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平成２４年度第３回石狩市厚田区地域協議会 

【日 時】 平成２４年 ６月２８日（木） １８：３０ ～ ２０：５７ 

【場 所】 望来コミセン みなくる 

【出席者】 １３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 ～  田口水道室長・及川業務課長・下澤工務課長・清野参事・東主査・竹瀬主査 

支 所 ～  尾山支所長・池垣課長・成田課長 

事務局 ～  高田課長・栗谷主査・永澤 

（地域振興課） 

【傍聴者】 ０名 

【次 第】 １．開会 

      ２．会長あいさつ 

      ３．報告事項 

・石狩市水道料金値上げについて 

・藤女子大学厚田ワークショップ発表会について 

・厚田区スポーツと食の体験について 

・厚田・浜益合同地域協議会委員交流会について 

       

      ４・協議事項 

        ・平成24年度における地域協議会の取り組みについて② 

 

５・その他 

・次回会議等の日程について 

５．閉会 
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１．開会 

２．会長あいさつ 

３．報告事項 

  ・石狩市水道料金値上げについて（及川業務課長よりＰＰＴによるスライド説明） 

  ・藤女子大学厚田ワークショップ発表会について（厚田支所地域振興課 高田課長より資料①に基づき説明） 

  ・厚田区スポーツと食の体験について（厚田区地域協議会 吉田副会長より説明） 

  ・厚田・浜益合同地域協議会委員交流会について（厚田支所地域振興課 高田課長より説明） 

  

４．協議事項 

 

 ・平成 24年度における地域協議会の取り組みについて② 

   

佐藤会長： 

 

平成24年度における地域協議会の取り組みについての第２回目であります。前回の資料

をお持ちいただいていると思いますので、まずは資料の２の地域協議会、わがまち座談会

での地域づくりに関する意見という事でそれぞれの意見を集約してまとめていただきまし

た。その裏側に現在までの地域協議会から立ち上がった特色ある地域づくりを目指す会が

載っております。 

私達委員の任期は来年の９月迄となっておりまして、そんなに時間的余裕もありません

けれども地域協議会が自ら何かを行なうというのではなくて、皆さん達の英知を集めて地

域を活性化する為にあるまとまった意見を集約し、それを具体的にまとめあげていこうと

いう委員会なのです。ですから今までもそういう風にしてそこから具体的な組織が立ちあ

がって参りましたから今回の委員さんの興味や関心や地域の活性化について先ほどの資料

の２に書いてある様な事がずっと並んでおります。これは全てを私達が具体的な計画とし

て練り上げるにはあまりにも広範囲すぎるのと時間がありませんのでそんなにも出来ない

訳です。ですから私達の関心も議論して絞り込んでいって、出来ればある一定の目標に向

かって具体的に計画をしていくという風に議論をしていってはどうかなと思います。 

ここで挙がっておりますのが【商業・観光関係】ですよね。それから【産業関係】、【移

住関係】、【雇用、人材活用関係】、【教育関係】、【体験関係】、【町内会関係】、【福祉関係】

という風に八つの大きな項目が掲げられております。その中に具体的に例えば商業観光関

係ですと共同商店の開設。でもこれだって具体的にどうやっていけば商店を開設出来るん

だろうかとか、我々の地域を活性化する夢や期待をここに書いたものである事から私達で

もっと具体化していくと例えばこの委員の中から、私がやってみようとかいう風にまた新

たな組織が立ちあがるかも知れませんし、あるいは地域の人達が我々でやってみたいと思

ってもらえるような具体的な計画を少し落とし込んでいけたらなと思います。という事で

委員の方々の興味や関心の方向が無ければ、月に一回のこの議論に参加するのも辛くなり

ます。ですからなるべく皆さんが共通する問題意識がこの八つの中のどのあたりにあるの
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かという事を皆さんの意見などをお聞きしながら前回の議事録がもう出ておりまして多く

の委員の方々の意見も出ておりますが、そういう意見を踏まえてどのあたりに焦点を絞っ

ていったら良いかという様な事を今日は少しをお聞きして目標を絞り込んでいこうと思い

ますのでよろしくお願い致します。どなたからでも良いので、例えば私はこういう問題が

好きだからもう少し具体的にやっていきたいなとかという意見を出して頂きたいと思いま

す。 

 

