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平成２４年度第１回石狩市厚田区地域協議会 

【日 時】 平成２４年 ４月２６日（木） １８：３５ ～ ２０：３０ 

【場 所】 望来コミセン みなくる 

【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、あいうえお項 

    

本 庁 ～  企画課 森本主任主査  教育委員会 市民図書館 丹羽副館長・板谷副館長 

支 所 ～  尾山支所長 

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．報告事頄 

・石狩市民図書館厚田分館の移転について 

・４月１日付厚田支所職員人事異動について 

・商工観光の取り組みについて 

       

      ４・協議事頄 

        ・厚田区内における学校再配置の検討について 

        ・地域自治区今後のあり方（総括）について 

 

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．報告事頄 

  ・石狩市民図書館厚田分館の移転について（市民図書館 丹羽副館長より資料①、②に基づき説明） 

  ・４月１日付厚田支所職員人事異動について（厚田支所地域振興課 高田課長より資料③に基づき説明） 

  ・商工観光の取り組みについて（厚田支所地域振興課 高田課長より資料④に基づき説明） 

  

４．協議事頄 

 

 ・厚田区内における学校再配置の検討（資料⑤）について 

   

佐藤会長： 

 

厚田区内における学校の再配置の検討についてと言う事ですが、事務局より説明お願い

致します。 

 

高田課長： 

 

「（仮称）になっておりますけれども、厚田区の学校検討会」委員選出と言う事で資料を

見て頂ければと思います。２月の地域協議会の時に、教育委員会の方から三国部長と上田

課長に来て頂き、厚田区の学校の状況等も踏まえながら話しがあったと思います。その時

にも話しがありましたけれども一応、地域協議会の方からもそう言う検討会を作りたいの

で、２名程推薦をして欲しいと言う話しがあったかと思います。そこで簡単にここにまと

めてありますが、３ヵ月位前の話しになりますので再度、現状を確認したいと思います。 

今現在の状況と括弧の数字は平成 30年。６年後の生徒の見込み数という事で、まず現状

と将来的な部分をここに表しました。小学校でいきますと厚田、望来、聚富合計しまして、

今現在は 81名の児童が居ると言うところですが、６年後は半分強の 46名と言う様な状況

でございます。それから中学校につきましては、合計 46名で６年後は 44名と言う事でこ

れだけを見ると２名程しか減らない。と言う様な状況にありますけれども、詳細を見ます

と聚富の方が今 23名居る生徒が 13名と言う事で半分強の数字になると言う事で、複式等

の事も想定されると言う様な事も若干出て来ているところでございます。 

今回の検討委員会を創る一番の目的ですが、これらの現状を踏まえながら、将来良好な

教育環境の在り方を検討する為に、保護者を中心として地域の方から意見を聴く場を設け

たい。そして将来の姿・学校の望ましい在り方について、一定の方向性をまとめ上げる会

を目的として設置したい。と言う話しでございました。構成メンバーにつきましては、保

護者代表と言う事で各学校ＰＴＡ会長、副会長、保育園が２園で 10名。それから学校関係

者としまして、各学校の校長先生、教頭先生合わせて５名。それとお願いのあった地域代

表として地域協議会から２名委員を出して頂きたいと言う事で、今回の地域協議会で推薦

決定をお願いしたいと教育委員会の方から言われております。実際にこれらを踏まえて地

域協議会のメンバー15名と言う中からの２名ですけれども、事務局（案）としましては、

会長、副会長の２名でどうかと考えたところでございます。その辺の協議を頂けたらなと
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思いますので、ご審議願います。 

 

佐藤会長： 

 

それでは厚田区の学校検討会ついてですけれども、この現状を見て頂いて解ります様に、

６年後これだけの数が減り、それが10年後前回資料をお渡しした通り厚田区は黙っていた

らずっと人口が減っていく訳ですね。そして結局は、統合しなければいけなくなる。現状

としてはしないといけないと言う事であります。そう言う事で将来構想を踏まえてどうす

るかと言う事で、事務局（案）としては会長、副会長を推薦されましたけれども、それで

異議が無ければその推薦でいきたいと思いますし、別に推薦根拠がありましたら皆様達か

ら推薦頂きたいなと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 

※各委員より承認します。の声あり 

 

佐藤会長： 

 

それでは、事務局（案）と言う事でいきたいと思います。後ほど会議の中身や検討につ

いて地域協議会の皆さんに情報提供をしながら皆さん方の意見を吸い上げていく作業をし

なければいけないなと感じているところでございます。 

次に、２点目「地域自治区の今後のあり方（総括）」になりますので、それでは事務局の

方からよろしくお願いします。 

 

高田課長： 

 

それでは、まずＡ３版の横長の資料に沿って説明させて頂きたいと思います。２月から

なので今日で３回目になりますけれども、この間、地域協議会が終わってから意見交換会

と言う位置付けの中で地域協議会委員の皆さん、それから地域協議会ＯＢ・ＯＧの皆さん、

更には地域振興事業を実際に行っている組織・団体の皆さんから６年間の検証と言う事で、

色々ご意見を頂きました。その部分をこのＡ３版のまず上の方に大きく括られていますけ

れどもまとめさせて頂きまして、その後、下の方を見て頂くと解るのですが、最終的に地

域協議会の総括と言う事で、まずはまとめさせて頂きました。この後、中身を説明させて

頂きまして、共に話し合って意見交換した事を書いているのですが、もしかしたらこんな

疑義出ていたのに載っていない、この表現どうだったかなど、そんな確認をしながら最終

的に今日、地域協議会としてのこの時点の総括と言うものを作り上げたいと言う事で説明

を聞いて頂きながら、皆さんと最終的に確認をしたい。それでは栗谷主査の方から説明さ

せて頂きます。 

 

栗谷主査： 

 

