
平成１７年度第１回石狩市浜益地域協議会議事録 
日 時：平成１７年１０月１８日（火） １５：００～ 
場 所：浜益支所１階第１会議室 
資 料：資料 1 地域協議会  
    資料２ 石狩市過疎地域自立促進市町村計画の概要  
    石狩市過疎地域自立促進市町村計画 平成１７年度～平成２１年度 

参考 ○石狩市浜益区地域協議会委員名簿  
○石狩市、厚田郡厚田村及び浜益郡浜益村の配置分合に伴う地域自治区及び地域自治区

の区長の配置に関する協議書 
○地域協議会会議規則 

       ○人口の超長期推移 
 
＝会議次第＝ 

１．開  会 
２．委嘱状交付 
３．市長あいさつ 
４．区長あいさつ 
５．担当職員紹介 
６．委員紹介 
７．地域自治区及び地域協議会の概要説明 
８．会長及び副会長の選任 
９．石狩市過疎地域自立促進市町村計画について 
10．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）石狩市長 田岡 克介 
副会長 北嶋 富作 ○ （本所）企画財政部長 佐々木隆哉 
委 員 佐々木友治 ○ （本所）企画財政部参事 清水 敬二 
委 員 後藤 崇 ○ （本所）企画財政部地域調整担当課長 尾山 忠洋 
委 員 田中 一房 ○ （本所）企画財政部地域調整担当主任 富木 則善 
委 員 須藤 勝雄 ○ （支所）区長 大原 嘉弘 
委 員 岸本 教範 ○ （支所）部長 岩崎 雄三 
委 員 田端眞佐美 ○ （支所）地域振興課長 加藤 美幸 
委 員 佐藤 文諺 ○ （支所）地域振興課地域振興･広報広聴担当主査 尾崎 巧 
委 員 岸本 アイ ○ （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 石橋ミツ子 ○ （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 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：５名（一般４名・報道１名） 
 1



