
平成１７年度第３回石狩市浜益地域協議会議事録 
日 時：平成１７年１１月２４日（木） １４：００～ 
場 所：浜益支所 ２階 庁議室 
資 料：資料１ 地域づくり基金の使途について 
    資料２ 地域自治区振興補助金要綱 
    資料３ 地域自治区振興事業の考え方 
    その他 ・石狩市浜益地域づくり基金条例 
        ・石狩市、厚田郡厚田村及び浜益郡浜益村の廃置分合に伴う地域自治区及び地域自治

区の区長の設置に関する協議書 
       ・厚田及び浜益における地域づくり基金条例運用指針 

・石狩市補助金等交付基準 
・地域自治区振興事業（地域づくり基金事業）（案） 
・地域協議会アドバイザー制度イメージ図 
・委員のグループ分けについて（案） 

議 事 
●地域づくり基金について 

＝会議次第＝ 
 １．開  会 
 ２．会長挨拶 
 ３．議  事 
 ４．その他 
 ５．閉  会 
 
出席者：次のとおり 

委    員 職            員 

役 職 氏   名 出欠 所                 属 氏   名 

会 長 石橋 千春 ○ （支所）区長 大原 嘉弘 

副会長 北嶋 富作 ○ （支所）部長 岩崎 雄三 

委 員 佐々木友治 ○ （支所）地域振興課長 加藤 美幸 

委 員 後藤 崇  （支所）地域振興課地域振興･広報広聴担当主査 尾崎 巧 

委 員 田中 一房 ○ （支所）地域振興課地域振興･広報広聴担当主任 永塚 俊幸 

委 員 須藤 勝雄 ○ （支所）地域振興課地域振興･広報広聴担当主任 佐藤 政喜 

委 員 岸本 教範 ○   

委 員 田端眞佐美 ○   
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委 員 佐藤 文諺 ○   

委 員 岸本 アイ    

委 員 石橋ミツ子 ○   

委 員 田中 照子 ○   

委 員 立浪ゆかり ○   

委 員 木村 武彦 ○   

委 員 寺山 広司 ○   
 
傍聴人：１名（一般１名） 
 
１．開  会 
【支所：加藤課長】 
それでは、平成１７年度第３回石狩市浜益区地域協議会を開催させていただきます。 
始めに報告しておきますが、岸本アイ委員、後藤委員については所用がございまして、本日欠席です

ので、お知らせをしておきます。 
それでは、早速ですが会議の次第に基づきまして、始めさせていただきます。 
会長よりご挨拶お願い致します。 

２．会長挨拶 
【石橋会長】 
今日は大変ご苦労様です。今、課長の方から話がありましたように第３回目になりました。第１回目、

第２回目は過疎地域の促進計画等につきましてご審議をいただきまして、市の方へ回答した訳でござい

ますけども、この地域協議会も第３回目になりまして、これから本当に皆さんの意見を聞きながら色ん

な面に変えさせていただきたいなと思いますので、奇譚のないご意見の程、宜しくお願い致します。 
【支所：加藤課長】 
それではこれからの議事につきましては、会長の方から進めていただきたいと思いますが、今日の会

議につきましてはお手元のレジメのとおりで「地域づくり基金について」それからその他とありますの

で内容に沿って進めさせていただきたいと思います。 
会長、議事進行の方、宜しくお願いします。 

３．議  事 
【石橋会長】 
第３回目の委員会の案内の中に、地域づくり基金についての使途及び補助金の事が入っております。

ある程度目をとおしてきたのかと思いますけども、これにつきまして事務局の方から若干の説明をさせ

ていただきたいと思います。 
【支所：尾崎主査】 
尾崎です。私の方から簡単に説明させていただきます。失礼ですが座ったまま説明させていただきま

す。宜しくお願いします。 
先ず、お手元の資料の確認をしたいと思います。会長言われましたが、今日の会議の案内の時に一緒
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に同封させていただいたんですけど、今日改めてお手元の方に、資料１ということで表裏印刷されたも

の１部、それと資料２で表だけ印刷されたもの、これが地域自治区振興補助金要綱、それと資料３でこ

れも表だけ、片面の印刷になっていますけど地域自治区振興事業の考え方ということでこの３枚の資料

に基づいて進めたいと思います。皆さん、お手元にありますでしょうか？ 
【各委員】 
 はい。 
【支所：尾崎主査】 
ありますね。それでは早速資料１の方から入りたいと思います。先ず、地域づくり基金の使途につい