柴田委員： 

 

言い出しっぺになるとみんな自分がやらないといけなくなるので警戒しているのだと思

います。皆さん意見はお持ちだと思いますが、それで発言が無いのだと思います。 

佐藤会長： 

 

 

 

それでは自分がするのでは無くてこうしたらどうでしょうかという様な感じで他人事の

様な意見を言っていただければと思います。誰かが言えば安心して次々と出てくると思い

ますので何かありませんか。 

柴田委員： 

 

全部は出来ないと思いますので、皆さんで優先順位を絞り込んでいただいて、これだっ

たら出来そうだなというものに絞っていくしかないと思います。 

 

平賀委員： 

 

地域協議会で６年間貴重な時間をかけて討論してきたと思いますが、地域協議会という

ものが一般の住民の人に知られていない。今年度は傍聴者の関係について防災無線とかで

流れていますが、広報か何かで地域協議会というのはこういう事をしているんだとかこう

いう話し合いをしているのだとか合併にあたってこういう問題があるので近くの協議会委

員へ呟いて下さいという様な広報があっても良いのではないかと思います。 

私がここに来た時も最初の挨拶の時にも話しましたけれども、地域協議会というのが解

りませんでした。委員になってもらえませんかと言われて初めて知りました。例えば今回

の水道料金の関係についても合併して６年という事ですが、一般の人達が思う要望を近く

の地区協議会委員へちょっと呟いてほしいとかそういう広報の様なものを支所で出して頂

ければと思います。耳から聞こえてくるのも良いですけれども、活字的なもので協議会の

動きを伝えたいので支所の方で何とかこの作業をお願い出来ないかと思います。 

 

佐藤会長： 

 

そうですね。平賀委員が言われたとおり裏側に特色ある地域づくりを目指す人達という

事で地域協議会から様々立ち上げましたね。そこで会話になっているのが組織・団体を知

らない人達が地域に多いという事。だからそれをどうやって広めていったら良いかという

事が課題となっています。まさにそのとおりであり、地域協議会で何をしているか何が問

題なのか、それから地域の人達にどんな問題意識があって地域協議会にこういう事をして

欲しいという要望があがってくるかどうかですよね。確かに広報「いしかり」には簡単で

すけれどもそういう事が書いてありますがそれだけでは情報が少なすぎる。 

 

平賀委員： 

 

広報「いしかり」となると限られたスペースの中となりますが、それとは別に厚田の地

域協議会として紙代等はかかるかも知れませんが、残り４年間で住民を目覚めさせるとい

うか繋がるという意味で努力が必要ではないか。 

 

佐藤会長： 

 

そうですね。地域協議会の委員が地域にどんな問題がありますかと聞いても地域協議会

で何をしているか知らなければ、あなたは誰ですかと思われる状態なので、非常に重要な
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事だと思います。 

どうでしょうか支所で何か広報的な事は考えられませんか。 

 

高田課長： 

 

はい。どういう様な作りにするのかも、もう少し皆さんから知恵をいただきながら。 

 

河野委員： 

 

平賀委員のお話しでずっと思っていた事を思い出したのですが、地域協議会の事をもっ

と住民に知ってもらうとかもそうですけれども、合併した事によって広報も「いしかり」

の一つになってしまった事でたくさんの情報があり過ぎて、みんなしっかりと読まなくな

ってしまったと思うんですよ。特に私みたいな主婦とか活字に弱いタイプなので、特に表

紙の写真が昔の厚田の広報だった時は必ず知っている人が写っている。中を見てもちょこ

ちょこ知っている人が写っていたり、赤ちゃんが産まれましたというのが必ず載っていた

んですよね。すごく楽しみにしていて、どこそこにこんな子がいるんだなと解っていたの

がその当時よりももっともっと人口が少なくなっていて、もっともっと赤ちゃんの事とか

が貴重になっているのにますます解らない状態になっているので、石狩の広報とは別に例

えば「厚田ニュース」みたいなタイトルでプリント１枚で良いので、小学生の壁新聞みた

いなものでも良いのでと思う。例えばこんな人が引っ越してきましたとか、個人情報にな

ってしまうかも知れませんけど、何か地域の人達のニュースみたいなものが遠退いた気が

したので、そんなのがあったら嬉しいなと思い出しました。 

 