１．開   会 

２．委嘱状交付 

○司会進行【本所：加藤課長】 
石狩市浜益区地域協議会を開催するにあたりまして、皆様には何かとご多忙のところ、お越しいだき

まして、ありがとうございます。 
また、本日は所用があり、委員のうち田中さん、それから寺山さんにおかれましては欠席されており

ますので、お知らせさせていただきたいと思います。 
私はこの地域協議会の事務局を担当致します、浜益支所地域振興課長の加藤と申します。どうぞ宜し

くお願い致します。 
それでは、これから平成１７年度第１回浜益区地域協議会を開催致します。本日は初めての協議会で

ございますので、会長が決まるまでの間、私が司会進行を務めさせていただきますので、宜しくお願い

致します。 
また、本日は１８時から、交流センターきらりに於いて、タウンミーティングが予定されております

ので、大変恐縮とは思いますが、時間の関係上、委嘱状については予めそれぞれの席に配付をさせてい

ただきますので、ご了承願います。 
それでは始めに田岡市長からご挨拶を致します。 

 
３．市長あいさつ 

【田岡市長】  
皆さん、こんにちは。今日は初めての地域協議会ということで、皆さんにとっては期待半分、それか

ら、いったいどういうことになるのかなという思い半分だと思いますが、実は私も全く同じでございま

して、先日、つい２日前程に総務庁のほうに行って、地域協議会の正式モデルがあったら是非紹介して

くれないかと、合併推進課長に言わせていただきました。ところが、そちらの方で話されたのは、石狩

がモデルなんですよ、というふうに言われたように、実は、全国でこの協議会を創ったところは、どう

いうかたちの協議会が創られていくのか、実は法律にも書いていませんし、規則にも書いてないんです

ね。結局は今日、委嘱状をもらいました皆さんが、実は受け取ったのではなくて、自分達がこの協議会

を育てるんだということで、正確には市長から委嘱状が出ますが、自らするんだという性格のものだと

思っております。 
地域協議会の流れといいますか、基本的なその考え方については、後程、担当の方の職員から説明が

あると思いますので、私はそういうシステムを申し上げる前に、何点かお話をさせていただきたいと思

います。 
やはり、この合併というのは与えられたものではなくて、特に浜益村に於いては、住民投票を行った

という結果の選択であります。従いまして、住民が役所やあるいは旧村長や新しい市長から、その村の

あり様を示されるということよりは、むしろどういう村を創りたいのか、ということを第一に、その基

盤というものは住民にあるんだということを強く認識していただければというふうに思っております。 
それで私は急遽ですね、職員にこのデータを引っ張り出してくれということで、来る直前にこのデー

タを実は出しました。これは、弥生時代からその前縄文時代から始まって、日本の国の人口状態をずっ

と一遍にして書いていまして、非常に分かりやすいんですが、実は右肩の方に行って１億２千６９３万

人という２００６年の方に向かって、わずか明治維新からあるいは戦争、戦後において日本の人口率は、

こんなに短期間に集中的に人口が伸びております。明治維新で３千３００万人しかいなかった日本の人
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口が２００６年にはそれの四倍の人口になっているという事実であります。しかし、２００６年以降を

ピークに日本の国は人口が減っていくという流れを、既にこの図面は示している訳ですが、北海道２０

０６年のピークはもう既に来ておりまして、下降の数値が出ているというのが実態でございます。 
そうすると、私達はこの左から右側に上がっていく猛烈なスピードの時代に、むしろ、この６０年間

の間で、この新しいシステムというものを作ってまいりました。ところが同じスピードで人口が減ると

いうことを考えた時に、従来の手法は殆ど現実にもたなくなる。例えば、みんなでお年寄りを支えるん

だっていう仕組みが出来上がっている時に、石狩市にしたら１６．９％、ですから大方は若い人が高齢

者を支えるんだというシステムが可能になってくる訳ですが、それがもう間もなく３０％を超える。３

０人に一人という人口構成とか、労働人口がどんどん減ってきますので、相当その内容が変質しない限

り、総生産力が落ちていくというのをここで示しております。しかも、相当なスピードで落ちていくだ

ろう。そうすると、従来の手法は、殆ど具体的に見ると通用しないという現実が来ておりますので、私

達はこれからこういう現実をきっちり見極めながら、新しいシステムを作っていくということでないか

と思っております。 
その一つの選択が、実は合併ではなかったかというふうに考えておりまして、まさにこの地域協議会

が新しい村づくり、新しい地域づくりというものに時代背景を含め、十分考えていく役割を持っている

んでないかと思っております。 
それから、２点目はこのように右肩上がりで税収がどんどん伸びた時には、いずれ税金が入ってくる

訳ですから、約束事が守れるということ。様々な事業というのは右肩でどんどん増えていきますから、

そのことは間違いなく戦後の冷え切った日本を立ち上がらしたことは事実であります。東京から発する

その情報源は、稚内から沖縄の地域まで同じ均一化をということを求めてきましたが、その時には、地

域の特定とか個性というよりは、日本の全国レベルを上げるという意味であったと思います。 
しかし、どうやら今になって見ますと、そのピークは成熟した社会に於いて、そのピークを超えて、