今、課長からお話しがありました通り、地域協議会それから支所、基金と言う事でまず

は役割の確認、それと地域の皆さんからの意見に沿って成果・課題をまとめました。この

３つの大きな部分が後に、地域自治区の総括の流れになろうかと思います。 

地域協議会の部分でありますけれども、組織と委員について分けさせて頂きました。そ

れぞれに役割と言う事で、３回の中で地域自治区の中の振り返りをしていたので、皆さん

もこの役割の部分はご存じかと思いますので、そのイメージを持ちつつ地域からの意見も

考えて頂ければなと思います。 

 まず組織についてですが、地域からの意見と言う事で活動・審議の内容が解る周知・Ｐ

Ｒ方法の工夫が必要ではないかと言うところで、まだまだ協議会の部分と団体の部分の周

知があんまりされていない部分があるので、そこを工夫して流したらどうかと言うところ

とか、実際に活動に携わっている方が尐ないと言うところで、住民の携わっていない方を

これからどう巻き込んでいくかと言う意見があったかと思います。 
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これに沿いまして成果・課題と言うところですけど、まず成果ですが地域づくりについ

て区全体で協議する場が協議会と言うところで出来まして、厚田の良さ、それから地域課

題を互いに再確認する事が出来たと言う事が一つ。それから協議会へ提案され審議された

事によって新しい活動・組織、今７団体位が生まれて住民の総意によって展開されている。

それから協働と言う言葉の元に動いている部分の意識が高まったと言うところが成果とし

て挙げられると思っています。 

ただ、課題と言う事で、地域協議会、それから各団体の活動の周知不足と言うところで

６年間の平均傍聴者数が１．１人しかいなかった事、団体の活動が地域にあまり知れ渡っ

ていないと言う課題、もう１つ地域協議会で積極的な提言・発言する様に協議会内の雰囲

気づくりをより一層努力していきながら色んな意見を出して頂ける様に心がけていく事が

今後の課題になるのかなと思います。 

それから委員としてですが、地域からの意見としては住民意見の吸い上げをもっとする、

それから委員の能力の底上げ必要、委員として最低４年位は務めていかないと段階を踏ん

だ色々な考え方にならないのではないかと言った意見があったと思います。 

それに沿って成果としましては、委員研修とか新任研修とかありましたけど、そう言っ

た実施によって委員自ら地域活動に参加すると言う様なところとか、地域の現状を把握し

た中で厚田が今後どういう風にしていこうかとかどう言う事が必要かと言うところを共に

考える意識が向上したのではないかと言うところが一つ。それから年々、自治会からの推

薦が増え地域づくりと自治会との関係が密接な関係にあると言うところ、この部分が、委

員として大きな成果じゃないかなと言う風に思います。 

ただ、課題と言う事で委員の役割もありますけど、地域からの意見の引き出しとか審議

内容を地域団体へ戻すと言う様な役割があまり機能されていない様に思いますので、より

一層の委員の意識の向上が必要ではないかと言うところでございます。 

続きまして、支所の部分の地域からの意見については、支所職員の人数が減ったので地

域自らが頑張る様になった、村時代は行政主導型で色々と展開された部分もありましたけ

れども合併後、地域自治区となってから住民自らと言う考え方、意識がどんどん高まり地

域側が主体的に頑張る様になった、それから、現在の団体活動を考えると支所のサポート

がなければ活動の継続は厳しくなると言う意見を頂いております。 

それに沿って成果と言うところですが、区制を期に支所職員数は合併当時から見ると半

数位迄減っているところですが、逆に地域振興に携わる職員数が増えている状況にあり、

職員も住民と一緒になって行なう意識が徐々に高まりつつあるところが一つ、それから地

域と真剣に向き合って本庁へ正確に住民の想いを伝えて住民の地域づくりに対する様々な

活動や想いを実現した成果が出ているのかなと言うところです。ただ、全職員かと言うと

そういう訳では無く、全体の意思統一がされていないところがありますので、今後そこの

部分が課題となるところかなと思います。 

それから基金の部分ですけども活用に伴う基準が解りづらい、活用分野に偏りがある、

特に、商工観光・水産関係は今まで活用した部分が無いと言う現状にある。それから活用

におけるプランニングが大変、明るい部分としては、基金有りきの活動では無いと言うと

ころもありました。それから活動の準備段階でも基金を活用出来る様にすべきでは無いか、

と言う意見もありました。具体的には視察研修とかにも使えるお金が必要では無いか、他

の意見としては、基金は区制10年。要は合併後 10年の平成27年に関係なく、その後も残

して欲しいと言う地域からの意見もありました。 

それに沿って成果と言うところで、基金の本来の姿を伝えながらも金有りきの活動では
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無く、各団体がしっかりと計画性をもって継続して活動がされている、と言うところが基

金活用の大きな成果だと思います。 

それから活用に対する考え方と言うところでは、地域協議会それから支所が徹底して同

じ意識の元、活用に向けての審議をしてきたところで現在、地域振興活動に結び付いてい

るところが成果として挙げられると思います。ただ、他にも意見はたくさんありましたが、

27 年の 10 月以降の基金をどう取り扱うか。これは厚田、浜益に限らず市全体としての問

題となりますので、今後、様々な角度から検証し最良の方向へ導いていく必要がある、と

言う部分であります。 

この３つの部分をまとめて最終的に地域自治区としてどうだったかと言うところです

が、まず地域の意見からいきますが自治区の部分については、区制にしたからこそ様々な

団体が起ちあがった、それから厚田として今の区制をいかに継続していくかが重要、全市

的に区制をひくのは困難では無いか、厚田として自治区を残す方向を打ち出してから考え

るべきでは無いか、最後に10年後何をテーマで動いていくか、と言う地域からの意見があ

りました。そういった部分を含めて協議会としての総括と言う事で提案させて頂きたいと

思いますけれども、大きく２つ。まず１つは合併当時の地域活動の衰退。それから故郷意

識が薄れた時期が尐しありましたが、協議会・支所が中心となって住民自ら考えて実践す

る仕組みづくりを長い時間をかけながら取り組んだ結果、各分野において様々な課題はあ

るものの厚田の特色ある地域づくりが徐々に進み成果を挙げてきたと言う風に考えていま

す。27 年 10 月以降について、一つは全市自治区設置、二つ目は現地域自治区の延長、三

つ目に任意組織の設立、四つ目に組織廃止と言う風に数パターンの選択肢が想定されます

けれども厚田として新たな活動の発掘、それからこれまでの地域活動をどう繋げて、どう

拾っていくかと言う部分がこれから必要になってくると思いますけれども、そう言った取

り組みを展開してより一層活性化を推進していく為には、やはり皆様方、住民自らと言う

部分が大切で地域全体で協議・検討出来る地域協議会的組織、それからその部分をサポー

ト出来る厚田支所、そう言った部分を引き続き行なう事で互いに持ち味を出し合った厚田

ならではの取り組みが出来るのでは無いかと言う様なところで協議会の総括と言う事で提

案させて頂きます。ご審議よろしくお願い致します。 

 