佐藤会長： 

 

確かに厚田村時代は知っている人達の顔とかニュースとかある程度コミュニティな情報

がありました。 

 

河野委員： 

 

中には厚田の情報とかもあるんですけどね。探してまで見る人がそんなにいないと思う

んですよね。簡単なものを皆求めていると思うんですよね。 

 

吉田副会長： 

 

 

 

 

 

 

地域協議会は三期目になるんですけれども第１回目から厚田の防災無線で放送は今まで

もされてました。委員になる前は眼中に無く聞いておりましたけれども、委員になってか

らはそれが気になりまして地域協議会の存在というかそういうものがですね平賀委員が言

いましたとおり、違う部分でのアピールが一般の人には届いていなかったのかなと思いま

す。 

それとまた地域協議会の仕事と言いますか、任務という部分ですけれども、区民の人か

らの苦情を集める部分では無く、合併時に設けられた１億円という基金が積まれているか

ら厚田区あるいは浜益区の人達が活性化の為にあるいは何かの為にやりたいというのが区

民から意見と言いますか、そういうのが出た時に協議しながらこうあれするんだよという

のが始めの一つの地域協議会の委員の任務というかそういうものだと。それだけでは何も

出ないので地域協議会の委員の中から問題というかそういうものを提起して、一つのリー

ダー的存在となってライフサポートだとかやまどりだとか色々あるんですけれども、その

中に委員も加わって育ってきたというのが今までの現状です。 

何を主力的に選んでやるかといった時に非常に大変かなと思います。僕達委員が今区民

の為に何をしなければならないのかという事を僕自身も悩んでいますし、方向性を皆さん

15人のメンバーの中で模索していかなければならない。市役所がくれる訳ではないので、

そこが私達に与えられた委員の任務なものですから、今、産業関係ではあつたこだわり隊

という事でスタートしますけれども、平賀委員もメンバーに入っておりボランティアの関
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係だとか色々ありますけれども、盛重委員もおりますし、その辺が今心配しておりますが

これが軌道といいますか、ものになって厚田にこだわるそういう部分で想いが他の産直と

違ったものが出来ればなという事でそのこだわり隊については、模索してスタートしよう

と思ってますが、その辺が委員の辛さですよね。どこに今行くのか皆さんから苦情の意見

をもらってもどうしようも無い訳でこういう事をしたいんだけれどもと来てくれれば出来

るんでしょうけどね。平賀委員が言っている地域協議会の委員の存在をやっぱりアピール

するべきだね。こういう事をやっているんだよという事をやっぱり紙面かそういうもので

無ければ駄目じゃ無いでしょうかね。少しは名前は出ていっているんだけどね。 

 

佐藤会長： 

 

