
平成１７年度第２回石狩市浜益地域協議会議事録 
日 時：平成１７年１０月２６日（水） １３：００～ 
場 所：浜益支所１階第１会議室 
●石狩市過疎地域自立促進市町村計画（第１回配布のものと同じ） 
●参考 第１回協議会の時のパワーポイントの資料を全委員に配付 

＝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 ○ （本所）企画財政部長 佐々木隆哉 

副会長 北嶋 富作 ○ （本所）企画財政部地域調整担当課長 尾山 忠洋 

委 員 佐々木友治 ○ （本所）企画財政部地域調整担当主任 富木 則善 

委 員 後藤 崇 ○ （支所）区長 大原 嘉弘 

委 員 田中 一房 ○ （支所）部長 岩崎 雄三 

委 員 須藤 勝雄  （支所）地域振興課長 加藤 美幸 

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

委 員 田端眞佐美 ○ （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 佐藤 文諺 ○ （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 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：２名（一般１名・報道１名） 
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１．開  会 
【支所：加藤課長】 
皆様、大変ご苦労様でございます。只今から第２回地域協議会を開催させていただきます。 
先ず、始めに須藤委員、寺山委員、立浪委員につきましては所用があるということで、本日欠席との

ご報告いただいております。 
それでは、只今から開催致しますので宜しくお願い致します。 

２．会長挨拶 
【石橋会長】 
それでは、天気に恵まれ秋晴れができた大変お忙しい中、お集まりいただきまして有難うございます。 
先般１８日に第１回目の地域協議会が開催されまして、その時に地域自治区のイメージ、概要等につ

きまして説明がありましたので、およその地域協議会のあり方についてはお解りのことと思います。そ

の時点で過疎地域について若干ふれましたが、時間もなく、当日は資料の配布ということで、あまり審

議をせずに終わりました。その後、皆さん目を通していただいた事かと思いますが、その事について、

これから審議していきたいと思いますので、宜しくお願い致します。 
それでは第２回目の地域協議会を開催したいと思いますが、会の会則により、会長が議長をして会議

をするということで、宜しくお願いします。 
今日はこの後、会議を予定している委員さんも居ますので、おおむね２時間３０分を目途に終わりた

いと思いますので、ご理解とご協力をお願いしたいと思います。 
それでは、早速会議次第に沿って進めたいと思いますが、意義ありませんか？ 

【各委員】 
異議なし。 

３．議  事 
【石橋会長】 
それでは、そのように決定致します。最初に「石狩市過疎地域自立促進市町村計画」についてを議題

と致します。次に「石狩市過疎地域自立促進市町村計画について市長から当協議会の意見を求められて

いることについて」を議題ということで審議していきたいと思います。 
前回は説明だけで終わりましたが、この「旧厚田村・旧浜益村の計画を単純に合体させる手法が妥当

であるかどうか」それとも「浜益区に関する部分の文章表現がこれでいいか」については、皆さん各自

で持ち帰り、それぞれ検討されてきたと思いますが、本日、改めて審議する取り扱いとしたところであ

ります。 
それでは、今日、初めての方も居ますので、スケジュール等について、事務局の方から説明を願いま

す。 
【本所：尾山課長】 
地域協議会を担当している尾山といいます。私の方から今、会長の方から言われました、今後のスケ

ジュール等について説明させていただきます。 
現在、地域計画の策定を案として計画していますが、こちらのスケジュールとしては、１０月の中旬

に市の中で全体の意見統一というかたちの中で想定いたしております。それと今回地域協議会の設立に

合わせまして、皆さんの方に渡してあります計画書（案）の分につきましては、北海道との事前協議と

いうかたちで、並行に進めさせていただいております。そして、地域協議会の意見を持ち込んで、今度

は北海道と一緒に正式協議に入っていきたいと考えております。 
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今回の計画書の意見をいただいた後、北海道との協議をもらった後、すぐ市の第４回定例会に提案し

たいと思います。更にスケジュールなんですが、北海道の協議に２～３週間かかるのかなと思います。

一応、１１月３０日から開催予定となっております。 
それと、北海道との協議をするのに１１月１７日頃を予定しております。その後、議会の承認を得て

国の方に調整してもらうかたちなんですが、今回の計画につきましては、１０月１日に於いて、旧厚田

村・旧浜益村の過疎計画が進行している状態であります。それを平成１７年度の事業につきましては、

既に着手しているのが現状であり、過疎計画が樹立されなければ過疎債が使用出来ません。 
この為、早急に計画を樹立させ、期間的に短いですけど、本協議会の中でも意見をもらいながら、進