佐藤会長： 

 

皆さんと二回検討して参りました中身をこう言う風にまとめて頂きました。重要なとこ

ろが抜けていたり、こう言う意見を更に反映させた方が良いのは無いかと言う様な事を意

見として出して頂き、今後の地域自治区を振興していく選択肢の中で唯一のものになる為

に、何を強調すれば良いかと言う様な議論・意見等を出して頂ければ大変助かります。  

それから今の説明で解りづらい等の質問を受けたいと思いますので、そのあたりをご意見

として頂ければと思いますのでよろしくお願い致します。 

 

吉田副会長： 

 

委員からは方向性だとか色んなものが出されていますけれども、厚田区のこれからの色

んな部分を模索しながら自治区と言うものを残していくべきだと言う皆さんの意見だと思

いますし、これからの石狩市の為には厚田区、浜益区が地域協議会を残しながら、あるい

は地域協議会が駄目ならば地域自治区として物事を進めていける様にもっていくと言う様

な総括になると思うので、本当にどうしたら良いのかなとまだまだ皆さんの考えもそうだ

ろうと思います。まだ３年ちょっとあり、これで決める訳では無いので協議会がこれで終

わりだよと言う訳では無いですけれど、色んな活動している団体も７団体位地域協議会か

ら挙げたと言う事もありますので、これが旧厚田村であれば果たして何か出たのかなと思
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います。あの頃の厚田村と言うのは、役所側の提案に沿っていた時代で、自主的にこれだ

けの活動団体が出たと言うのは、地域協議会があったからでないかなと思い、まだまだこ

れからも生まれる可能性はあると思います。 

 

佐藤会長： 

 

他にご意見ありますか。たくさん出された意見を集約した形で出ていますので、私の言

った意見が反映されていない等あれば、過不足無くこの中に盛り込みたいと思いますので、

こう言う方向性でいきたいと言う方向性を示しておりますので、今、吉田委員よりありま

したとおり厚田ならでは、あるいは、石狩市と合併した厚田・浜益がやはり旧石狩市とは

違う方向性で過疎化を何とか打開する様な力強い協働の活動をしているなと言う事を解っ

て頂ければ、この継続は更に続いていくのでは無いかと言う風に楽観はしております。現

時点でこのまとめでよろしいでしょうか。 

 

高橋委員： 

 

過疎化と言う事で将来の目標とか色々と書いておりますけれども、これが現時点として

目標として掲げられる。これからどんどん進んでいくと人口を維持するのが難しくなって

くる。人口の事を考えないと行き詰まってくる。だから限界集落では無いですけれども、

限界自治区みたいになっており、最低限の人口は必要だと思います。だから片一方ではそ

う言う人口増の方策とか、そう言うものを行なってきたのかどうか知りたい。やはり減る

一方で、我々もそうですけれども他所から来まして、好きで来た人が結構いるのですが、

やはりそう言う方策を考えてやれば可能性が無いとも限らない。だから他所から田舎に来

たいと言う人達のハードルを尐しでも下げる様にしてあげれば、可能性は尐し出てくる気

がします。だからと言って過疎化が無くならないかも知れませんけど、鈍らせる位の方法

とかになっていく可能性はあると思いますので、もう尐し市の方と一体となって考えて欲

しいなと思います。 

 

佐藤会長： 

 

皆さん達は、ご覧になっていると思いますけど「石狩市過疎地自立促進計画」と言うの

がありますが、これは平成27年度までの計画が出されておりまして、そこで今、高橋委員

が言いました通り、黙っていると人口が自然減していく。なんとか厚田に住んでくれる人

特にその子供さんが居る様な家庭が厚田に移住してくれると人口がある程度増えると言う

か過疎化の人口減を尐し留める事が出来ると言う様な事が起こるのではないかと思うので

すが、こう言った手をこれからどう打っていくかと言う事を具体的にどう行なっていくか。 

確か、九州だったと思いますが、過疎化を止める為に空き家をそのままにせずに手を加

え住める様にし、そこに若い夫婦で住んでもらうと言う様な市独自で対策を行なっている

成功例があり、こう言う事例も含めて今、高橋委員が言った様に具体的にそれらをどうや

っていくか。そう言うアイデアを皆さんから沢山出して頂き、そう言う事をやってある程

度移り住む。そうなると議論が皆さんより出てくると思いますが、移り住みたいと思う所

で無ければいけません。それは、色んなモチベーションや動機があると思います。例えば、

厚田区のあそこの学校は素晴らしい。と言う噂とか、テレビに紹介された様な素晴らしい

学校だったら多尐、自分の御主人が車で40分通っても子供をあそこで教育させたいなと思

う親たちが来る。あるいは大自然の中で、農業をしたり物を育てたりと言う事をやってみ

たいなと言う様に色んな人達が居ると思いますので、そう言った人達をどうやって厚田に

導いて来るか、満足させられる様な厚田区としてサポート出来るか、そう言う事も具体的

に話しを進めていくと未来が開けてくると思いますので、多分、楽しい話し合いになると

思います。段々と、この地域が無くなっていくと言う話しでは無く、そう言う事をやって
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いくと言う事は実は、石狩市の過疎地の計画と同じ様に、厚田区の促進計画みたいのを先