６年経って地域の人達が知らないというのは寂しすぎる。皆さんから意見が出たんです

けど確かに難しいんです。方向性を決めたり目標を来年の９月迄に具体的に話しを詰めて

いくかというのは大変難しいんですね。ただ想いは地域を活性化したい、地域を元気にし

たい、そして皆さん達から意見が出てきた様に出来れば、都会からあるいは違った人達が

この厚田に住んで欲しいなという希望も持ってますよね。 

立ちあがっている組織も厚田の魅力を伝える。誰に伝えるのか当然地域内の人に伝える

のでは無くて、この魅力を地域の外の人達に伝えたい。アクアレールで素晴らしい絵が沢

山集まったのも厚田の魅力なんですよ。そういう魅力をあるいは厚田のブランドを外に発

信する事によって厚田は素晴らしいと思って欲しいし、思うだけでは無く出来れば住んで

欲しい。なんせ少子高齢化でこの将来どうなるかというのはだいたいこういう日本全国の

過疎地域ではこういう悩みや問題を持っているんです。やはりそういう若い人達に魅力が

あったり、あるいはやまどりの会が一生懸命している、すなわち自然ですよね。そういう

ものを厚田の魅力としてやっぱり都会の人達に知らせる魅力も一つだし、そうやって考え

ると立ちあがっている組織や団体というのは、皆厚田の魅力すなわち我がまちの魅力を出

す為に活躍といいますか活動しているんですよね。そう考えますとどちらの方向に我々が

そういう組織を立ち上げながら向かっているのかという事を考えると、厚田にたくさんの

人が来てくれると良いよなとなった時、例えばそれがお祭りでも良いですし、それをきっ

かけに住んでくれる人が居ればなお嬉しいし、何だったら夏の間だけでも住んで欲しいで

すし、色々ありますけれどもそういう風に集約をしていくのも一つの方法かなという気が

個人的にもしています。 

 

柴田委員： 

 

先ほどお知らせいただいた厚田ワークショップの発表内容なんかを見させてもらいます

と、凄く外からの目で画期的に良いアイデアがたくさん出ておりまして、ただこの中に欠

けているものというのは、今会長が言いましたとおり人といいますかそこに住む人をどう

しようかとか住む人の活性化をどうしようかという前回の協議会の時は色んな形で出てま

した意見、新たな人にどういう風に来ていただこうか住んでもらう人をどういう風にして

呼ぼうかという事が大きなテーマだったと思っているんですけれども、その為には結局そ

れを状況として提供できる何も無いという事があったと思うので、まずはその具体的に何

からどう手を付けようかというと中々難しいのですが、まずはそういった人に住んでもら

うための様々な課題やらあるいは考え方やらを自由に何人かで簡単にお茶飲みながら喋れ

る様な事をちょっとやらないといきなりこれをどうしましょうかと言っても中々難しいか

なという気がしておりまして、今日来ている方の半数は、恐らく外から来た方かなという

気がしてましてそういう自分の体験なんかを交えながらどうなんだろうなという話しをす

るのも一つ意味はあるかなという気がちょっとしております。高橋委員はどうですか。 
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高橋委員： 

 

そうですねちょっと話しは違いますけど、例えばこういうテーマがありますよね。それ

を集約したとして、その内容が市役所の本所の方に随時報告されていると思うんですけれ

ども、向こうとしてはどういうような反応というか、こちらとしての働きかけをするとい

うか、どういう風になっていくんでしょうね。どういう形でこれが厚田の地域協議会でま

とまった案が出来たとしたら実現性というか、そういうものがどういう方法でなされてい

くのかなとふと思ったりしていたんですけど、支所長をはじめ皆さんがきっと色々と意見

交換とかされていると思うんですけれども、向こうの方というか受け取る側がどういうふ

うな体制になっているのかなと思うんですけれども、市長は色んな事を見て考えていると

は思うんですけれども、他の部署の方なんかは真剣にイメージしてくれている人はいるん

でしょうか。 

 

尾山支所長： 

 

うちのこの協議会の部分については、厚田区の活動としてしか見ていないんですよ。浜

益は浜益でやってますので、それぞれの区の中で地域協議会の委員さん達がどういう方向

性にいっているのかというのは、うちの方から決裁をあげてますのでそれは見ています。

ただこの自治区自体がそれぞれの中で検討していくという事で、はっきり言って本庁の方

から厚田はこうだよねと方向性が出た時に駄目だとかという事は無いです。その地域協議

会の中で一定の方向性を持って進める、それが厚田区の一つの方向性になっていくような

事項であれば駄目とは言わないですね。 

 

佐藤会長： 

 