てということで、この地域づくり基金というのは以前から言われてました地域振興基金ということで、

それぞれ厚田区、浜益区の両地区に１億円ずつ基金として新市の方で組まれております。これは合併特

例債を利用して基金創設され、この部分については地域の独自性をもって基金の活性化を図る為に、そ

の財源を充てていくといことを目的に積まれている部分です。その基金の使い道っていいますか方法に

ついて市の方から、この度、ある程度の方向付け示されましたのでご説明して、皆さんで協議して１８

年度以降どのような形で実際に浜益区の方で活用していくかという部分に繋げていきたいなと考えて

おりますので、宜しくお願いします。先ず、規定のルールということで使い道なんですが基本的には地

域自治区内における市民の意志を反映した特色のある地域づくりの財源にしましょうということにな

っています。これについては石狩市浜益地域づくり基金条例というのが出来まして、その中で市民の意

志を反映し特色ある地域づくりを目指すということでうたわれております。それと基金の対象事業は必

ずその地域協議会の皆さんの意見を聞いて決定しましょうということになっております。これについて

は石狩市厚田区、浜益区の配置分合に伴いまして、地域自治区の区長設置に関する協議書というのが以

前に取り交わされております。その中で、地域協議会の意見をきちっと反映していくということになっ

ております。それから３番目の財政上必要があるときは、地域づくり事業に係る財源とするために基金

処分が出来るという部分があります。この地域づくり基金につきましては１億円積まれているというこ

とで、基金の内容としては、１５年償還の３年据置ということになっています。通常基金というふうに

考えますと、その運用金を利用して事業を展開していきましょうという基本的な考え方もあるんですけ

ど、このご時世でもありますので、とても利息だけでは運営していけるものではないという部分、当然

元金を取り崩して運営していく形なんでしょうけども、その内３年据置と本来であれば、利息だけでも

運用出来ないし、元金崩すにしても合併特例債の償還が始まって、その償還が済んだから本来であれば

崩して利用していくという形なんです。そうすると３年据置になって、その後４年目から償還始まって

ということになると３年、４年待たなければならない、すぐ使えないという部分もあるものですから、

厚田及び浜益における地域づくり基金条例の運用資金というのを別に定めております。その中で、繰替

運用の繰り戻し財源として特例債償還後に処分もしましょうということで、基本的には、例えば１８年

度直ぐにこういう事業やりたいと、この財源まだ償還も始まっていないんでしょうという話になるでし

ょうけども前倒しして基金の部分を充てておいて、後でその償還終わってからそれを繰り戻して繰替運

用していきましょうと基本的な考え方に立っております。そういう内容です。続きまして、２番の地域

づくり基金の使途なんですが、その使い道については「地域協働推進事業」及び「経過措置事業」をそ

の内容として、それら２つを総称して地域自治区振興事業ということで充当して参りましょうというこ

とになっております。３番目なんですけども、地域自治区振興事業の原則ということで、先程も申しま

したけども支所は、地域自治区内における特色のある地域づくりを図るために、地域協議会の皆さん方

の意見をいただいた上で、本庁に対して支所から地域自治区振興事業ということで提案をしていきます。
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振興事業につきましては、通常石狩市の場合は、積み上げ方式ではなくて予算編成については部分配当

方式をとっております。ですから、それらの通常の部に配当されたものとは別枠で確保していきます。

それと振興事業の総合調整なんですけが、本庁の担当については企画調整課、支所については地域振興

課があたっていきます。その提案された内容に基づき、それらの予算付けにつきましては、その事業の

内容に応じた担当課がそれぞれ積算等をしていくことになります。それぞれの予算については、予算決

算資料では振興事業の相対的な状況になるように配慮しなさいということになります。その続きですけ

ども、その図がありまして、それぞれ①～④、これは予算付けまでの流れになっております。一番最初、

①地域協議会からそれぞれ支所の各課と地域振興課のつながりの部分になります。先ず、最初に支所の

それぞれのですね、やる内容の担当課となりますけども、地域協議会の提案を受けたものですね。その

意見を聞いて、振興事業を先ず検討して、地域振興課がその担当課と協議して当該事業の提案、それと

検討基準に適合するかどうかというのを検討していきます。続いて、それぞれの支所担当課はそれを受

けまして、本庁の各課に振興事業の提案を行います。支所の地域振興課は合わせて、本庁の企画調整課

に事業の一覧表を送付するという流れになります。そして、本庁のそれぞれの担当課はそれを受けまし

て、例えば、当該分野における市全体の政策との整合性だとか、予算積算内容の検討性、それと提案検

討基準との妥当性等を総合的に行います。それから本庁各課から企画財政課にその予算要求を行います。

最後になりますけども、本庁の企画調整課は市全体の政策との整合性などの観点から、それぞれ本庁の

各課、企画財政課等と必要な調整をしていくということで、基本的にはここで出てきたものでもいいの

でしょうけども、ここで意見としてまとめて、その内容による分野で、それぞれの担当課の方に上がっ

ていって、担当課から本庁の担当課に上がって企画財政部と協議していくというような内容になります。

その事業の内容なんですが、先程言いました地域協働推進事業と経過措置事業の内容なんですけど、資

料 1 の裏のページになりますが、先ず、地域協働推進事業、これについては、一つ目としては次のいず

れかの枠組による事業であるということで、（ア）として地域自治区内の住民、団体、事業者等（以下

「住民等」）が一定の成果を達成するために行う侍従的活動に対する補助事業というのが位置付けされ

ています。（イ）として支所と住民等が協働して一定の成果を達成するため、明文化された役割分担に

基づき市が行う直営事業とこれらについてもいいですよという形になります。それと達成を図る成果は、

地域自治区の特徴的な政策課題に対応したものであること。３つめとして成果の目標が明確であって、

当該成果目標を達成する上で枠組み全体の事業内容が妥当であること。４番目として「自助・共助・公

助」のいわゆる補完性の原則を照らして、市が補助金を交付するのに妥当性があるということが認めら

れる事業で、又は当該事業を直営で行う妥当性があること。それと５番目については、事業実施後に地

域協議会の意見を聴いた上で、果たしてその事業の成果がどうであったか検討も行うことになります。

尚、これらの事業は、継続期間については最長３年というのが一応基本となります。３年経過したら過

去の成果を総括して、再度、その地域の考えた上で継続する必要があるかどうかというのを十分に検討

して、必要性があれば再度継続していくことも認められる内容になっております。補助事業については、

「地域自治区振興補助金要綱（別紙）」に準拠したものであること。後程説明致しますけども資料２の

方の振興補助金要綱に準拠したものであること。それと、施設の整備が伴う場合は、その建設に要する

費用（起債償還費も含む市の実負担額）を地域づくり基金から充当するとともに、施設完成後の維持管

理費を住民等が負担する枠組とすること。いわゆる、その箱物的な部分ですね。それらについてはです

ね、ここにも書かれているとおり。その建設に係る費用のみならず施設完成後ので、維持管理は住民が

当然負担するような枠組みになっていきますので、それらも考慮していかなきゃならないということに

なります。それと８つ目として、事業の内容については、その合理性があれば、必ずしも市内他地域と
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の一律的な均衡が図られなくても認められる場合があるというような内容になります。それで、５番目