ほど高橋委員が言った様な事を踏み込んだロードマップを皆さんで議論して立てていく。

それを何年後迄にとする事で多分、地域自治区である厚田・浜益区はしないとならないと

言う事を石狩市の人々にも理解して頂けるのではないかと思います。大自然に恵まれてこ

の素晴らしい二つの地域が無くなるなんて大変残念な事であり、また行政としても残念な

事ですから、そう言う促進計画をこの地域協議会が中心になり、残り尐ない３年の中で作

っていくのも重要かなと言う風に思っております。その他、何かございますか。 

 

大黒委員： 

 

厚田から議員二人が出ていますが、この地域協議会と言うのはすごく重要な位置付けだ

と私達も思います。無償でやっており、議員と匹敵するイメージを持っています。支所の

人と地域協議会の連携は素晴らしいものだと思っており、今までは、議員や役場に任せき

りで書類のやり取り程度であり、積極的に出ていったと言うのは過去に例が無いと思う。

これをより強力的にする為にどうしたら良いかと言う事をしっかり考えた方が良い。 

今出ている七つの団体を大事に継続すると言う事ですね。基金も継続資金と研修資金に

活用できるお金にして欲しい。出し惜しみをしている様に感じるのでお願いします。 

 

佐藤会長： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平賀委員： 

全国的に、特にこの地域協議会と言う制度が作られていますが、そう言うところで一番

の地域協議会の役目は何なのかと言ったら、大黒委員が言ったとおり協働の精神へとどう

やって意識を変えていくか。と言う事が一番重要だと言う事です。その重要だと言う事を

自画自賛する訳ではありませんが、地域協議会から色んな協働の精神で起ち上げた活動の

グループが出てきました。ですから、これらをまた継続させていく、そしてそこにまた、

資金を使って更に先ほど言ったとおり厚田は良い所と思ってくれる様な、そう言う協働の

精神が非常に進んだ地域だと言う様なＰＲをする必要があると思います。地域協議会でど

の様な事をしているかと言う事を住民の人達に解ってもらう様な働きも大切。地域協議会

と言う名称は知っているけど、何をしているのか解らないと言われるのは非常に残念な事

なので、それらも解って頂ける様な「地域協議会だより」と言うのをこまめに解りやすく

提供していくと言う事もまた、今後の課題として必要になってくるかなと思います。 

その他、委員の方率直なご意見はありますか。 

 

住民の数と言うのは、住所を厚田に移した方だけの人数ですか。別荘の方々とかでも結

構年間を通して住んでいる方がおられる様な気がするんですけれども、そういう方は住民

票を移していないと言う事ですかね。 

 

佐藤会長： 

 

別荘地と言うのは幾つも開発されておりますけども私共の所は、七軒が住民票をこちら

に移して年間を通して住んでおりますが、夏の間だけいらっしゃる本当に別荘地として使

っている方は移しておりません。それからどうしても厚田が好きだと言う事で夏しか来な

いけれども、住民票をここに移している人もいます。 

 

吉田副会長： 

 

望来の風車のあるところの別荘地域は、軒数ありますけどあまり住民票を移していない。

だからその辺が過疎化と言うか過疎が伴う。高橋委員みたく厚田に住んでみたいと言う事

で厚田に来てすっかり馴染んでいる人も居て、受入体制もありますけれども、厚田は絶対

に住んでは住みやすい所なので、仕事とかそういう食べて行く為に難しさがある。 
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平賀委員： 

 

確かに会長が言った様に、若い御夫婦。子供の関係もあるから若い夫婦に住んで欲しい

けれども、中々若い人たちがここから１時間以上も街の方へ通うと言うのは、大変で難し

いところなので、定年者はどうか。私も 50歳の時に引っ越して来ましたけれども住む所を

確保するのに３年もかかりました。一時、本当は若い人に来て欲しかったけども、と地域

住民に言われた事もありましたけども、家の主人が亡くなったら札幌産まれ札幌育ちの息

子が厚田に来てくれ、一緒にまた同居をしてくれている例もある。本当は初めから若い人

に来て欲しいけれども、それはかなり難しいハードルなところもあるので、支所の窓口が

どの程度間に入る事が出来るのか。例えば、住宅の事とか、取り持ってもらえるのか。取

り持ってもらえれば貸す方も終始速やかにいくのでは無いかと思うのですが、厚田は本当

に通おうと思えば通えるので強く希望します。 

 

佐藤会長： 

 

ですから、窓口は例えば協働ですから行政が行なっても平賀委員とか高橋委員とか色ん

な厚田が好きで住んでいる方もおりますから、そちらの方に振って頂いてどれだけ受け皿

として準備しておけるか。例えば、空き家がたくさんあるのに全然住めなかった。あそこ

は空き家だったけど誰に言えば貸してくれるんだ。そう言う情報を何処かに集める様にし

ておいて、厚田が良い所だとなったら住んで頂ける様な準備も必要。 

 

平賀委員： 

 

震災の出来事以後、私のところに問合せがあり本当は若い子供が居るところがベストだ

けれども、最近の老年者は長生きしますので。私も、もう 22年も住みましたので、定年者

とかそう言う方でもと思いまして。 

厚田は自然が季節を教えてくれる。海や畑が教えてくれる。何月には何を食べてと言う

自然のサイクルが素晴らしい。初めからここで産まれ育った方々は当たり前かも知れませ

んが本当に良い所です。 

 

佐藤会長： 

 

案外、厚田の良さって知らないですよね。そう言う厚田に住んでいる人の声も何らかの

形で広げていける様な仕組みを考えてＰＲする必要があるかなと。それも今までだったら、

そう言うのは役所がすると言う一言で言ってしまうのですが、そう言う事では無くてやっ

ぱり地域協議会でそう言うものを紹介出来る様なものを誰かで創ってみるとか、そう言う

事もまた、この中から生まれてきたり近所からそう言う人を推薦したり、仲間に入れなが

らそう言うものを作っていくと言う様な動きもやっぱり必要ですね。 

 