今、高橋委員の言った様な事というのは非常に微妙なところだと思うんですよ。それは

もっと具体的にいうと、北海道移住促進協議会というのがあるんですよ。これは北海道の

市町村が自分の村や町に本州とかあるいは北海道の違う所からでも良いんだけれども、人

が来て移住してくれる為の広報をその協議会が一手に引き受けてホームページを作って全

国に発信しているんですよ。ここまでは良いけど、ここに石狩市は含まれておらず参加し

ていない。ただ、芦別市の例を言いますと、芦別市はその土地を買って住宅を建てて住む

となると補助金を出すんです。その芦別市の業者を頼んで家を建てると 100万円の補助が

出るんですが、外から来た業者で建てると 50万しか出ない。そういう移住の為の補助金を

出すとなると、今、高橋委員が言った様に、本庁ではそれをＹＥＳというかそれは問題で

すよね。厚田区のこの素晴らしい土地にそういう移住の計画を非常に具体的に立てて、そ

して向こう５カ年計画とか10カ年計画で立ててそういうものをやると言った時に、要する

に私達がボランティアで物事をする時には全て通るんですよ。ただしこういう予算措置や

ら何やらを計画的に立てた時に果たして通るかどうかというのは微妙なところですよね。 

 

平賀委員： 

 

今、佐藤会長が言った事で解りました。私は移住しようとした時に、それで全国的に移

住者を受け入れる様な制度を国の方でもって指定した所に割り振りというか認定している

んですね。私、小平町の知り合いが居たものですから、田舎に住みたいと言ったら、その

方が役場の方に行ってくれたら補助金が出るとかなんとか言っていて、住宅も中古の家で

すけど斡旋するからとわざわざ厚別まで何回も何回も電話が来たりして速やかに動いたの

さ。ところが浜益さんはどうだったかと言うと、燻製をやりたいと私が言っていたから厚

別燻製という予備知識にする為に名刺も３年間しかしなかったけど作ったんですよ。資格

を獲るのが難しくて、保健所関係にもちょっと通じていたものですから、行くならば厚別

の保健所の方で資格を取ってから動いた方が良いよという智恵を与えられて、浜益に連絡

したら浜益の市役所はどうしたかというと、産業課が商工会へ落したんですね。商工会に
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おろして商工会の方から実田の方にお家がありますよとかと動いてくれました。厚田はそ

ういう枠組みから外れていたからだったんだなと今初めて解ったんですよね。だから多分、

合併しても石狩市は相変わらず多分そうでしょう。だからそういう中で人を増やす増やす

と言って外部の者を受け入れると言っても、自分自身で入って来なければ私は二年かかっ

てなんとしてもという事で住む場所を見つけられましたが、それが他のところではどうぞ

どうぞという郡部もあるという事でしょ。 

 

佐藤会長： 

 

当別の金沢地区にも本州の茨城から来て、第二の人生を過ごそうという事で、その人は

北海道が好きで子供さんが居る当時からずっと通っていたんだけれども、住みたかったの

は小樽なんですよ。それで受け入れが凄く親切で住宅の世話から何まで全部当別がしてく

れたみたいです。 

 

平賀委員： 

 

石狩市としてそういう部分を国の方に名乗りを挙げるというのは出来ないんですか。 

 

佐藤会長： 

 

これは北海道の移住促進協議会というのがしているんです。後援しているのが北海道な

んですよ。ですからあそこのホームページは非常に良いです。それぞれの所に入ると、受

け入れる町は何処にも負けない我が町こそ素晴らしいという魅力をページにアップしてい

ます。その一例は先ほどの芦別市です。 

 

大黒委員： 

 

厚田はすごく魅力があると思うんですよね。なぜ魅力があるかというと景色が良いから

ですよね。日本海側を見たらビックリしますよね、それでコテージとかも沢山建ってます

し、あれはもうハッキリと証明されてますよね。だが移住する人が少ないので、そのため

にはまだＰＲが必要。でも何を見ても関心しない人は沢山居ので我々がどの位まですれば

良いのか解らないけれども、住もうとする人達をがっちり集めて、良いアイデアを考えた

ら良いんじゃないですかね。だから今の住宅の事も凄く良い事だと僕は思うよ。 

 

吉田副会長： この間の藤女子大のワークショップの説明を聞いていて、やっぱりとんでもない意見と

いうか良いところを見ているなという僕らの考えているところを突いてきたというのは、

やっぱりメディアの活用という事でツイッターとかホームページにしても色々良いと思

う。今の若い人は、必ずそういうホームページとか見ると思うので、石狩の厚田のホーム

ページがあるいは誰か個人のそういう部分のホームページが無いと思う。そういうものに

新しいものを書き込んでいっていけばとか、千歳空港にそういうパンフレットがあればそ

れは画期的だよね。なにか一つＰＲだったり作らないといけないよね。 

 