の経過措置事業については、いわゆる村の歩みっていいますか、歴史の記録保存部分を地域づくり基金

を利用して整理のするのも一つであろうということで、簡単に言うと村史的な部分、旧浜益村時代にも

し整理出来なくて積み残した部分で、開村１００年の段階で最終的な村史整理されているんですけども、

それ以外の部分の整理についても、地域に必要であれば経過措置事業として実施していくということも

想定されるでしょうということで、経過措置事業というのが位置付けされております。続きまして資料

の２地域自治区振興補助金要綱、これについては、ここに示しているとおりですね、先ず、目的という

事で自主的かつ特色ある地域づくりを推進するため、この地域自治区振興補助金の交付に関して基本的

事項を定めたものです。地域の課題を地域で解決するという基本理念にたって地域自治区設置の意義の

達成に寄与することを目的として、この補助金要綱が定められております。補助金交付の条件というこ

とで地域自治区振興補助金、この（１）～（６）までに書かれている事業に対して交付する事が出来る

というふうになっております。これらの（１）～（６）については先程説明した内容となっております。

また、補助率については市が定めております。石狩市補助金等交付基準に定めるところによるというこ

とで、補助金事業については、かかった必要経費に応じてほぼ認められます。補助事業の率につきまし

ては、基本的に１／２ということで定められております。これらの交付金と補助金の違いというのは、

ちょっと気になるかと思うんですけど、例えば、地域ぐるみでやるイベント関係だとかそれらの部分に

ついては、殆どが交付金的事業というふうに考えていただいて結構かと思います。補助金的な事業とい

うのはどういうのかって言うのは、簡単に中身で想定は出来ないんですけど、産業振興的な部分になる

のかなって大体想定しています。それと、この補助金要綱全体でまだ、当然これから足りない部分出て

くるんですけども、地域自治区振興事業の考え方ということで、これは資料１にあります２～４までの

考え方の解説的なものなんですけれども、先ず、基金の使途については先程言いましたとおり地域協働

推進事業、経過措置事業、これに充当していきましょうという内容です。それと３番目の地域自治区振

興事業の原則ということで、振興事業の要求方法だとか流れですね、先程説明した地域協議会の意見を

聞いて、それぞれの担当課から本庁の担当課に上がっていく流れの部分の説明になります。それと振興

事業といわゆる通常の部分なんですが、基本的に支所各課と本庁各課の協議により検討していく事にな

ります。地域づくり基金の充当事業を決定する場合には、当然事前に地域協議会の意見を聞く必要があ

ることから通常事業を振興事業に切り替える場合に慎重な検討が必要であるということで位置付けて

おります。通常事業と振興事業の違いなんですが、今ここで地域の部分だけっていうことで通常事業の

予算として上がっていく事業の部分になります。それと４番目の地域協働推進事業について、地域協働

推進事業は補助型と直営型があります。例えば実行委員会形式で何かして、その団体に補助していく部

分、それと内容的に全面的に市が関与して直営的にやっていく部分とに分かれると思うんですけど、補

助型は区長が定める補助細目で、直営型は住民で決する役割分担協定の中でそれらの事業が対応しよう

とする地域課題と事業実施により目指す成果を出来るだけ具体的に示す事になっております。それと地

域協働推進事業はその性質上、全市一律の原則に必ずしも縛られない為、その効果や必要性を吟味しな

がら、漫然と継続する。一度やったらずっと永遠的にいいだろうというと、不公平に陥る恐れがあると

いう事で、これらについては先程申しましたとおり、サンセット方式といいまして、３年継続していっ

たら、果たしてその３年間やった検証どうだったのかという事業効果等を洗い出して、どうしても必要

だと認められれば、また３年継続して、また３年終わったらまた検証して、そういう繰り返しで行って

行きましょうと、常に一度手を付けたから、もう永遠的に必要な事業だというふうな見解はしないで、

３年を先ず目安と、最長３年という枠組の中で進めていきましょうという事になります。例えばですね、
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３年して内容をもっとリニューアルしたいとか、グレードアップしたいとか、検討してという部分でま

た新たな事業として存続していく事も、当然想定されてくるでしょうという事になっております。大体

地域づくり基金の内容としては、雑ぱくなんですがこのような内容になります。 
【石橋会長】 
今、資料１から３までの説明がありましたけども、これにつきまして、何かもっと聞きたいなとか、

そういう面がありましたら、ご質問していただきたいなと思います。但し、議事録を作る為にテープを

回していますので、発言する際は、挙手をして名前を言ってから発言していただきたいと思いますので、

宜しくお願い致します。 
では、どなたかありませんか？ 

【北嶋委員】 
 はい、北嶋です。地域自治区の振興補助金の要領なんですけどね、浜益が存続する限り生きているん

ですか、それとも時限立法みたいな形になるんですか？その辺りどうなんですか？ 
【支所：加藤課長】 
北嶋委員からのご質問ですけど、２つの方法が考えられると思っているんですけど。例えば、浜益自