柴田委員： 

 

関連しますが、一つはさっき平賀委員や高橋委員がおっしゃった様に結構、厚田に住ん

でみたいと言う人の要望はあると思いますが、それに対する住宅事情とかがマッチしてい

ないが故に踏み出せていないと言うのが現状かなと思います。色んな友人とかの話しを聞

くと、それが理由なのかなと思います。 

先ほどの住宅事情の関係なんかも考えますと、やっぱりあくまでも個人の財産ですので、

これを貸す・貸さないと言うのは、どこまで行政がやれるのかと言う当然範囲の限界も起

きるだろうとは思いますので、単に情報として住宅は多尐古いですけれども修理して頂い

て自分で入る分にはよろしいですよとか、そのまま使えますよと言った様な住宅を持って

いる方の意識調査と言いますか意見、そう言った事もちょっと公式に支所がする事が良い

かどうかと言う問題もあると思いますので、場合によっては、地域協議会、あるいは他の

何かグループ名をもって意識調査みたいなものを実際に行ない、使って頂きたいと言う人

がどの位いるのか。その上で、それを有効に活用する為にどの様にそれを情報発信するか
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と言う様な事を考えてみるのも良いのかなと感じました。ですから、ライフサポートを最

初起ちあげた時もライフサポートの人で意識調査をしましたよね。回って歩いて３年かか

りましたけれども、そうやってきちんと地道に積み重ねていったが故に成功して続いてい

るのだと思います。そう言った何かきちんと計画性のあるものを継続してやっていかない

と中々単発では続かないのかなと言う感じはしています。来たいと言う人に対してどれだ

けの情報を提供できるか。あとは貸す人と借りる人との個人交渉であり、行政としてはそ

こまでは触れない方が良い訳でと言う感じがしておりますので、何かこう行政直接で無く

何か間にクッションを置いてやる方がスムーズなのかなぁと言う気がします。 

 

高田課長： 

 

この２、３回の地域協議会の中で、人口増とか若い人を呼び込むと言う話題がすごく出

ていて、うちの地域振興課地域振興担当の今年の目標の一つに今、七つの組織が経ち上が

り目的や目標を持ち活動しておりますが、その七つ以外に新たな地域振興、目的を持って

目指す団体を創出したいなと言うのもあります。そこでここ２、３回の会議の中で聞いて

いて一つは今言った人口増と言う部分を考える様な分科会みたいなものを地域の人を募っ

て起ちあげていければ、またそう言う仕組みが出来るかな。と思っています。 

これは吉田委員の方からも出たと思いますが、郷土芸能と言う部分で、このままだと若

い人達に引き継がれていかない。と言うところで何らかの手を打たなければいけないので

はないか。と言う話しも出ておりましたが、今、地域振興担当の中で意識しているのがこ

の二つの部分を何とか本気でやりたいと言う地域の人と向き合って一緒になってそれを構

築していければなと考えております。 

さらに今日も具体的に３委員から人口増と言う事が出て来ているので、その辺をなんと

かこの３名を中心としながら、まだまだそう言う意識の方はこの地域にたくさん居ると思

うので、そう言う人を募って準備をして会の設立に向けて進めていければなと思っており

ます。 

それと先ほど高橋委員の方から実際に今までの人口増の方策と言う事で何か行なって来

たのかと言う事もございましたけれども、実は、今ある七つの団体の中には、地域教育分

科会と言うのがありまして特色ある学校を厚田の中に設けて特色ある学校を創る事によっ

て良い教育と言いますか、子供にとって他の学校より優れたより良い教育が受けられる学

校だよと言うのを創りあげれば、当然、親は子供の為であれば９年間の小中義務教育の間

は厚田に来てくれるのでは無いかと言う様な事も目指して考えており実際に今、２年ちょ

っと活動しており、まだそこまでの目標は達成出来ておりませんが、そう言う様な事も目

標として動いています。それだけが目標ではありませんけれども目標の一つとして動いて

いると言う組織と言うか団体もあると言うところです。 

 

吉田副会長： 

 

平賀さんが委員になったり、高橋さんが委員になったりして初めてそう言う話題が出て

きましたけれども、今もサポートの会が一つありますけれども、例えば仮称で「定住をサ

ポートする会」と言う様な会を立ちあげて、１年に１回相談があるかどうか解りませんが、

そう言った場合に相談に乗ってあげる。そういった会かボランティアと言うかＮＰＯまで

いくのか解りませんが、そう言うところもある事によって、相談に来る、相談に乗ってあ

げる、そして役所に入って頂くと、まぁどう言う風になるか解りませんけれども、「定住サ

ポートを進める会」みたいな組織があればなと思います。 

 

盛重委員： 皆さんの人口増の為のお話しを聞いていて、比較的高齢者の受け入れと言う部分だと今、
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 吉田副会長の言われた通り受入グループと言うか地域住民の方で受け皿をしっかり作って

