聞こえます。 

 

河野委員： 去年か一昨年に厚田の方で水害があった時に、避難した人もいましたが、防災無線が望

来などでは流れなかったので、それを望来などでも一緒に流してもらえば厚田の方へ向か

わない方が良いなとか解るので、そういう情報が解ったら良かったという話しを数名から

聞きました。 

 

髙田課長： 確か 22時位で結構遅い時間だったと思います。昨年の８月 15日で厚田と発足で自主避

難した時だったでしょうか。 

 

吉田副会長： 例えば、地域を絞って厚田と聚富だけに流す事も可能です。 

 

尾山支所長： 流すとしても時間帯が凄く気になります。例えば23時以降に通行止めですと流す訳にも

いかないので、翌朝になってから流すんですが、夜中に水害とかで避難させなければなら

ないとなった時に、朝の２時とか３時に望来や聚富の関係無い地区に流すべきなのかとい

うのもあるんです。ですから必要な所だけ緊急時で対応している訳で全てには流れていな

いです。 

 

髙田課長： ケースバイケースで全体に流すというのも必要かなと思います。 

 

河野委員： 私の聞いた中には、厚田の方へ向かったが行けなかったというのを聞いたので、情報と

して流してくれればと思ったんです。 

 

佐藤会長： 地域情報をどうやって発信するかというのはやはり課題です。 

魅力あるまちづくりについてですが、もちろん防災無線で安心・安全も必要です。そこ

で今、地域の事を情報としてどう発信するかという事ですが、皆さん資料３を見て下さい。 

資料３に団体、事業、施設が連携した新たな取り組みを探る訳ですが、地域団体がたく

さんあると思いますが、これらの団体がどんな事をしているかという事を厚田の住民や地
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域の人はそんなに解っていないと思うんです。ライフサポートも何年間か実行したので望

来とかでは知ってくれていますが、厚田の旧本村の方はそこまでそうではないという状況

であり、やまどりの活動も聞いたことはあるが何をしているのか知らない訳です。ですか

らもっともっと地域の人達にこういう事業に参加してもらう為には、それぞれの団体は何

をしているのかという事を写真や絵を使って、ある程度のパンフレットを作って全戸に回

す必要があるのではないかなという気がしています。そうするとこんな事だった自分達で

も出来るななど、地域協議会を中心としてこういう多くの事業が立ち上がっているという

事も知ってもらう必要があると思うんです。地域協議会の名前はやっと覚えて頂いたけれ

ども、中身を理解してくれていない。そこから生まれた団体が何をしているかも解らない

という事で、説明のあったように地域資源を活かした魅力あるまちづくりについて我々が

考えていくと同時にそういう各団体の行なっている事を広く地域の人達に知ってもらうよ

うな地域情報誌をパンフレットみたいにしてお渡しした方が良いのではないかという事も

あるんです。ですから、防災無線で緊急の情報も必要ですが、厚田で何が行なわれている

かという事でまちづくりに色んな人が関わりながら作られているという事を知って頂き、

その時に私達の考える魅力あるまちとはどんなまちだろうという事を多くの人に知って頂

くとより、参加する人が多くなるのではないかと思いますので、そういう事も同時に計画

と一緒に進めていったら良いのではないかと思います。 

それから、海浜プールなどで連携事業を行なった訳ですけれども、厚田公園まつり、サ

ンセットフェスティバル、アクアレール水彩画展、資料室とこれらも色んな人が関わって

凄く良いものが出来ているんですが、魅力として伝わっていないので、それを伝える必要

があるのではないかなと思うんです。これらも同時に進めていったら良いのではないかな

と思います。そういう事をきっかけにしながら、髙田課長と栗谷主査が説明してくれた目

的が、それらによってより具体的になるのではないかと思います。こんな事をイメージし

ながら皆さんのアイデアを結び付けて今後考えていければと思います。 

  

 

 

５．報告事項 

  ・厚田区自治体育振興会の取り組みについて（吉田副会長から口頭説明） 

  ・地域おこし協力隊活用検討会の発足について（資料４により厚田支所地域振興課髙田課長から説明） 

  ・はるにれの里関連施設の地域開放について（前田委員から口頭説明） 

    ※要点のみ記載 

     ・虹が原に新施設を建築しており一般開放する。今後、地域の高齢者向けのＰＣ教室等も予定しており 

障害者の方と触れ合ってほしい考えている。 

     ・レラもうらいについても一般開放しており、同じく障害者との触れ合いと持ってほしいと思い改修 

しています。 

  ・厚田区風力発電事業について（厚田支所市民生活課池垣課長から説明） 
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６．その他 

  次回会議等の日程について 

平成２５年 ３月２８日（木） １８：３０ ～ 厚田保健センター 多目的ホール 

７．閉会 

平成２５年 ３月２８日事録確定 

                                    石狩市厚田区地域協議会 

                                      会 長 佐藤 勝彦 