治区っていうのは、合併特例法でつくられた制度なものですから、自治区の存在は地方自治区の本職か

らはずれてですね、特例的に１０年と決められてるんです。その地域振興基金の使い道については、自

治区として積み立てしてたものが基本となっているものですから、その意味から言うと、１０年間の期

間と考えて良いと思います。只、自治区がなくなったとしても浜益地域は存在する訳ですから、その後

もですね、この金額が使えるかどうかは今明確になっておりません。というのは、先程、尾崎主査もお

話しましたように、この地域振興基金は合併特例債によって１億円積み立てられているんですけど、こ

の資料のですね、１番の（３）にあるように、特例債償還までの間に行う繰り越し運用の財源っていう

のがあるんですが、合併特例債は３年据置の１５年償還です。そこで、ここで言っている意味は、本来

は過日運用で、過日運用では本当に少ない金額でしか利息がつかないので、役にたたないといいえば、

誤解ありますけども、本当に金額が少ない。市の考え方は１億円を１５年で割って返したものについて

は国からそれを変えせって言わないでしょうと。ですから単純に言えば、１年間に６６６万円とか、そ

のぐらいの事を想定しているんですよね。それであれば１５年間で返す訳だから、その自治区の１０年

と残りの５年というのと、整合性がとれないんですけど、それについては、はっきりまだ自分達は整理

してないんです。基本的には１０年間と考えて、当面進んでいった方がいいかと思います。 
【石橋会長】 
 他にございませんか？ 
【支所：加藤課長】 
会長、先程の追加説明させてもらっていいですか？ 

【石橋会長】 
はい。 

【支所：加藤課長】 
 尾崎主査の方から振興事業についてのご説明させていただきましたけれども、実は今日委員の皆様か

ら色々とご提案いただきたいと思っております。平成１８年度の予算編成が現在行われておりまして、

この地域づくり基金につきましては、本庁サイドでの取りまとめ時期が１１月３０日と実は期限決めら

れております。それで、今日、協議会でアイディアがまとまればですね、そのアイディアの事業毎に所

管課の方に協議をして、所管課の方から本庁の方に上げていくというような手続きをしたいと思ってお
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りますので、今日アイディアがまとまったものにつきましては、そのような時間の中で動いていくこと

になります。１１月３０日の期限過ぎますと平成１８年度にのっていかないものですから、予算編成の

事務スケジュールがそのようになっているという事でその辺も追加でご説明させていただきたいと思

います。 
【石橋会長】 
 他に質問が無ければ、議題に入りまして、地域づくり基金の使途についての色々なご意見をお聞きし

たいと思います。只今の説明ですと、大変めどくさそうに、大変難しそうに聞こえたかどうか分かりま

せんが、ようは浜益自治区として地域協議会として、何をやるべきか、どういう事を提案してどうやっ

ていくべきか、そういう事の意見を出してもらいたいという事でいかがでしょうか？ 
【寺山委員】 
すいません。寺山です。 

【石橋会長】 
はい。 

【寺山委員】 
 あの、この事業っていうのは、皆さんから意見をいただくっていう事なんですけども、地域全体の事

を見ての個人の各委員の意見なのか、各職種の個人的な事業に関わる意見を出してほしいのか、例えば

今までやっていた、学校の生徒を海外に派遣しましたよね。ハワイとかにね。そういう事業の事を意見

として出せばいいのか、何でもいいから出すのかどうなのか、具体的な例があれば教えてほしいんです

けども。 
【支所：加藤課長】 
 今、寺山委員の方からご質問ありましたけども、地域自治区振興事業の原則っていうのがありまして、

その意味から考えれば両方考えられるかと思います。例えばハワイに行っているような事も地域で取り

組むっていう事も、それも一つの方法でしょうし、また、様々な団体の小グループが色んな地域の為に

何か事業を興すという事に対する補助事業であればそれも一つの方法。例えば農協の青年部が何かまと

まって何かの為に事業をやりたいんだと。それがこういうルールに、基準に合致すれば、市の補助金の

１／２の補助がありますから、それでやれると。一般論としての言い方でしかないんですけど、ほぼ具

体的な事業名が提案されれば、それに沿ったもので検討していくと。両方の事でお話されてもいいかと。

例えば、実はこの後お話しようと思っていたんですけど、従来浜益で村民運動会というのをやっていま

した。冬もスポーツフェスティバルというのを。それで、教育委員会サイドでは、それは市の事業とし

て予算要求していたんですけども、たまたま本庁の教育委員会の方から、地域づくり基金の関係で、財

源手当のことについてお話があったもんですから、そういうものを考えられる。今まで浜益村の教育委

員会の方では村民カレンダーを作っていたんですけども、それは全世帯に配ったりして、村民がみんな

期待しているというふうにも考えられる。ですから全体で使った方が良いのでないかと思っているんで

すけども。 
【石橋会長】 
わかりました。 

【須藤委員】 
 はい、須藤です。今の話に関係して団体っていうこの住民団体。例えば、今まで浜益村であって補助

金をもらっているいろんな団体があると思うのね、そういうのを視野に入れての団体って解釈していい

んでしょうか？ 
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【支所：加藤課長】 
 例えば文化団体とか？ 
【須藤委員】 
 はい、例えばよく言う、会の団体とかもそういうのに入るのかなと思って。 
【支所：岩崎部長】 
 只、入った場合でも、重複して補助は受けませんよって。 
【須藤委員】 
いやいや、そういう事じゃなくてね。例えば今までこの資料読んでいたら、何らかの事情で、浜益村

