
 

第７回石狩市地域自治システム検討会議 

会 議 次 第 
 
 

◆日時：平成26年3月18日（火） 10:00～ 

◆場所：石狩市役所 201会議室 

 
 

１  開会 

２  議事 

 ① 地域意見交換会の開催結果について    ・・・別紙１ 

 ② 「石狩市地域自治システムの基本的 

   な方向性」について           ・・・別紙２ 

 ③ その他 

３  閉会  



別紙１ 
 

地域意見交換会の開催結果について 
 
 

１ 開催日時及び開催場所 

   平成26年2月13日（木）午後2時30分～ りんくる２階 地域福祉活動室 
 
２ 出席者 

   若葉地区社会福祉協議会役員 
 
３ 説明内容及び説明資料 

   地域意見交換会の開催目的及び「石狩市地域自治システムの基本的な方向性（素案）～配布

資料」を説明し、意見交換を実施 
 
４ 開催結果 

   これまでの検討会議での委員意見と同様に、次に掲げる懸念事項等の意見があったが、概ね、

モデル地区として取り組むことについて了解をいただいた。 
 
【主な意見】 

◎ 強いリーダーシップを取れるリーダーが必要であるが、高齢者が多いため、リーダーが少 
なく心配である。 

◎ 説明資料の活動内容は、今の地区社協の活動と同じに見えるが、別組織を立ち上げること 
となるのか。地域内の人材は限られており、特定の者に負担増となる。地区社協の活動で精 
一杯である。現在をベースとして広げたい。今いる人ができることを行うことになる。 

  ◎ 説明資料にある「空家の活用」の具体イメージはあるのか。 
  ◎ 説明資料は、厳しい言葉で言えば、町内会の総会資料に載っているものであり、市では町 

内会の総会資料を見ているのか。また、モデル地域で実証するとなっているが、過去に防犯 
活動で、モデル地域を設置し、数年活動していたが、ある程度定着したので、市側で止める 
といってやめたことがある。このシステムも市の一種のパフォーマンスでないか。 

◎ 説明資料に実行機関と明記しているが、だれが担うこととなるのか。 
◎ 説明資料の仕組みを地域に理解していただくには、最低１年間の期間を要するのでないか。 

既に地区社協が同じ活動を実施している中で、地区社協で解決できないものが、市が本当に 
解決してもらえるのか。本気度はあるのか。市のパフォーマンスで終わるのか。実際は活動 
の担い手としては女性が必要である。実施する全事業が、全ての町内会で取り組めないだろ 
う。１年間で結論が出るものでない。若葉地区社協のエリア全部が同じレベルとならない。 
市の下請けとするのか。 



石狩市地域自治システムの 
基本的な方向性 

  

 

  本市では、少子高齢化及び人口減少の進展により、地縁団体の自治会や町内会などの各団体では、将来的

に役員の人材不足などが懸念され、市政運営においては、不透明な財政環境や市職員数が減少する中で、地域

内で生じる様々な問題や課題への対応が困難になることが今後推測されます。 

 そういった背景から、将来を見据えたまちづくりを今検討し、地域活性化を図っていく必要があり、 また、平成

19年策定の「石狩市自治基本条例」にある協働のまちづくりの基本理念の下、自治の担い手として自覚を持ち、

積極的に地域運営に関わることにより、個性豊かな地域づくりを主体的に進めることがこの理念条例の精神に添

う、具体的な取組みであります。 

 平成17年に合併した厚田区及び浜益区の両地域自治区では、自律性を持った取組みの成果が徐々に芽生え

始めており、平成17年の合併時の合併協議会の附帯意見である「地域自治区制度の旧石狩市域への導入検

討」を踏まえ、旧石狩市域にも、地域主体の取組みについて導入の検討を行う必要があります。 
 

２ 市の地域自治システムの導入検討の背景 

１ 地域自治システムとは何か 

  自治会や町内会の地域エリアより広い、一定の広域の地域（他市町村では、小学校区、中学校区、旧市町村単
位など）において、地域内の団体や個人が参画し、地域内の事を話し合い、地域が自主的かつ自立的にビジョン
や活動計画を決定し、行政からの支援（人的、財政、拠点）や権限の移譲を受けながら、地域課題の解決や地域
活性化を図る仕組みであり、他市町村では、法令や条例により、地域特例や地域事情を踏まえ、様々な仕組みが
構築されている。 
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  本市の将来を見据え、より良い地域づくりを進めるには、地域が主体的に地域運営を行う必要があり、地域内
の団体や個人が参画し、地域に関する事を話し合い、地域内でビジョンや活動計画を決定していくことが地域運営
で求められるものであり、その結果、現在抱えている地域内の課題解決が図られ、地域コミュニティ（地域団体）の
活性化に繋がるものと考えられます。 