全道が同じというのはおかしいじゃないかという時代を迎えてきております。つい２０年程前の地域の

特性ということを言うと、むしろ全国の平均から取り残されるという意識があって、個性を埋没すると

いう平均化が進みました。その特徴的なのは、当時、朝の番組はＮＨＫのテレビが標準語を使って話し

ていました。ところが今最近、今日のテレビで、九州の湯布院の言葉を使っているようにですね、地方

の言葉というものを非常に使うようになったということは、地域が完全に価値観を持ってきて全国の中

で受けいれられるようになったということ。そのアイディンティティというのは、死語に近い実態だっ

たのが、むしろ大きな価値を持ってきてるということだと思います。その結果、役所が発する情報とい

うのは、駄目だとはいいません。しかし、役所が持つその情報とかですね、政策能力というのは、どう

やら、限界に来ているのではないか。 
例えば、今日の文科省が下した発表は、政策は地方において均一的に行われているという役割はあっ

たんですが、教育の現場におきましても、全くそこに個性というものを失ってしまった反省から、今、

教育委員会は総合学習を中心にして、地域個性を出そうと一生懸命努力しております。そういう成果は

そろそろ現れてきつつあるのですが、私たちは役所一辺倒で役所の論理でやっていたということは、も

う終焉して、政策リスクというものをいかに回避するか、限られた財源をどう使うかというその政策の

優先度を決めるのは市民なんだと、利用者なんだと、そして消費者である市民がそこをやるんだという

仕組みに変えていかなくてはならない。その辺に於いても協議会の役割というのは、単に提言、アイデ

ィアを出すという域から超えて、実践のモデルを作っていくんだというところまでその責任を持つべき

ではないかというふうに思っております。 
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ですから、市役所、あるいは支所はですね、コーディネーターの役割と情報提供という役割は大いに

やらねばならないのですが、協議会というのは、非常に大きな役割になるんではないかと思っておりま

す。また一方で、情報っていうものが当然なければ、物事を考えていくのは非常に大変不都合です。情

報と開示というのは徹底して進めていかなければならないと思っております。 
一番情報最前線といわれております市のホームページは、前面改正を計画しておりますが、例えば、

今日のこの議会を区民の方が、直ちに見れるという様な仕組みを考えていかなければならないと思いま

すし、それから、様々な情報を素早く、そしてわかりやすい情報に変えていかなくてはならないという

ことで、情報の更なる開示の推進をするというのは私たちの役割ではないかと思っております。 
構造改革を含めてですね、尚、一層大変厳しい時代に立ち向かうことになると思いますが、しかし、

その厳しいことだけを憂いていたんじゃどうにもならないので、例えば今日の日経新聞に出ておりまし

た、北海道の次なる観光政策の総合化ということが大きなコラムで取扱って出ているんです。その中に

出されている取り組みの中で、美幌という町が観光の総合化というものを図って非常に多くのお客さん

を迎えるようになったというふうに書いてあります。その総合化というのは、いったい何かというと、

北海道はなんとかカニ、それから一週間ハイスピードの周遊旅行を中心にしてやってきた結果、お客さ

んがだんだん減ってきています。逆に沖縄がゆったりリズムで滞在型の観光をやって、そこに地域の人

たちが優しくお客さんを迎えるという仕組みを作った結果、どうやらここ１、２年の内に沖縄と北海道

の観光客数が変わるのではないかと言われている。その中で美幌が挑戦したのは、そのホスピタリティ

溢れるという、親切心をもって、来るお客さんに真心を持って接する仕組みということ、これが若い方

に圧倒的に支持されたそうです。そういう、観光の総合化というのは実は珍しいものがあったり、何か

美味しいものがあったりということだけが戦略ではなくて、実はそこにお客さんを迎えるんだという地

域の仕組みが何よりも大切だという良い例だと思います。私はこれからのですね、当地域における発展

性というのはそこにあるのではないかというふうに思っております。 
もとより、観光は少なくても、未開の部分っていう未情報化と言っている部分が沢山あります。私も

今年、さくらんぼを４回食べに来ました。本当にこんな美味しいさくらんぼがこの地域にあるとは知っ

ていましたが、実際来てみて驚きもありますし、どうしてこういうさくらんぼが最後全部採れないで、

全部お金に代わらないで、商品化されないかは多少気になりました。これが聞きますと、採る人の手が

足りないというお話を聞いた時に、石狩市が持っておりますグリーンサポート事業をこの地域に導入す

ると非常に生産的に人手が期間集中出来るのではないかというようなことを含め考えていければと。 
また、観光開発というのは、そのホスピタリティを持った観光地域を作っていくと同時に豊かな資源