いかないと、来たいよと言った時に受入する体制が整っていないと平賀委員が実際体験さ

れた通り難しいと思います。そう言った意味だと、地域協議会の今後の部分でいくと地域

住民の受け皿作りの動きの一つのコネクションと言うか、グループ的なところで地域協議

会がやるなり別な分科会を立ちあげるなりと言うところとの行政との繋がりと言う部分で

やっぱり大きく分科会なり何なりが立ちあがった時に地域協議会を通して行政に訴えかけ

ていく形をとらないと中々言葉が石狩の本庁まで繋がっていかないと思います。 

地域協議会の今後のあり方と言いますか総括と言う今日の位置付けだと思いますけれど

も、あと３年位と言う短いスパンの話しでは無く、やはり 10年 20年のスタンスの中で厚

田と言う地域を残していくと言いますか、活性化させていく為には、やっぱりこの協議会

と言うのはどんな形になるにせよ必要だと思います。地域住民の意見をまとめて繋げてい

く、昔はそれを議員さんが個人個人の話しなどを聞いて議会などにかけて地域住民はこう

思っていると言う意見を繋げていったと思います。それがやはり石狩市に合併になってか

ら厚田、浜益の方から意見を繋げていくのは中々大変だと思います。伊藤議員とか頑張っ

てらっしゃると思いますけれども、そう言った意味だとこう言った地域協議会の中で、皆

さんが地域住民からの意見を吸い上げてやはり厚田としてはこう思っていると言うのを繋

げていくパイプ役としての位置付けをしっかり持っていかないといけない。そういった機

能を起こしていかないと厚田区自体がどんどん萎んでいくと思います。 

高齢者の方を受け入れると言う部分だと地域住民の受け皿がしっかりと出来て、話しが

繋がっていってと言う形を整える事が出来れば良いなとは思います。 

厚田に若い方が来て欲しいと思うとしたら、やはり産業が無いと難しい。厚田の中に産

業もしくは石狩のもっと近くに働く場所が無いとやはり移住はしない。と言うか出来ない

と思います。だから逆に言うと花川辺りは札幌市が近くベッドタウン化で人口を増やして

いる。やはり働く場所も近いので若い人達が住みやすい条件が揃っているから自ずとそう

なる話しで、厚田の中にやはり若い人が来てもらいたいと言う事であれば、産業を起ちあ

げるなり、教育として子供達を育てるのに教育現場が最高な場所と言う環境を整えていか

なければならないと言うのが正直なところだと思います。 

そうなってくるとやはり、地域住民だけと言うか地域協議会だけの頑張りでは壁にぶつ

かると思います。行政の方針として石狩市自体が厚田の位置付けをどう考えるかと言うと

ころをしっかりと提案して頂かないとと言うか逆に地域協議会からああして欲しい、こう

して欲しいと言う事や、こう言う産業を起ちあげる為に市の力を貸してくれだとかと言う

形での提案をする為の場として、やはり地域協議会と言うのは残さなければならないと最

近思っています。 

今日の話の中だと地域自治区の今後のあり方と言う意味合いだと、簡単な部分でいくと

地域協議会と言うものは３年でとか言う話しでは無く、３年一区切りで次の 10年を見越し

てそう言った地域協議会を残していくと言うか持続していかないと、やはり厚田区の持続

には繋がらないのかなと最近強く感じています。 

 

佐藤会長： はい。ありがとうございます。確かにそうですよね。 

 

中井委員： 

 

今の盛重さんの話しの中で、産業と言うかお仕事の話しがありましたけれども、うちは

漁師をしていますけれども、パートさん達がだんだんと高齢化してきて、息子が後継者と

して居てホタテ養殖を今やっていますけれども、それを何年か先には息子にやらせると言
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う話しになると思うんですけれども、その時にパートさんが居るかと言った時に悩みがあ

ります。今、札幌の方から３年間位通っている人が居て奥さんやお子さんも居るんですけ

れども、そうなってくると一生懸命頑張ってくれているのですごく助かるんですけれども、

交通費も出さなければいけない、札幌の方に住んでいるので家賃も高い等、色んな絡みも

あって子供も居る奥さんも居る、そして交通費もと考えると、それに見合う給料を支払わ

なければいけないとなると、その人に更に仕事を頑張ってもらわなければならない。１時

間いくらと言う単位では使えないので給料で雇用しなければいけなくなる。それで、厚田

に住んではどうかとなると若い奥さんなので厚田には来たくない。それでその人は、漁師

が好きだから３年頑張って船にも乗って漁師になりたいと言ってくれていますけれども、

その３年間の間に奥さんとも色々なトラブルがあって別れると言うところまでいった事が

ありました。だからそう言う時に厚田が、若いそう言った奥さんを迎え入れられる様な環

境、例えば、商店だとか公園だとかそう言う環境が整っていると、うちの息子がこれから

先も長く商売をしたいと言った時に、アルバイト情報への求人を今も出していますけれど

も、そうじゃなくして、やはり地元に住んでいて信頼のおける側にいる人、例えば今、沖

に行きたい、風の関係とかから今船を出したいと言った時にすぐ来てくれると言うのは地

元の人なので、そう言う人達が居ればすごくありがたいなと思います。だから、若い人も

住める環境、職場を尐し考えていかなければいけないのでは無いかと思います。本当に今、

後継者と言うか息子の年代 28か 29だったと思いますけれども、そう言う年代の後継者が

増えて来ています。なので、みんな周りもサポート出来たら良いなと思っています。組合

の方も考えてくれているとは思いますけれども、中々現状しか目が届かないので、先々の

事まで親だからすごく気になります。だから今、私たちが辞めて蛸を取って夫婦で食べる

だけの漁師が良いのかな？考える事もあり、色んな悩みが積み重なってきます。 

 

佐藤会長： 

 

ですから札幌でと言うか、大都市に住んでいる若者達と言うのは半分近くが就職出来て

おりません。コンビニで働いたり等、そう言ったミスマッチが起きている。 

 

盛重委員： 

 

今回の人事異動で、農林水産課が厚田に来ましたよね。厚田、浜益がメインと言う事で、

こう言った人事をして頂けると言うのはやはり石狩全体を見た中で、昔で言うお役所仕事

では無く、やはり考えてこちらの方に目を向けてくれている結果なのかなぁと思っていま

す。なので、そこの線をやはり地域住民的には尊重すると言うと言葉が変ですが、そう言

う動きをもっともっとして下さいねと言う風にこちらの方からも言って、やっぱり産業の

部分で行くと厚田、浜益では漁協と農業関係が今のところはメインだと思うので、そこを

しっかり確保すると言うか、しっかり何とかしていける様に持って行かないとやはり厚田

の生きる道と言うか、厚田区自体も無くなっていく方向になっていくのかなぁ？と今の話

しを聞いていて感じました。 

 

佐藤会長： 

 