４ 地域自治システムの必要性、期待される効果、懸念事項 

 
○多くの人が集まることにより、地域内の多くの知恵が集まる 
○人の役割が明確となる 
○地域内の団体間のネットワークが図られる 
○事業実施に当たり、団体間の役割が明確化される 
○意識や情報の共有化が可能となる 
○地域と行政の繋がり（意思疎通が図りやすくなる） 
○地域内の意見の吸い上げと地域要望が実現されることによ 
 り地域力の向上が図られる 
○地域一律の行政サービスから地域特性にあった住民サービ     
 スが可能となる 

○設置目的の明確化と既存連携と違う効果を打ち出す必要性 
○参加できない地域の声を拾い上げの必要性 
○負担感の増大 
○既存組織との関係性（屋上屋を重ねる懸念） 
○人材の確保 
○地域割の設定（各団体の地域割で差異がある） 
○地域会議のあり方 
  ・ 構成 
  ・ 団体以外の者の意見の吸い上げ方 
  ・ 既存団体の活動調整 

３ 地域自治システムの導入検討の開始 

  平成24年９月から、市連合町内会連絡協議会、民生委員児童委員連合協議会、高齢者クラブ連合会、子ども会
育成連絡協議会等への団体説明や意見交換を行い、導入には課題はあるものの、概ねその必要性に肯定的な
意見であったことから、さらに導入可能性を検討するため、平成25年8月から、主要な団体と行政が参画する「地
域自治システム検討会議」を立ち上げ、制度研究及び市への導入の可能性や導入する場合の基本的な方向性
の検討を開始しております。 

必要性 

期待される効果 懸念事項 
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５ 本市が目指す地域自治システム（全体像） 

 
≪地域会議の位置付け≫ 
  ○地域のビジョン、活動計画を策定するなど自らの地域づくりを目指す組織 

   ○地域の知恵や創意工夫を活かし、課題解決、地域活性化の事業や活動を行う組織 
    ※ 地域内の意思決定機関と実行機関 

≪地域会議の対象≫ 
  ○地域内の全市民（市民の定義は、自治基本条例による通勤通学者を含む） 

≪地域会議の構成 （意思決定機関と実行機関）≫ 
  ■意思決定機関の構成 
    ○地域内の町内会からそれぞれ推薦を受けた者 
    ○その他の地域内の団体や法人からそれぞれ推薦を受けた者               
    ○公募（一定人数） 
   ※総会、理事会等が想定される。構成と人数は、地域内で協議の上決定 
  ■実行機関の構成 

    部会設置や既存団体の協力により具体の事業や活動を実施 
    ※地域内の団体等は、地域会議の下部組織ではなく、あくまでも協力団体 
     （組織として対等な立場） 

≪活動内容≫ 
   地域課題解決や地域活性化を図る事業や活動を企画立案し、実施 
   ※ 地域会議で決定するが、想定される活動内容 
    ○ 地域内の暮らしの向上、安全安心、文化の発展、地域コミュニティの活性化、 
     健康づくりや福祉向上、地域の環境整備に関することその他住みやすい地域 
     社会の構築に関すること 

≪地域会議の設立≫ 
   ★ 一定条件を満たした場合に市が認定（手上げ方式） 
   『地域会議の認定要件』 
  ●構成要件（町内会の推薦、他団体や法人の推薦、公募）を満たしていること        
  ●（地域割）一定の広域性が確保されていること  
   ※連町単位がベースだが、各連町内で協議の上、分割も可 
  ●規約に基づき運営、透明かつ民主的に運営されていること       
   ★ 認定手続 
    構成、運営方法、活動内容、行政支援の方法等を定めた計画を市に提出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
≪行政の役割≫ 
■地域担当職員による 
 運営支援   
 ○行政側の窓口一元化 
 ○事業別担当部局との調 
  整（窓口機能） 
■財政支援 
 ○事務局に対する財政支援 
 ○事業に対する財政支援 
  ① 事業別予算 
  ② 包括的予算（将来） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地域会議（地域）】 
【市役所（行政）】 