めていきたいと考えております。 
以上が過疎計画のおかれているスケジュールという風にご理解下さい。 

【石橋会長】 
只今、ご説明がありましたが全体を通して、ご質問、ご意見がありましたら、ご発言をお願いします。

発言する場合は、会議録作成の都合上、挙手の後、私が指名してから、お名前を述べて発言をお願い 
します。 
【岸本教範委員】 
質問というか簡単なお願いです。資料の数字が厚田と浜益が一緒になっているのが割と多いので、も

し、出来れば別々に出していただければ有り難いなと思いました。 
【本所：尾山課長】 
今回の市の市町村計画の中では一本というかたちになるんですね。今迄であれば、厚田は厚田で、浜

益は浜益の分で算出していて、その分は控えております。只、今回の市町村計画というかたちになりま

すと、合算したものということになります。 
石狩市の過疎地域ということですので、資料として別々に提出することは出来るんですが、この資料

を提出してくれということでしょうか？ 
【岸本教範委員】 
はい、別の資料でもいいんですが、何かあればいただきたいんですが。 

【本所：尾山課長】 
データは持っておりますので、こちらの方から提出させていただきます。 

【石橋会長】 
それではデータを提出するということです。 
他に何かありませんか？ 

【北嶋委員】 
若干、細かい事も含めまして提案していきたいと思います。４ページの（２）の①の下から２行目の

ところ「想定」という言葉の方が正しいと思います。５ページの浜益区の下から３行目「相定」という

文字が違う文字になっていますので、これは４ページの「想定」ではないかと思います。どうでしょう

か？続けて、９ページの浜益区の下から４行目と５行目なんですが「生産性の低迷等の影響があり、」

となっていますけど、何か、ごちゃごちゃしているような感じが致します。只、「生産性の低迷等の影

響があり、」はなくてもいいような気がしますし、「担い手不足は深刻化し、」は担い手不足でいいので

はないかなという気がします。また、「生産性の低迷等の影響があり、」があって「担い手不足は深刻化

し、」というのも、どうも表現が合わないのではないかと、私の考えです。それから、１４ページと１

６ページですが、年度のとり方が１５年度と１４年度とありますが、何か理由があるのでしょうか？そ
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れとも、同じ年度でとれないから１４年度と１５年度でとったのでしょうか？その説明いただきたい。 
【本所：尾山課長】 
先程、一つ目の質問に対して、言われたとおり文字の間違いでありまして、想定はあくまでこういう

字で心のついた方です。それと９ページ目の表現ですけど「生産性の低迷等の影響があり、担い手不足

は深刻化し、」という表現ですが、「生産性の低迷や担い手不足等の深刻化の影響があり、」という表現

の方がいいのかなと思います。 
【佐藤委員】 
低迷があるから担い手不足なのでは？ 
低迷も担い手不足も一緒なの？ 

【後藤委員】 
この場合はいいと思うんですよね。 

【本所：佐々木部長】 
提案したサイドと致しましては「生産性の低迷」というのも１つの問題ですが、それと同時に「担い

手不足の深刻化」というのも大きな問題であると。この２つというのは、とうに影響はあるかもしれま

せんが、この文面中では２つとも大きな問題であって、その２つを同時にくぐっていかなければならな

いだろうという認識で併設的に扱っております。 
【石橋会長】 
以上のような事ですが、どうでしょうか？ 

【後藤委員】 
私としても、これで良いと思います。 

【木村委員】 
就業者数の減少も大きな問題ですけど、高齢化も今、大きな問題になってないんでしょうか？ 

【後藤委員】 
担い手は人が足りないから就業が悪いだけで、文言はどっちへ転んでも同じ問題提起だと思うんで、

別に大きな問題ではないからこれでいいと思います。 
【北嶋委員】 
只、「生産性の低迷等の影響があり、担い手不足は深刻化し、」しているのか、その辺が疑問に感じる

ところなんですが。 
【木村委員】 

必ずしもそうではない。 
【北嶋委員】 

只、文書表現としては、おかしいのかなと思う。 
【石橋会長】 

只今の件について、事務局へ一任してはいかがでしょうか？ 
【各委員】 
 はい。 
【石橋会長】 

宜しくお願いします。 
【本所：尾山課長】 

先程の年度のとり方ですが、指定された年次なので、それについて、併せて作成します。確かに疑問
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の部分は理解出来るんですけど。こういうつくりなので。 
【北嶋委員】 
はい、判りました。 