というものを有効活用していくということ。そして、みんなで一緒に地域の価値を作り上げるんだとい

う、その観光と一時資源を結びつける観光開発は非常に大きな意味を持っているのでないかと思ってお

ります。 
今日はこの後、過疎計画、１７年から２１年までの５カ年のこの地域におけるハード、ソフトを含め

た投資的な経費に係る５カ年のメニューアップをするという計画が出されます。私は今日、ここに出す

のは実は反対なのですが、スケジュールからいってどうしようもなく、この協議会が、役所の手続き、

スケジュールによって作られる第１回目の話し合いでは寂しすぎる。出来ることだったら、そういう手

続きを必要とする協議会を役所のルールでやるものについては次回からにしたらどうなんだ、今回はフ

リーでみんなに言ってもらおうと考えたのですが、どうしても時間がないということなので、誠に恐縮

ですが、ややもすれば審議会のような、そして役所が用意したペーパーをベースに、皆さんに議論いた

だくことになっていますけれども、これが地域協議会を通過しなければ、次なる段階にいってはいけな
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いというルールがございますので、先ず、当協議会で諮らしていただいて、その上で計画の整案化に向

かって行きたいというふうに思います。 
この協議会は役所に言われたから、市長から委嘱状をもらったから、市の仕組みの中でやるのではな

くて、ここの協議会は自分たちが何をこの浜益村でしようとしているのか、何を目指すのかということ

をきっちり区民に向かって、メッセージを発する、そして新しい市民参加システムの活用ということが

必要だと思います。 
最後に石狩市において、私が５年前に就任して一番先に取り組んだのは、「市民の声を活かす条例」

という、市民が自ら政策決定に参加するということを保障する、皆さんがお話したい時に市に向かって

意見を言うことは保障されているんだ、そして、お話したことは役所がシステムできちっと受け止めて、

検討するんだということを保障しております。 
従いまして、お話をするという機会が実は自由な日本において、均一化されたシステムの内はなかな

か無いんですよ。その条例を上手に使って、しかもこういう場があるのですから、十分実力の程を発揮

できるのでないかというふうにご期待を申し上げまして、長くなりましたけれども、冒頭のご挨拶に代

えさせていただきます。 
これからも、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

【支所：加藤課長】 
それでは続きまして、大原区長よりご挨拶を兼ねまして職員の紹介をさせていただきます。 

 
４．区長あいさつ 

５．担当職員紹介 

【支所：大原区長】 
 大原でございます。本日は本当にお忙しい中、お集まりいただきまして有難うございます。実は私ど

も、この会を持つにあたって、特に市長とも事前の打ち合わせも無しに、先程市長がこちらに参られま

したままこの会に望みました。私からは特に申し上げることはありませんけれども、先程市長が言った

中で、私のメモだけ挨拶にしていたのですが、我々にとって新しい地方自治の試みということで、委員

の皆さんとこの浜益の取組み、他の地域の新しい時代のモデルになるような、そんなものに実はしたい

なと、そういうふうにご挨拶したいなと私は思っておりました。これは事務局サイドともまだ話を詰め

ておりませんけれど、今後、地域協議会の皆様方と会長、副会長を含めて決まりましたら、浜益の地域

協議会って何だろうかというような提案活動だけでなくて、各地域の実践を含めた活動を協議会として

やっていけるのかどうかというご相談もしたいと思っております。皆様方は、自治会をはじめ各団体の

中で中心的な活動をされている方、又は地域のリーダーとして活動されている方々ばかりであります。

是非、そういうことを含めて、地域協議会の運営について、ご相談をしていきたいなと思っております。 
それでは、本庁の方から部長以下４名の職員、それから支所の担当職員をこの場でご紹介をさせてい