今の３人のお話しを聞いていて思い出しましたけど、長野県に伊那市と言うのがありま

して、今回の平成の大合併で高遠町と合併しまして、そこは今うちと同じ様な議論をして

いました。過疎化がどんどんと進行していく訳ですね。特に長野県の山奥ですから産業な

んて無く、林業ですよね。そしてどうしたかと言うと、伊那市が合併したので、若い人達

に来てもらう為に家を建てたんですね。３ＤＫの家を 3,900万で建てて、まず田舎と言う

と若い人たちが溶け込むのは難しいです。ですからそのワンクッションとして、家を建て

入居の条件としては子供がいる方で無ければ入れないのですが、そこに一旦、入ってもら
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ってそこで何年間か住んでもらい、そこに永住するかどうかを決めてもらう訳です。その

時に村全体、町全体が受け皿になる。３ＤＫ月３万円の家賃で新築の家なので結構安いで

すよね。目的は永住してもらう為です。ですから、そう言うサポートをしていると言うの

を思い出しました。そう言う事も視野に入れながら、その後に、次のステップとしてどこ

かの空き家とか色んな所を探す。最初から若い人にそう言う所にと言うのはちょっと無理

です。だから今、特にターゲットを若い人に絞ると、そう言う政策もやっぱり必要になっ

てくるのかなという気がしました。 

色んな意見が出ましたけれども、こう言う意見をまとめて、今、高田課長から話しがあ

ったとおり、地域協議会でも新たにそう言う目標を持ってやりたいと思いますので、その

中でまた皆さん達の御意見を聞きながら具体的に必要な時には調査をしながら、街から来

てくれる様な方策を考えていきたいなと言う風に思っております。他にありませんか。 

 

吉田副会長： 議題には無いですけど、アクアレールの関係で大黒委員から中間報告は無いですか。 

  

大黒委員： 

 

皆さんのお陰様で水彩画の関係ですけれども、157 点の申込がありました。これから作

品の審査をし、その中でだいたい１／３位しか合格せずに後は落ちるんですね。大変レベ

ルが高く質の良い作品が残ります。厚田の素晴らしさとか海の素晴らしさをどんどんＰＲ

して長い目で見ると、これも一種のＰＲの方法だと思いますね。目で見れば解りますが、

厚田区はこんなに立派なのかと言う絵、そう言うＰＲをしたい。 

これから審査がありまして、審査すると言っても大変ですよ。審査員は３人ですけれど

も作品を運んで来る人も必要だし、それからオープニングの時には招待して皆さん集まる

んですよ。遠い所は、四国、東京、青森、各県から作品が来るんですよ。その人達が入賞

するかは別にしても、もしかしたら来るかも知れません。そうなるとまたＰＲになる。そ

の時に、住民の方にお手伝いをしてもらい厚田区全体で盛り上がっているところを見せた

いんです。そうならなかったら駄目なんですよ。だから女性の力が大だと思いますので、

よろしくお願い致します。 

 

柴田委員： ふと思ったのですが、そう言う遠方から来てくれる方に交通手段とか宿泊の案内とかそ

ういう情報提供はしてあげなくても皆さん自前で大丈夫でしょうか。 

 

大黒委員： 来るとした場合、皆さん自前で来ますよね。まぁ来るか来ないかは細かくは解りません。 

  

佐藤会長： 作品だけが来て本人は来ないと言う事が考えられますよね。地域協議会からもお手伝い

よろしくお願い致します。それでは事務局の方から何かありませんか。 

 

高田課長： 

 

最後になりますけれども、今度はＡ４版で総括をしております。これは厚田支所として

の現在の総括と言う事でまとめさせて頂いております。27 年の 10 月以降にこうなると言

うものではありませんけれども、今後、旧石狩市の方と浜益と厚田とですね協議をしなが

ら石狩市全体の今度の姿と言うものを描き出していくのですが、その前段として厚田支所

として、この段階でこう言う総括と言う事で簡単に説明をさせて頂きたいと思います。 

大きく「はじめに」と言う章、それから「これまでの組織の検証」、「今後の課題」、「今

後のあるべき姿、方向性」と言う事で大きく分けて四つの章に分けて総括をさせて頂きま

した。 
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まず「はじめに」の部分でありますけれども、石狩市が誕生してからどんな事を基本と