佐藤会長： 

 

それは私達がするのでは無くて、私達の英知を集めてより具体的にする事によって、そ

れだったら出来そうだという人が必ず手を挙げるんですよ。今みたいな抽象的で雲を掴む

様なものだったらそれ出来ませんよ。 

 

吉田副会長： 

 

 

 

佐藤会長： 

農協の厚田店からずっと行って浜の方へ行くところを公園にしたらというのもあって、

やっぱり景色が素晴らしいというんだよね。だからあそこを漁協のところに抜けるとを公

園にというのは現実的では無いかも知れないけど解る。 

 

若い人達のアイデアというか感覚というか、折角素晴らしい川が流れているのに川で遊べ
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ない様な親があそこに行っては危険だから駄目よという。それでは何の為にその川が必要

なのかというそれは自然の中の景観だけではなく、色んな生活の中に入っている厚田とい

うのは、私達は慣れてしまったけれども、若い人達の感覚ではやっぱりおかしいと思うん

ですね。だからあの若者達というのは北大の大学院の建築デザイン空間かな。なんかそう

いう建築だけではなくて環境工学みたいなものをしている専門の先生方ですね。 

 

 

柴田委員： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤会長： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ、あの計画は一体いくらお金がかかるんだという気がして心配になりました。 

 

住宅なんかの問題が移住というとあるんですけど、私も自分で体験はしているんですけ

ど、もう住まなくなった家や何かの事情で住めなくなった家なんかは、いずれ壊さないと

いけないんですけど、色々近所にも迷惑がかかりますし、そうすると取り壊すにしても相

当お金がかかるんですね。例えば、そういった部分なんかもそこで無償提供なんかをして

もむしろ費用がこっちから出ていくよりもどうぞお使い下さい、その代わり最後までどう

ぞという事になるんだろうと思うんですが、そんな事も考えれば望来辺りでも何件か老朽

化して壊しているお家があるんですけど、まだまだ十分住めるのに勿体ない。なんかこち

ら側も家を探している人とうまくマッチングするような何かをしてあげるような、そんな

に苦労しなくてもスムーズにいくものもあるのかなと考えたりもしているんです。だから

そういった事なんかを自由に意見を言う場があれば良いかなと考えているんですが、だか

らこういう公式な場で記録やメモをとられると中々自由な発想が出てこない。 

 