で出来なかった事業とか、それが認められるのかは別にして、今度はこういう事をこうして提案してや

りたいんだけれどもって言った時には、最後の長い説明からしてそういう事なんでしょう？ 
【支所：岩崎部長】 
 それは良いんじゃないですか。 
【須藤委員】 
はい。そういうふうに考えていけば良いんでしょう。分かりました。１１月の今読んで色々考えたけ

れど、何をするか団体で例を上げても時間がなくて、それをこう話するのはゆるくないと。１８年の４

月にする為には、時間なさすぎて、それでもやっぱり一応規定の１１月いっぱいぐらいなんですよね、

考えるのも。 
【支所：岩崎部長】 
ご承知のとおり合併が１０月、新年度予算も出てきたものですから、多分１８年度のこの部分につい

てはこんな事言ったら失礼だけど、ちょっと地域協議会の中で揉んでも中々出づらい、いいアイディア

っていうのは出てこないじゃないかなと。 
【須藤委員】 
１１月と限定されると、この期間があって何かあればだすんだけども。 

【支所：岩崎部長】 
 ちょっと予算編成のタイミングとか、そんな部分あるものですから。これは１９年、２０年となって

くれば、今度一年間の中で、実例を踏まえながら考えていただける部分もあるのかなと思いますけども。 
【須藤委員】 
 仮に１８年度から一年間延びて１０年間といえど、その一年間前倒しになって後ろに下げるとなって、

９年で無くなるとか、そんな事は無いんですよね？ 
【支所：加藤課長】 
 それはないです。１億円の基金っていうのは浜益区にそういう振興事業として割り当てられた基金な

ので、１、２年休んでも３年目に使うとか。 
【須藤委員】 
 １年間にいくらとかでなくて、例えば１千円とか、いくらもないとか、そういう事に対して１０年間

で考えていけばいいんですね？ 
【支所：加藤課長】 
 はい、そうです。３年目にでっかくやりたいから、１年目、２年目は休んで３年目にやるとか。 
【須藤委員】 
 いや、先に延ばしてやれば無くなる可能性もあるから。分かりました。 
【石橋会長】 
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 そういう事で、今月いっぱいである程度の計画をたてて出していかないと、１８年度の予算にには 
間に合わないという事です。大変急で申し訳ありませんけども。 
【佐々木委員】 
 会長、ちょっと佐々木です。色々その地域でやりたいという事はたくさんあると思うんだけど、区長

さんはじめ、職員の人々が、浜益村に何を最初にやらなきゃならないか、職員の人方だったら知ってい

る思うんだけど。そういう基本的なものをいくらか出してもらって、その中で協議したらどんなもので

しょう？ 
我々に考えてくれって言ったって、簡単に考えて出来るもんじゃないのかなと思うんですが。どうで

すか？ 
【支所：岩崎部長】 
佐々木委員の意見もありますが、地域協議会の公的な部分もあるので、前段、そういう形で、会長さ

んの方にお願いして運営していただいてますけども、状況によっては休憩取っていただいて、或いは、

こちらの方から想定してるものをご検討して提案するってことでもやぶさかでないですから。 
【石橋会長】 
それでは只今から休憩に入ります。 

【寺山委員】 
ちょっと休憩に入る前に、お金の償還ってありますよね。その理解がちょっと出来ないんですけど。 

【支所：尾崎主査】 
 あのですね、さっき言ったのは本来であれば、一番基本的な原則は基金を積み立てるっていうのは、

運用益で、例えば１億円積み立てしたと。昔であれば１００万利息付いたとか、２００万利息付いたと

か、その利息の中で事業を展開していきましょうと。でも、このご時世で利息なんてとてもあてに出来

ませんから、合併特例債を使って積み立ててる基金なんですよ。合併特例債というのは、いわゆる借金

なんです。合併したところに特別に認められた借金なんです。それも、とりあえず１億円あるから勝手

に使っていいやとなればいいんですが、基本的には同じ基金で使えなくても、さっき言った３年据置、

１５年償還というのは期限が来たら、やっぱり借りたものですから、返していかなきゃならないんです。

それを返し終わった部分から、本来であれば崩して使っていきましょうと、返し終わったやつまで、基

金使ったら駄目だから返せっていうふうにならないでしょうから、それを終わったところから、本来で

あればやっていくのが一番スムーズなパターンなんですけども、それをやっていると３年償還、据置３

年になって、償還４年目から始まるので、最初の３年目、４年目までは、まるっきり使えないという話

しになるので、前倒しして使うのは使っておいて、後でその償還終わった後に調整し図って、市で対応

していきましょうと。市の内部的な部分なんですが、基本的なやり方はやっぱり運用益というか、利息

でやっていって、１億円は常に残しておくっていうやり方。ハワイ研修はそういうやり方だったんです

けども、途中から駄目になって元金崩していったんです。２番目としては借金で積んだ１億円なもので

すから、それは市として償還期限がきて、返した部分から崩してそれにあてていきましょうと考えたん

ですけど、それをやっていたら間に合わないと。ですから償還までの間に使ってしまう部分についても

ある程度認めて、それは繰り替え運用という形で繰り出し財源を充ててやるという事で運営していきま

しょうという内容なんです。 
【石橋会長】 
 よろしいですか？ 
【寺山委員】 
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 分かりました。 
【石橋会長】 
 それでは只今から休憩に入ります。休憩の間に佐々木委員さんから提案ありました思案があったら、