【石橋会長】 
他に何かございませんか？ 

【北嶋委員】 
１５ページの下から２行目と３行目ですが、厚田の分ですから浜益は関係ないので、言うか言わない

か悩んだんですけど、「小・中学校については、厚田区に小学校３校と中学校３校となっており、平成

１９年度に生徒数の減少に伴い、中学校２校を１校に統合する予定となっている。」ので、おそらく、

３校を２校にすると言った方がすんなりするのではないのか？大した問題ではないが、足したり引いた

りしなきゃいけないような感じがしたので申し上げました。 
それから、３６ページの、４生活環境の整備の③廃棄物処理施設の下から５行目ですが「に、今後、

より本悪的な環境負荷が低減された循環型社会への転換を目指すため、」の本悪的とありますが、確認

したいのでどうですか？ 
続けて４３ページにおきまして ５高齢者の保健・福祉の向上及び増進①高齢者の保健・福祉の上か

ら３行目に推計という言葉を使っていますが、辞典で調べてみましたら、推計というのは計算によって

推定するということですので、この場合は、推計でいいのか推定でいいのか疑問に感じたので理由をご

説明願いたいと思います。私の方からは以上です。 
【本所：尾山課長】 
１点目の学校の関係ですが、委員の言うとおり、厚田区の文面に対する表現の仕方で、この分につき

まして、今日の夕方に厚田区の方で会議がありますので、その段階で向こうの意見を聞きながら、訂正

する分には訂正させていただきたいと思います。また、３６ページの表現ですけど、打ち間違いだと思

います。多分、本格的なという表現じゃないかなと思います。この部分を持ち帰って確認させていただ

きたいと思います。３つ目の４３ページの推計という字ですけど、全体的に推計を基に表現しているの

が多いと思います。只、ここに現状とかでていないんですが、本来であれば推定が妥当なのかなと思い

ます。 
【石橋会長】 
他になにかありませんか？ 

【後藤委員】 
只今、審議しているのは、この計画全ての内容的なものを審議しているのであって、今、文言の意味

合いを話していると思います。私は意見（案）について一通り読み返してみて、これから５年間に間に

何処まで出来るのかなと思いますが、出来る限りの整備がされればなと思います。 
これからの日程の事もあるので、出来る限りやっていただければという期待感も込めまして、私は賛

成したいと思います。 
【石橋会長】 
結果的にはこれに賛成だということですね？ 

【後藤委員】 
はい。 

【石橋会長】 
そういう意見も出ましたけど他にありますか？ 
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【北嶋委員】 
本案について、両議会で承認されたということで、この間、説明にもありましたが、今、後藤さんの

言ったとおり、出来るだけ中身について僕らは触れないで、文言の表現だけは可能な限り修正したい。 
何処まで出来るかは、今後の国の財政との関係ですので・・・ 

【石橋会長】 
他に無ければ、石狩市過疎地域自立促進市町村計画（案）について了承するということで、よろしい

ですか？ 
【各委員】 
 はい。 
【石橋会長】 
只今より１５分程度休憩致します。 

【石橋会長】 
再開致します。 
只今の案件に対して、了承を得られましたので、早速、市長に回答していきます。 
文言等につきまして、これでよろしいでしょうか？ 
事務局これを読み上げて下さい。 

【支所：加藤課長】 
それでは、私の方から意見（案）について朗読をさせていただきます。『平成１７年１０月２６日 石

狩市長田岡克介様 石狩市過疎地域自立促進市町村計画について（回答） 平成１７年１０月１８日付

け石企調第１１３号で意見聴取依頼のあった、石狩市過疎地域自立促進市町村計画について協議した結

果、本協議会として、その内容は概ね妥当と判断します。なお、本計画にて示された内容については、

浜益区の地域振興に寄与されることを考慮のうえ、計画的に推進されることを期待します。』 
 以上です。 
【石橋会長】 
 よろしいでしょうか？ 
【各委員】 
 はい。 
【後藤委員】 
 会長、申し訳ないけど、今、課長の方から読み上げしていただいた文言の第１行目で「１８日付け石

企調第１１３号」とあるんですけど、どういう意味ですか？ 
【支所：岩崎部長】 
前回、１８日の第１回の地域協議会の中で、田岡市長から本協議会に意見聴取をお願いした時の文書

番号です。 
【田端委員】 
 市長さんが言われたことなんでしょう？ 
【支所：岩崎部長】 
 はい。これは行政的につくる文書になっているものですから。 
【支所：尾崎主査】 
田岡市長が当協議会の会長宛に、意見聴取ということで、第２回目に諮問されるので、渡されたその

文書番号です。 
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【後藤委員】 
はい。判りました。 

【石橋会長】 
それでは、市長に対する当協議会の意見については、（案）を取って、会長名で提出するということ

に決定致します。 
いいですか？ 

【各委員】 
 はい。 
それでは、今日は区長がみえられておりますので、一言お願いします。 

【支所：大原区長】 
それでは、私から市長に代わって、一言、お礼を申し上げたいと思います。 

 １８日の第１回目に於いて、１０日も期間のない２６日の今日慌ただしい中、２回目を開催していた

だきまして、事務局の方から日程の都合の事もご説明申し上げましたけれども、「石狩市過疎地域自立

促進市町村計画」これは、浜益区にとっての今後の５カ年の重要な計画の一つとして位置づけられるも

のであり、今日、ご回答いただきまして、本当に有難うございます。これを先程、申し上げた、スケジ

ュールに沿ったかたちで、何とか、市議会に中で協議されるよう我々も努力して参りたいと思います。

有難うございました。 
【支所：岩崎部長】 
 事務局にちょっと発言させて下さい。 
【支所：加藤課長】 
計画書の関連につきまして、私の方からお話をさせていただきます。只今、意見もありましたけれど