それで個人的にどうしてそういう事を言ったかというと、日本全国でもほとんどが少子

高齢化してきて、どんどんその村や町が先細りになっているんですね。日本から村や町が

無くなるのではないかと心配しているんですよね。だからそういうところでは、自分達の

町や村を守る為では無くて、そういう自然を守ってそこで生活をする人達を増やす、これ

は田舎に戻る事が素晴らしいのではなくて、素晴らしい環境で生活をする日本人の意識を

変えていこうというのが中心なんですね。ですから先ほど言いましたとおり私達はスケー

ルメリットを狙いますよね。大都会で生活すれば、隣は何をしていても良いし、関係ない

し好きな様に自由に出来るというような、言ってみれば全く個人主義を通り越した利己主

義で生きていく人間が多くなっている中で、それでなおかつ町や村が無くなった。ところ

がフランスは小さな町がまだまだ残っているんですよね。いわゆるスモールイズビューテ

ィフルなんですよね。小さな村が素晴らしいっていう意識を持っているから、村は無くな

らない。だけど日本は違う。どんどんどんどん村が無くなっている。そういう意味でもや

っぱり札幌という街に近くて、これだけの景観を備えていて素晴らしいという大黒委員で

はないですけど、もっとこの魅力を解れば住みたい人はたくさん居ると思うんです。でも、

厚田の魅力を盛んに発信しているのはこの団体なんですよ。ところがその発信が相手に届

いているかどうかというと平賀委員が言ったとおりでこれが問題なんですよね。だからそ

ういう事も少し地域協議会で検討しながら、厚田独自のホームページを立ち上げる。そう

したら、それは多少専門家に頼んだって 50～60万で出来るんです。でもちょっとコンピュ

ーターが出来る専門家に作ってもらったら、書き換えは自分達で出来ていきますからね。

だからそういう事も具体的に考えないといけないし、もう一つは先程言った通り移住問題

というのは日本全国皆同じ課題を持っているんです。だから良いアイデアというのは、私

達が考える前にそういう先進地が盛んにやっているんですよ。先ほど言ったようにもう使

わなくなった家に 50万円を上限にして改築費を出すんですよ。それを上限として、そして

そこに住んでもらう。色んなアイデアがたくさんだそうですよ。村からしたら死活問題で
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美馬委員： 

 

 

佐藤会長： 

 

 

河野委員： 

 

盛重委員： 

 

 

尾山支所長： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河野委員： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田副会長： 

 

 

美馬委員： 

 

尾山支所長： 

 

 

 

すからね。 

 

 ずっと気になっているのは、小学校とか中学校の所にある住宅なんですけど、ずっと空

き家状態なんですけど教員住宅なんですか。 

 

そうなんですよ。教員住宅は今年空いていても、教員が異動したらそこに入るかも知れ

ないんですよ。だからそこに一般人を入れる訳にはいかないんですよ。 

 

古潭の所にある教員住宅と聞いたところは、ずっと空いているんですけど。 

 

実質教員は入りませんからね。教員は来ているんだけれども、校長や教頭位が住んでい

るけど他は皆通いますからね。 

 

行政で持っている物はそれぞれ目的があって建てている部分なんです。一般用として単

純に考えたら公営住宅ですよね。ですから、学校の先生の数だけある程度いつ入っても良

いようにと確保しなければならないと考えますよね。そういうのがあるので、一概に空い

ているからという部分であれば中々他の人を入れるというのは難しいんですけれども、逆

に申し訳ないですけど、ここを売ってとか買いたいとかという部分であれば、それはまた

状況に応じてそういう動きをしてくれる可能性はあります。ただ、今あるのを貸してと言

ってもそれは中々難しい部分や居住権もあり、一度入ると出てくれないんですよ。違う職

員が来たとか、うちの職員が入りたいと言っても住んでいるものですから、今度違う場所

を確保してあげないといけないというような事もありますので、なかなか行政財産という

ものは一般には提供出来ないという問題もあるんです。 

 

これを見ていると、人が居ないとやっぱりどうにもならないという事なんで、移住関係

はすごく重要なんだなと思うので、例えば住んでくれたら 100万円とか建てるのに補助金

が無いというのは市としても住宅情報が一つまとまってあったら凄い嬉しいなと思います

よね。そういう情報が無いから看板の出ている別荘地へ別荘地へと行ってしまって、うち

なんかはそういう例なんですけど、うちは今、住みづらい所に住んでいるんで、学生を抱

えているとやっぱり通学も大変なんで、通学のしやすい場所にちょっと移動したいなとも

半ば思ってはいるんですけど、別に花川に出たい訳ではなくこの厚田の中でと思っている

んですけど、不動産屋さんがある訳でもないのでどうやって探すのかなと。親戚の多い人

とか顔の広い人は良いんでしょうけどね。 

 

厚田小学校の玄関の右に二軒ありますよね。一軒空いているんだけれどもあれは教員住

宅ではないんですよね。 

 

あそこは教員住宅じゃないんですか。 

 

教員住宅です。 

例えば空き家がありましたという時に、そこの町内会の人に例えば聞いてみるとかなさ

れていないんですかね。 
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河野委員： 

 

 

佐藤会長： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河野委員： 

 

 

 

 

 

 

尾山支所長： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田副会長： 

 

 

 

 

尾山支所長： 

 

 

吉田副会長： 

 

 

 

 

何もしていないですね。やっぱり外からの人だったらウェルカム的に迎えてくれるとこ

ろに流れていって、便利な田舎の部分にこの移住関係入れるのも大事なのかなと。 

 