ただきます。 
担当の企画財政部長の佐々木でございます。 

（佐々木です。どうぞ宜しくお願いします。） 
それから合併対策室参時の清水でございます。 

（清水です。宜しくお願いします。） 
それから企画調整課の地域調整課長の尾山でございます。 

（尾山です。宜しくお願いします。） 
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それから担当の富木でございます。 
（富木です。宜しくお願いします。） 

後はこちらの支所の方から、この１０月就任しました、岩崎部長でございます。 
（どうも、岩崎でございます。いろいろお世話になります。どうぞ宜しくお願い致します。） 

後、皆さんご承知の地域振興課長の加藤でございます。 
（加藤です。宜しくよろしくお願いします。） 

それから同じ課の主査の尾崎でございます。 
（尾崎です。どうぞ宜しくお願いします。） 

主任の永塚でございます。 
（永塚です。宜しくお願いします。） 

後、佐藤でございます。 
（佐藤です。宜しくお願いします。） 

以上のメンバーでございます。それから次回以降はまた課の者と相談しながらやって行いきたいと思

います。どうぞ宜しくお願いします。 
 
６．委員紹介 

【支所：加藤課長】 
それでは、次に参りまして、本日は初めての地域協議会でありますので、委員の皆様に自己紹介をし

ていただきたいと思います。先ず、市長の隣の石橋委員から一言ずつお願いします。 
【石橋委員】 
 自治会連合会の方から選出されました、石橋でございます。宜しくお願いします。 
【佐々木委員】 
 実田自治会の会長をしております佐々木でございます。宜しくお願いします。 
【田端委員】 
 社会福祉協議会から選ばれた、田端でございます。よろしくお願いします。 
【佐藤委員】 
 浜益村文化団体連絡協議会の会長から私にということで、佐藤文諺でございます。宜しくお願いしま

す。 
【北嶋委員】 
 ９月３０日で監査委員を失職いたしました北嶋でございます。どうぞ宜しくお願いします。 
【木村委員】 
 一般公募ということになっております、木村と申します。 
【立浪委員】 
 一般公募で幌地区からきました立浪と申します。 
【石橋ミツ子委員】 
 浜益村自治婦人連絡協議会の副会長の石橋でございます。 
【岸本アイ委員】 
 浜益村自治婦人連絡協議会の岸本です。どうぞ宜しくお願いします。 
【岸本教範委員】 
 浜益村観光協会の会長の岸本でございます。宜しくお願いします。 
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【須藤委員】 
 浜益村商工会副会長、須藤でございます。宜しくお願いします。 
【田中一房委員】 
 石狩湾漁業協同組合からきました田中でございます。どうぞ宜しくお願いします。 
【後藤委員】 
 浜益農協の推薦で選出の後藤です。宜しくお願いします。 
 
７．地域自治区及び地域協議会の概要説明 

【支所：加藤課長】 
 有難うございました。それでは、地域自治区、地域協議会の概要につきましてご説明をさせていただ

きます。合併対策室、清水参事の方からお願いします。 
【本所：清水参事】 
 改めまして。石狩市合併対策室の清水でございます。どうぞ宜しくお願いします。私の方から説明さ