も、この追加点につきましては、協議会と北海道との事前協議を並行して進めておりますので、一部修

正の考えでございます。その時の修正と併せて、北海道との協議が必要となりますので、それにつきま

しては市役所の方で検討させていただきたいと思います。また、修正した場合につきましては、後日、

修正された企画一覧表をもって、皆様方に、ご連絡させていただきたいと思いますので、宜しくお願い

申し上げます。 
【石橋会長】 
はい。宜しくお願い致します。 
その他の件ですが、何かないですか？ 

【各委員】 
なし 

４．その他 
【石橋会長】 
それでは、一時間半ということでしたけれども、若干時間がありますので、これからの浜益区の地域

協議会のあり方について、時間のない休憩中ですから議事録を取りませんので、奇譚のない意見を聞き

たいと思います。宜しくお願い申し上げます。 
【各委員】 
意見交換 

【石橋会長】 
それでは、最後にですね大原区長の方から。 
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【大原区長】 
 それでは、時間ちょっとありましたので、皆さんから色んな話を聞けて非常に参考になりました。協

議会の運営について、実は、私も全くはじめてなので、むしろ、我々が手づくりで取り組んでいくとい

う事なのではないかなと思っております。 
 今日、お配りした協議会の審議事項とかもありますけど、その中にも、只、単にここに市長から諮問

された事だけを議論するのではなくて、この協議会で必要だっていうことを決めれば、そういうテーマ

に沿ったかたちの中で議論してもらうというのも協議会の一つの役割になっているんです。 
具体的には、皆さん方のお話を聞いて、決めていくというのが基本だと思っておりました。それで、

各団体から、或いは、過去の色んな経験から参加されてる方もいらっしゃいますけど、あまりそういう

ことって思わないで、自由な発想っていうのか、それは勿論ですけど、色んな話をベースにして、伝え

るっていう役割も勿論あります。それ以外にも、個人的な意見とか含めまして、お話していければいい

と思います。それと私は、この地区はあまり長くはありませんけど、ここへ来て、一番感じたのは、や

はり男の人がだめだっていう意味じゃなくて、老人と方と女性の方のパワーっていうのがすごくいいな

と感じまして、その辺もう一度、そういう人達に表舞台で頑張ってもらえれば、何とか浜益の地区、浜

益支所もっと変わっていくのかなっていう。個人的な考えなんですけど。それと古い自治会の活動とか、

今、お話ししていた地域会活動とか、この辺が活発ということでの歴史があると思うんです。ですから、

今、色々この合併に関連して地域の何の組織どうこうっていう話色々ありますけど、そういう，些事っ

ていうのは、残っていると僕は感じてましたね。 
 新たな組織を作るというよりも、今の組織の中で色んな意味での解決する力があるんでないかという

ふうに思っております。だから、決してこの協議会の活動で、そういうことをベースに考えるとあんま

り暗くは実はなっていない。 
 地域の色んな多くの団体とか、個人組織の人達だとかをもう一度見つめ直して、そういう人達の意見

を結集し、うちにはＮＰＯの法人ありませんけど、場合によっては、そういう組織もこれから作ってい

くとか、新たに、そういうことも取り組みをやりながら、連携プレイをやれば、前から政策の中に色ん

な意見を反映して、或いは、自らやれるものはやるという、そういう浜益スタンダードみたいな、浜益

しかないと、そういう仕組みを考えていくっていうか、出来るんじゃないかって期待を私は持っていま

す。さっき会長さんの方から出ましたけども、これからフリートーキングっていうか分からないけど、

こういう何かの集まり、一ヶ月おきでもいいんですが、なんかそういう場をつくっていければ、もうち

ょっと皆さんの連携プレイも出来るし、我々の色んな資料を要求されれば、どんどん出していくような、

そういう場の協議会に、是非していただければと思っております。そういうための準備にはどんどん宿

題を投げかけていただければ対応していきたいなと。そんな感じで思っております。 
以上です。 

【石橋会長】 
それで、事務局の方、なにか？ 

【事務局】 
 なし 
５．閉  会 
【石橋会長】 
 それでは、これで二回目の浜益区地域協議会を閉会致します。 
 本日は大変ご苦労様でした。 
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