何かこう今ひとつの問題で皆さん達色々意見を言っていただきました。実はこういうよ

うに、一つのテーマと言いますか一つの課題に対して意見を言いますと、どんどん具体的

になってくるんですね。でもこれでもまだまだこれでは具体的じゃないんです。例えば札

幌市のような大都市を隣に抱えている町がどういう事をしているかと言いますと、その町

が住宅を建てて、小学生の居る夫婦に月３万円で貸すんですよ。ただし、それは中学校を

卒業するまでそこに居るという事で隣の町の大都会の方に通勤可能だという事なんです。

だから、これは隣に大都会を控えた町や村がそういう計画、いわゆる移住問題というのを

そういう方法で解決しようとしている所もありアイデアは色々です。 

 

全然関係なく時間が無いところすみせんが、商工・観光のところで冬場のずっと寒い時

期に話していて気付かなかったんですけれども、特に望来の海水浴場なんですけれども、

無縁浜とか望来の浜とかもあまりきちんと開業されておらず、去年は一つしかやっていな

くて、非常に勿体ないなっていうことと、管理されていないが故にどんどんゴミだらけの

酷いことになって管理されていないからタダで行けるなとなって、車を止めてごみを置い

て行く人がますます増えていくので、ゴミをキレイにしないと始まらないかなという気が

しました。 

 

今の海水浴場の件については、行政的に開設しているのは厚田の海浜プールだけなんで

すよ。あとはほとんどが私有地、または個人で北海道とかに占用願いを出して開設してい

るいわゆる個人営業なんですよ。ですから、行政的に言ってしまうとそこに空いているか

らといって僕らがやりますよね。海水浴の中で泳いで下さいとか言うんですけれども、ど

こでも泳ぐ気になったら泳げるんですよね。でも今確かに言っているように、望来の海水

浴場は一カ所しかオープンしません。今までやってきたところは皆辞めてきてます。だか

ら逆に言って去年までやっていたのに今年はやらないというと、去年まで来ていた人はそ

こに行きますよね。そして行ってもやっていないから泳いでそこで昼に食べ物を食べたり

したらゴミをそこに投げていくというのが現状かなと思います。 

 

ただ個人で借りて申請してやっていると思うけれどもやっていない。例えば南浜だった

らごみが散乱して終わりですよね。だからああいうところは、例えばボランティアで組織

を作って、そこのゴミを処理するというのは可能ですよね。望来中央海水浴場はやってま

すよね。 

 

 みなくるからこっち側は、望来中央海水浴場の営業エリアではないので自由に入ってこ

れる。 

 

 だから厚田なんかも非常に困っていると言っていましたね。清水海水浴場なんかも、川

から出てくるゴミや海から出てくるゴミでゴミの山になっており、藤女子大でも指摘され

ましたけれども、なぜあそこを綺麗にしないんだと個人の所有地だからとそこで撥ねてい

るけれども、本来はやっぱりボランティア組織みたいなものを組んで、市に協力してもら

うという風に片付けれれば、石狩市のあそビーチが出てましたが、企業組合が海水浴場の
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尾山支所長： 

 

佐藤会長： 

 

ごみ掃除をしたという風に毎年やっているんですよね。地域協議会からそういうグループ

を立ち上げてやる事も出来るよね。今日もありましたけど嶺泊の登り淵に誰か知らないけ

ど必ずごみを投げていく人が居るんですよね。ああいう所のごみを誰が片付けるのかとい

ったら、やはりボランティアか市役所なのでしょうか。 

 

今の流れでは、市の道路敷地内であれば道路管理者の責任ですね。 

 

それでは途中になってしましたけれども次回もう少し絞り込みます。次回までに皆さん

方色々考えてきて下さい。 

４．その他 

  ・北の海 厚田アクアレール水彩画展の協賛金協力依頼 

  ・サンセットヒルフェスティバル開催について 

 

  次回会議等の日程について 

平成２４年７月３１日（火） １８：３０ ～ 厚田保健センター 多目的ホール 

５．閉会 

  

平成２４年 ７月３１日 議事録確定 

                                    石狩市厚田区地域協議会 

                                       会長 佐藤  勝彦 