出していただきたいと思いますが。 
【支所：加藤課長】 
 分かりました。 
【石橋会長】 
今、休憩中に村民カレンダーの問題、それから自主防災組織の問題について、いろんな意見が出され

ましたけれども、それについてひとつの形を作ってしまいたいと思いますが如何でしょうか？ 
【各委員】 
はい。 

【石橋会長】 
それでは事務局から提案された４つの案に対しまして、コピーして文書をお渡し致しますので、若干

お待ちいただきたいと思います。その間に今の村民カレンダー、区民カレンダーの意見出されましたよ

うに、そういう形で今年も計画して配布するという事で如何でしょうか？ 
【木村委員】 
木村です。そういう形というのは、１８年度においては何らかの形で４８万というのを作ってやると

いう事ですか？ 
【石橋会長】 
何とかクリアして配布する。 

【木村委員】 
そうすると、この基金とは関係なくということで良いんですよね？ 

【石橋会長】 
基金は１９年度からになりますから、１８年分には間に合いませんので。 

【支所：加藤課長】 
今、１８年度予算に上げているんですけど、１９年の４月から作るカレンダーは１９年３月ぐらいま

でに印刷するものですから、１８年度予算なんですよね。それで１８年度、来年の４月から使うのは１

７年度予算なので、１７年度予算は措置されていないんで、寄付とか貰ってやるしかないと、そういう

ことでです。 
【須藤委員】 
それならこれ、１７年度予算、合併の時に没になったんですよね。そうすると今のこの基金の使い方

で合併のときは出ていたんですか？ 
【支所：加藤課長】 
薄々は出ていたんですよ。 

【須藤委員】 
薄々でしょ、はっきりは出てなかったんでしょ？ 

【支所：加藤課長】 
はい 

【須藤委員】 
そうすれば、それもひっくるめた中で継続と、まあ時間も無かったんでいかなかったんでしょうね。 
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【支所：加藤課長】 
いかなかったんですよ。 

【須藤委員】 
そうなんでしょうね。難しいことでないでしょうから、やってやれないこともないような気がするん

だけどもね。 
【石橋会長】 
今ここでやっているのは、１８年の４月からのカレンダー、１９年の３月までの。それで、それ以降

のカレンダーは予算がつけれるんだと。だから、今問題になっているのは来年４月からのカレンダーと

いうことで。 
【支所：加藤課長】 
そうです。来年４月からの分を寄付とか募金とか広告料とかで捻出しましょうと。 

【立浪委員】 
立浪です。ちょっとよろしいですか。私はこの資料送られて読んでみたときに、私は全然違うイメー

ジで捉えたんですよね。というのは、例えば、私は関わった方もいらっしゃると思いますけれど、新市

まちづくり懇話会っていうのに入れさせていただいて、その中でフリートークというか、８日に亘って

やったんですけども、新しいまちが出来たらどんなふうにしたいかっていう意見を３市村で話し合った

んですよ。たしか尾崎さん担当でしたよね。それでその中で話されることは自分の夢であっても、何で

もいいと、現実味がなくても良い。それで、人の言ったことに対してそれはおかしいよっていう否定的

なことは一切言わないっていうことでやらしていただいて、その中でまとめてもらった資料が途中の部

分なんですけどあるんですよね。それでＡＢＣＤグループっていうかグループ分けしてあって、色々好

きなことを出してもらったのがあって、それを見てて思ったのは、例えばこれからの守りたいことにつ

いてタイトルが色々あるんですよ。一次産業とか生活だとか、出てきたものに対して文化だとかイベン

トだとか勝手にわけたんですけど、例えば一次産業、米、ウニ、ひる貝、果樹園、菜園、あと例えば地

域活動だと地域の中に良さを継承する、あと町内会の活発な活動、安い葬儀、これ安い葬儀って私出し

たんですけど。それとイベントだったら石狩市の花火大会、各種のお祭りの連帯とかって、いろんなグ

ループから出されたんですよ。そしてここの今回のテーマっていうのはね、今ここから支所の担当の方

から出された４つのことを私否定するのではなくて、これがもちろんあったら良いなと思うんですけど、

例えば何故合併したかっていうことをつき詰めて考えたら、人口減だとか、生産労務者が少なくなった

とか、このままいくと、また減の上に減が生じることになると思うんですよ。ですから浜益区だけでも、

何ていうのかな、例えば人が増えなくてもいいから一人でも足を運んでもらえるような、そういった魅

力ある地域、今でも魅力あると思うんですけど、より一層の魅力を加えるにはどうしたら良いのかとい

うのをこれから考えていかないと先細りにまたなると思うんですよね。合併して尚かつ先細りになると

思うんです。そういったことを踏まえていくと今まさにこれからね、立ち上げなきゃいけないってこと

は今結構言われていますけども、ＮＰＯ活動だと思うんですよ。そのＮＰＯっていうのは皆さんご存知

かと思いますけれども、非営利団体ってことで、結局ボランティア活動やっている人はＮＰＯとして、

浜益村では色んなボランティア活動やっている方いますけども、でも内容自体はあまり変わらないって

いうことは言えると思うんです。例えば、田中さんとか石橋さんとか一緒にやってる「ふるさと塾まつ

り」実行委員会を立ち上げてやっていますと。そういったこともしかり、小劇場だとか色々ありますよ

ね、本当に。これはボランティアだ、これはひょっとしたらＮＰＯになるのかなっていう、私はそうい

うものをもう少し活力あるものにしていけたらなっていうふうに思っていることと、それからあの「道
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の駅」構想みたいなもの、確かあったと思うんですけども、お金を使うことばかり考えないで、少し生