【想定される具体活動】 
 ○高齢者福祉関係 
   ・見守り、声かけ、買物等の生活支援  
 ○防災関係 
   ・自主防災組織の活性化や防災訓練 
 ○イベント関係 
   ・祭りの開催 
 ○その他 
   ・空家の活用 
   ・買物や通院のための交通手段確保 
   ・学校と地域の連携 
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 ≪制度構築に向けて≫ 
    地域自治区の導入地域（厚田区及び浜益区）以外である旧石狩市域への導入を行うものであるが、 
  これまでの検討結果等を踏まえ、「既存の各団体の地域割がそれぞれ異なっており一律に一定の地域割 
  で実施が困難であること」・「地域特性（ベットタウンとして発展した地域、第一次産業が中心の地域等）が 
  あること」・「旧石狩市域には地域自治システムが初めての試みであること」など懸念事項の検証を行う 
  必要があり、一定期間、モデル地域を選定し、実証を行う必要があると考えます。 
  
 ■モデル地域の実証 
  〈実証地域数〉          １地域 
  〈実証期間〉            １年間（平成26年度～平成27年度） 
  〈実証による検証方法〉     モデル地域の検証作業を行い、本市（旧石狩市域）への制度導入が可能 
                     かどうか、制度改善による再実証が必要であるか、本格的な制度設計を行 
                     うかなどを検討する 
  〈モデル地域の選定方法〉    市連合町内会連絡協議会において、連合町内会を軸に他団体との組織 
                     構成等が可能な１地域の選定を行う 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

６  地域自治システムの構築に向けて 

モデル地域 
での実証 

モデル実証のイメージ 

モデル地域の 
実証結果を検証 

・制度導入が可能かどうか 
・制度改善を行い、モデル地域 
 で再実証するか 
・本格的な制度設計を行うか 

 
などを検討 
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７ 検討会議の開催状況（これまでの検討状況） 
開催回数 開催日 開催内容 

第１回目 平成25年8月5日 ・検討会議のスケジュール 
・市内の状況（地域別人口や各団体の現状等） 

第２回目 平成25年9月3日 ・「都市内分権の必要性と仕組み」（佐藤克廣 北海学園大学法学部教授 講演） 
・先進自治体取組事例 
・各団体の課題報告 

第３回目 平成25年10月22日 ・「基本的な方向性」の制度設計に向けたグループ討議 

第４回目 平成25年11月27日 ・「基本的な方向性」の制度設計に向けたグループ討議 

第５回目 平成25年12月20日 ・「基本的な方向性」の制度設計に向けたグループ討議 

第６回目 平成26年1月28日 ・｢基本的な方向性」の素案の検討 

第７回目 平成26年3月18日 ・「基本的な方向性」の決定 

８ 検討会議の構成メンバー 
氏名 肩書 氏名 肩書 

（会長）  竹口 尊 連合町内会連絡協議会会長 米倉 清隆 子ども会育成連絡協議会会長 

（副会長） 嶋田 哲夫 民生委員児童委員連合協議会会長 羽田 美智代 ＮＰＯ法人ひとまちつなぎ石狩理事長 

池田 篤司 花畔連合町内会事務局長 阿部 千里 校長会会長 

酒井 敏一 右岸地区連合町内会会長 北原 益二郎 社会福祉協議会会長 

中島 輝雄 花川北連合町内会理事 高野 省輝 企画経済部企画課長 

貝田 保史 花川南連合町内会副会長 上ヶ嶋 浩幸 企画経済部協働推進・市民の声を聴く課長 

遠藤 一男 高齢者クラブ連合会副会長 廣長 秀和 市民生活部市民生活課長 

（アドバイザー） 佐藤 克廣 北海学園大学法学部教授 

Ｐ５ 別紙２ 


	★第7回地域自治システム検討会議次第
	【別紙１】地域意見交換会の開催結果
	【別紙２】H260318　基本的な方向性
	石狩市地域自治システムの�基本的な方向性
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5