して進めて来たかと言うところをこの章で簡単にまとめさせてもらいました。まず 17 年

10月新石狩市が誕生したと言う事で、地域自治区と言うものが設置されまして、街づくり

を目指す仕組みがまず整って厚田区としてスタートしたと言うところです。ここに試行錯

誤の連続と言う事で書いてありますけれども、前例も無くどう言う風に地域協議会自体も

進めて良いのかと言う様な事で、手探りの中スタートをしたと言うところと、後は協働と

言う言葉が合併した頃から良く耳にしたかと思うんですけれども、その協働と言う意味が

どう言う意味なのかと言う事を理解するまでに非常に時間がかかったと言う様な事で、書

き表しております。 

それから次に提案型へと言う事で先ほどもお話しのあったとおり厚田村時代は行政依存

型と言う様な表現をしておりますけれども、行政に言えば行政が何か考えてくれたと言う

様な形ではあったのですが、徐々に一つの事業をきっかけとしてと記載しておりますけれ

ども、一つの組織が出来てこの事業がきっかけとして、住民と支所職員が今、一体となっ

て本気で向き合うと言う事で協働の姿とかそう言う提案、仕組みと言うものを導き出せた

のでは無いかなと言う風にまとめました。 

そして最後「基本・原点」と言うところでは、役所が考え提案する。基金を使う為の事

業を優先すると言う事では無くて、それぞれ地域住民一人一人が夢を抱いて想いを募らせ

て厚田区の特色を生かした事業を自ら考え行動する意識と言うところが非常に大切じゃな

いかと言うところと、一つの地域住民の想いをしっかりと互いに共有、尊重して本気で向

き合う事が住民自治の推進、協働と言う取り組みの原点と言う事が、この６年半を通して

見えてきたのでは無いかなと。この事が地域自治区の本来の姿では無いかと言うところを

まとめさせて頂きました。 

次にこれまでどんな組織が起ちあがってどんな展開をしてきたか。どんな結果を導き出

しているかと言うところを文章で簡単に書き表しました。組織としては、ここに書いてい

る「厚田ライフサポートの会」から「あつたこだわり隊」と言うところまでの七つが実際

に組織されておりまして、実際に動いていると言う状況です。そしてこの組織の実働部隊

は、全て地域住民と言う事で、住民主体で動いていると言う事で検証をしております。 

それから次の「自立・継続・基金の有効活用」と言う事で、先ほど柴田委員からも話し

があったとおり事業計画段階においては、短い団体でも最低半年。それから先ほど柴田委

員が言ったとおり「ライフサポートの会」なんかは３年もの長い準備期間を重ねて基金を

発動すると言う動きとなっていたと言うこの事が基金有りきの計画では無くて、夢や想い

を持った、目標を持ったしっかりとした計画であったと言う事が言えるのでは無いかと言

う風にまとめております。その事が自ら考えて計画する事、総意と責任と言う部分が発生

してくるので、自分達で考えた事の責任と言う事でしっかりと継続した事業になっている

し自立もしている。さらには、基金の有効な活用と言う事で結び付けていって基金の価値

を高めると言う結果になっているのではないか、と言う検証をさせて頂きました。 

今後の課題と言うところでは、ここ３回の皆さんからの意見交換と言うところで特に感

じたところを書きました。活動に関わっていない地域の人達と言うのは意外と組織・団体

を知らないと言う事が解りまして、この事は今後、今ある組織を含めてどう伝え広めてい

くかと言うのが課題なのかなと言う風にまとめました。 

次に、「検証参考資料」と言う事で、１回目２回目に円グラフとか棒グラフを用いた資料

を皆さんにお配りしながら、どんな事を感じましたかと言うところを聞き取ったと思いま

すけれども、このデータを作った方としても検証してみました。資料№１～№３と言うと
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ころは地域振興に関わる地域、人、それから年齢構成と言うところを円グラフにして皆さ

んに見て頂いたのですが、これから読みとれる部分としては、「若い年代の参画が尐ない。」

「限られた人が幾つもの組織、団体へ重複して参画した。」と言うのが読みとれたのでは無

いかと言う風に検証しております。 

それから資料の№５と言うのは、ジャンル別にどんな取り組みが行なわれていたかと言

う資料だったのですが、商工観光系とか水産業の取り組みが行なわれていなかったと言う

事でこれも今後の課題の一つかなと言う事で検証しております。 

それから資料№７これは傍聴者数の部分です。平均して 1.1人と言う事であったかと思

いますけれども、やはりその結果から見ると地域づくりに関心を持っている人が尐ないと

言う様な事も読み取れて、ここをどう関心を持って頂くかと言うのも今後の課題の一つに

捉えております。 

それから資料№８では、年々地域振興に関わる職員の数と言う事で、どの位地域振興に

関わっている支所職員がいるかと言う様なグラフであったかと思いますけれども、年々増

加していると言う事は読み取れていたのですが、今後も研修等を通して更に職員として関

わる意識を醸成していく事が今後の課題ではないかと言う事で検証をしました。 

それから資料№６では、一号委員の推移と言う事で、一号委員は地域協議会の委員です

ね。一号委員の方 10名はどんな団体から出ているかと言う様な事を示したグラフであった

と思いますけれども、自治会と言うところが年々増えて来ているよと言う結果が出ており

ました。その事から自治会との連携、協力は今後欠かす事が出来ないのでは無いかと言う

様な事を検証しておりますし、今後は今まで以上に密接な関係を求めていかなければなら

ないと言う様な事を課題と検証しております。 

最後の部分ですけれども、活動しているこれまでの組織については、それぞれが独自に

活動していると言う事でもっと横の連携を図り統一的な展開にしていくと言う事も一つの

課題かなと言う事で書いております。また、多くの区民が地域課題を共有・認識すると言

うところで区民全体が一体となって取り組める様な課題とか事業を見つけ出して多くの人

達が関心を持って参画する様なものを見つけ出していくという事も大きな課題であるのか

なという事でまとめ検証させて頂きました。 

最後に「今後のあるべき姿・方向性」というところで、目指す方向という事で五つほど

まとめておりますけれども、まず一つは、これまで培ってきた住民自治の推進という事で

今までの試行錯誤の中から尐しずつ動き始めてきた自分達が自ら考えると言う姿を今後も

無くしてはいけない、推進していかなければいけないと言う事、それから、地域住民主体

の事業展開と言う事で自主性、自立性と言う事を尊重しながら事業の展開をしていくと言

う事、それからサポート、コーディネーター役としての協働意識の部分は、支所の職員の

意識と言う部分ですけれども、その意識をもっともっと醸成して、いる職員全員がそう言

う意識の中で動ける様な方向を目指すと言うところ、それから共に汗を流し本気で向き合

い取り組む姿勢を今後も目指すべきと言う様な事、そして最後に、地域自治区に配置され

ております地域協議会、それから厚田支所事務所と変わらぬ組織と言うものを構築してい

く必要があると言う様な事で、今現在の総括でございますけれども厚田支所として、この

様にまとめさせて頂きました。 

説明させて頂いたのですが、解らないところ等有りましたらお受け致しますので、よろ

しくお願い致します。 

 

佐藤会長： はい。厚田支所と地域協議会と言うのは車の両輪だと感じました。今、厚田支所の６年
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間の総括。支所の職員はグラフで見た通りどんどん尐なくなっている。今は約半数の人数

ですね。それにも関わらず、今まで無かった様な組織・団体が次々と起ち上がって活動し

ていると言う事。これは正に協働の精神が無くては出来ない。と言う結論に至るところだ

と思うのですが、解らない、疑問なところとか、気付いた点等ありましたら発言を頂きた

いと思いますのでよろしくお願い致します。 

 

※各委員より無し。の声あり 

  

  

４．その他 

  次回会議等の日程について 

平成２４年５月３１日（木） １８：３０ ～ 厚田保健センター 多目的ホール 

５．閉会 

  

平成２４年 ５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 