産性のあるものを考えたらどうかなって思うんですよ。私は今そういうふうに考えています。 
【石橋会長】 
実はですね、第２回目の会議の中で私どもそういうこと考えたんです。今１５人でね、話し合いをし

ても意見がまとまらないから、これを小グループに分けて、そしてこれは産業部門だとかこれは何部門

とかありますけども、そういうふうに分けてその中でもってどんどん話し合いをして、それを全体の中

でもって誰か代表の方が私たちのグループの中ではこういう話し合いがありましたよと、そのことを出

してまた皆で協議する。その辺の方向でやっていかないとこの地域協議会も先細りというよりも形骸さ

れてしまうんじゃないかと言われましたので、それじゃまずいと。そういうことをこのあとに出そうと

思っていたんです。それで、今言っているのは１１月３０日までに予算をつけてやらなきゃならないと

いう急ぐものなので、こういうことを先にやっているんです。 
【立浪委員】 
たぶんそうだろうなと思いました。でもよろしかったら、あの時のまとめたものなんです。これ３市

村から出てきたものだから浜益だけっていうのはないんですが、見ていただければ、これは浜益から出

てきたものだと分かると思うんですけど、コピーとって回してもらうとこれからのイメージとして膨ら

むんじゃないかと思うんですよ。どうでしょうか、中身見ていただいて。 
【支所：尾崎主査】 
いいんじゃないですか。 

【石橋会長】 
そういうことで、村民カレンダーと自主防災組織についてはこれから取り組みたいと思いますけど、

次の区民フェスティバル、昔の村民運動会とスノーフェスティバル、スキー大会ですね、このことと村

史編纂のことについて意見を聞きたいと思いますのでいかがでしょうか？これは課長、出すということ

で。そうすると予算がついて出すということですか？ 
【支所：加藤課長】 
教育委員会の方では、従来どおり村民運動会とスノーフェスティバルは行政主導でやりたいというこ

とで予算要求したらしいんですけど、本庁の教育委員会のスポーツ課の方から予算のこともあったと思

うんですが、地域づくり基金の方でやってほしいというのがあったものですから、それについてはこっ

ちの方で勝手に決められませんと。地域協議会の委員の意見を聞かなければ、そこから上がっていけな

いので今日こういう会議あるからその時に議題として提供していきますということで話はしておいた

んですけど。ですから、これもこの道が塞がれれば予算が無くなって従来の運動会も出来ないし、スノ

ーフェスティバルも予算の面では出来なくなるということだそうです。 
【寺山委員】 
すいません。あのですね、これもカレンダーとかと同じく１９年度からということなんですよね？ 

【支所：加藤課長】 
これについては１８年度。 

【寺山委員】 
１８年度ということは１７年度は？ 

【支所：加藤課長】 
やりました今年も。１月のスノーフェスティバルもやるんですよ。 

【寺山委員】 
 12



もう予算ついてるんですか。わかりました。 
【石橋会長】 
１８年の夏と冬の予算？ 

【支所：大原区長】 
１８年度中の予算です。 

【支所：加藤課長】 
何か、厚田がそういう動きになったそうです。ちなみに文化祭の方はですね、本庁で一括予算化して

それぞれ厚田、浜益でやるということでそちらの方に確認しました。文化祭はこれでちゃんと予算つい

てやれるということで。 
【石橋会長】 
そうすると、スノーフェスティバルについてはこれでよろしいですね。 

【各委員】 
はい。 

【石橋会長】 
次に村史編纂なんですけど、１００年の時は？ 

【支所：加藤課長】 
１００年記念事業で作られたものがあります。その後の記録というのは今のところありません。 

【石橋会長】 
これはそうすると継続事業なんですか？出来るまで。 

【支所：加藤課長】 
地域づくり基金の中には、地域協働推進事業というのがひとつあって、今はそのカレンダーとかスポ

ーツフェスティバルとか自主防災とかいうもの、もうひとつが経過措置事業ということで本来浜益村で

やるべきものなんですが、事情があってできなかったと。もちろんお金のことが大きい理由なんですけ

れども、それについては経過措置事業としてこういう基金を当ててやってもいいですよというのが示さ

れましたので、厚田ではそういうことやるんだと。浜益村もこれは懸案として残っているものだから、

黙っていればどういう形になるか分かりませんので。やっぱり３４年間未記録になっているものですか

ら、私たちは残した方が良いのではないかと思ったんです。 
【北嶋委員】 
この問題に関しては、いずれどこかにしわよせが出てくるような。 

【支所：加藤課長】 
副会長言ったように、それって行政でやるものでないかと言われましが。 

【支所：岩崎部長】 
たぶん本庁の方でも、旧石狩市の方は３年前に年報出して、一定程度終わってるんですよ。ですから

仮に将来的に新石狩市として支所を作るとなると、今度は合併の若干後、石狩市には２、３年の空白が

ありますけども、中心は旧石狩と厚田と浜益を合併した１７年の１０月以降からが新しい市史というこ

とになると思うんですよね。旧厚田村も今の旧浜益村も３４年間というのは、もしかしたら将来出来る

石狩市史の中にこの部分が出てこないというのがあるのではという恐れがあるもんですから。だから今、

加藤課長言われたように、経過措置事業という扱いで拾えるものですから、３４年間分の旧浜益村史、

上・下となりませんからそういうふうになるんでしょうけど、作っておいた方が後で良いのでないかな

という感じです。たぶん将来的に公費で作った部分において、全市的な部分での市史しかなってこない
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ものですから。仮に作ったとしても少ししか、歩みが出てこないんじゃないかなっていう、そういう疑

問もあるもんですから。 
【石橋会長】 
それじゃ、いずれにせよこれを作ると、浜益村３４年間の歴史をキャッチしますんで、やってもらう

ということでどうでしょうか。 
【各委員】 
はい。 

【石橋会長】 
そういうことで、事務局から提案されました４つの案件につきましてはこれでよろしいですね？ 

【各委員】 
 はい。 
【支所：岩崎部長】 
今の村史の考え方、素案としては印刷までという部分です。ですから、先程区長が言ったように有償

となった時に５千円なのか６千円なのか分かりませんけど、一度入った金をどうするかという問題は基

金づくりの部分で想定していなかった部分ですから、その取り扱いについては協議しなけりゃならない

部分ですから。 
【支所：大原区長】 
特定財源の中でどう充当するか。 

【石橋会長】 
編纂だけはうちでずっと継続してやるんだと。予算とるとすれば、やはり一冊の本として印刷すると

いうことになるとかなりの金額になると。この基金の中では間に合わない。 
【支所：大原区長】 
印刷製本も入ってるんでしょ？ 

【支所：加藤課長】 
執筆も入って２，５００万円とかですよね。 

【支所：岩崎部長】 
それで会長、今回の４つの部分について先程課長が言ったとおり、各本庁の担当課の方で予算組であ

てていただきますけれども、状況によって市全体或いは区長とヒアリングの中で修正かかるという部分

もあるものですから、大幅な修正がかかった部分は再度、地域協議会の意見を聞いて再調整をするなど、

実質的な措置を講じるっていうふうになっていますから、今言ったように印刷金額の部分はでかいです

から、本庁舎の方にいってまた打ち合わせした中で、最終的な部分が出てくれば、事後承諾というか協

議会の中で報告します。 
【石橋会長】 
 あと、どなたかご意見ないですか？ 
【各委員】 
 ありません。 
【石橋会長】 
 それでは、今提案されました４つは上げてよろしいですね？ 
【各委員】 
 はい。 
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【石橋会長】 
ではですね、グループ分けしてですね、グループ毎に地区の中の観光なら観光、産業なら産業とか色々

に分けて、いろんな話し合いをしながら、そして地域協議会の委員に限ることなく、そして、例えば産

業なら産業の中で話をしてもどうも我々分からないというのが多いんだと。村の中でそういう事で詳し

い人がいれば、呼んで話し合いの中に入ってもらうとか、この委員の中にとどまる事なく、色んな分野

の人方に入ってもらって、いわば視野を広げていきたいなという考えをもっているんです。 
【須藤委員】 
 そうすると会長、地区委員の会に入れると。別に分けて。 
【石橋会長】 
 いやいや、地区委員は例えばグループ分けして、４人で観光のグループだと。それで、観光の事色々

話したけど、どうも納得いかない部分だとか分からない部分があるから。それじゃ観光協会の岸本社長

に来てもらって、観光の事について聞いてもらおうとか、意見聞こうとか、そういうグループ分けはど

うだろうかなと。 
 それでは、只今から休憩に入ります。 

 
再 開 

 
【石橋会長】 
再開いたします。後程、また日程調整すると思いますが、その時に今課長の方から叩き台ですと渡さ

れたと思うんですけども、それについて第４回目は議論していきたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 
【立浪委員】 
ひとついいですか。今回女性４名というか、出来れば半々にしたいところ４名集まりましたよね。で

すからそこまで考えているんだったら、このグループ分けを女性なら女性だけ集まらないで、必ず一人

ずつばらけさせなきゃ意味が無くなってくると思うんですよ。 
【田中照子委員】 
でもね、好きなところへ入りたいんだから、例えば振り分けされて全然自分で知識も無いところへ入

るんじゃ意味無いじゃないですか。 
【須藤委員】 
ここに書いてあるとおり、その辺もあると思うんだよな。 

【立浪委員】 
いや、あるけどもね、例えば４人集まってたらそれは絶対まずいと思うんですよ。 

【石橋会長】 
男性も色んな議論出ても女性の意見聞きたいし、女性も、女性ばっかりで集まって話するよりも男性

の意見も聞きたいと思うし、そういう面では偏ることのないような分け方。 
【立浪委員】 
そういう言い方が良いですよね。偏ることの無いって言うのが良いですね。 

【田中照子委員】 
女性同士やっていることが似ていますからね。やはり、自分のちょっとでも知識のある分野というこ

とになると、やっぱり集まると思うんですよね。でも、そこを良く考えてバランスの取れたやり方です
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か？ 
【立浪委員】 
そうですね。 

【石橋会長】 
それを１２月の第４回目の会議の中で決めていきたいと思いますので、この叩き台の他にもっとこう

いう分野もあるっていうのも出していきたいし、その中でグループ分けしていく。あと時間もあまりあ

りませんけど、何か他にありましたら。 
【各委員】 
ありません。 

４．その他  特になし 

【石橋会長】 

 その他ということで何かありませんか？ 

【各委員】 

 なし。 

５．閉会 

【石橋会長】 
それでは時間になりましたので、第３回目の協議会を終わりたいと思います。なんせ初めてなんで意

見をまとめきれないまま終わりますけど、この次から何とかまとめていきたいと思いますので、よろし

くお願いします。どうもご苦労様でした。 
 
平成１７年１２月２１日議事録確定 
 

石狩市浜益区地域協議会 
会 長 石 橋  千 春 

   