せていただきます。このパワーポイントというスライドでご説明させていただきますが、中には一度、

公的団体での説明等におきまして説明した方もいらっしゃいまして、ちょっとダブルことございますが、

ご容赦願いたいと存じます。 
 先ず、地域自治区というのは、この地域協議会っていうのが地域自治区の組織でございます。当然、

深い関わりありますんで、地域自治区というのが理解いただければおのずとその道は、今、市長が言っ

た挨拶で内容も解ってくるのかなと思われますので、そのことも含めて全体をご説明させていただきた

いと思います。 
 スライドで説明する内容が、今日お配りしました資料の１の方にも書かれており、ちょっと難しい役

所用語いっぱいありますので、こちらの方は簡単にしてますので、こちらの方を見ながらしていただけ

ればと思います。宜しくお願いします。 
 先ず、地域自治区って何かっていう話ですけど、市民に身近な地域の自治、これを実現していこう、

浜益としての自治を実現していこうと、そういう目的で地域自治区を設置する訳でございますけれども、

これはどういうことかというと、地域に住む、住民の皆さんの声を最大限行政に活かしていこうという、

そういった住民自治を推進していこうということでございます。そうすることによりまして、地域住民

の意思を反映した地域経営、それから特色のある地域づくり、これを実現、実施していこうというもの

でございます。その時、必要となりますのが、住民の皆さんの行政との協働、この協働って「共」とい

う字じゃなく、協力の「協」を使っているんですよね。お互いが協力して働いて地域を創っていく、行

政としてだけでなく、住民だけでなく、お互いが協力して一緒になって働いて地域づくり、まちづくり

をする。そういう思いが入っている字でございます。 
 そうした地域自治区を設置するにあたりまして、その方法として、先ず、一般制度として地方自治法

というちょっと難しい法律があるんですが、これによりますと市全体、石狩市全体でそれぞれを区割り

して、設置するっていう方法も一つあります。ところが、今回というのは、旧合併制度の特例制度によ

って合併する範囲、合併の編入地区の厚田、浜益に特例として、この地域自治区を設置することになっ

たんです。そういうことが合併協議会で決まってなった訳なんですが、先程言ったように、住民の声を

行政に活かすというのは厚田・浜益だけで進めて良いという訳ではないんですね。当然、市全体で進め

ていかなければならないものなんです。ですから、今考えられるは、厚田、浜益というのを、モデル的、

先駆的に行っていって、当然これを広げていこうという考えが出てきております。それは、協議会でも
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出てきておりました。それが合併協議会から新石狩市へ付帯意見として出された内容ですが、ちょっと

見づらいかもしれません。この地域自治区の厚田、浜益におかれる設置機関において、新市全体におい

て、さっき言った一般法である地方自治法による地域自治区、これを設置しようと、そういうように検

討していくことを期待するということが、付帯意見として出されている訳です。これを受けまして、先

程言いましたように住民メインに全市での実施、これを厚田、浜益を先駆として、検討して良いやり方

をどんどん考えながら、良いやり方を検討していって新市全体で出来ればというふうに考えているとこ

ろです。 
 それでは、住民の意見を反映した地域づくりという、先程から何回も言っていますが、そのイメージ

はどんなものかをちょっと説明させてもらいます。 
 先ず、地域住民の方々、浜益区であれば浜益に住んでいる住民の方々、町内会、ＮＰＯ、コミュニテ

ィ、色んな組織、色んな団体があると思います。この人達が、浜益区をどうしたらいいんだろうか、ど

うしたら浜益区を発展出来るんだろうか、良い暮らしっていうか満足をしてくれるんだろうか、そうい

ったことを意見として、地域自治区にある地域協議会に出していきます。意見アイディアなどが出され

ると、それを地域協議会では支所と一体的になってこれをまとめていきます。地域協議会の中で具体的

なアイディアというのを取りまとめていくんですけれど、テクニカル的なことがありますよね。法制と

いった解釈とか、中々解りづらいものがいっぱいあります。それは支所に返して、色々情報を取り入れ

て、先程言った情報をいっぱい取り入れて、いっぱいいただいてより良いものを考えるというか、それ

でまとめていくという、そして、まとまったものが地域の意見として、それが市役所の方に入ってきま

す。そして、ここで政策論をやって予算付けがいいのか悪いのか、出来るか出来ないか、その時々の色

んな財政状況とか、色んな他との兼ね合いも出てきます。しかし、これは地域として当然必要なものが

いっぱい出されてくるはずなんですね。そういったものが、予算的に反映されるかたちになります。検

討した結果、予算に反映されて戻ってきます。地域自治区の中にそれが支所に戻されてきたものを今度

は、住民の方にフィードバックといいますか、実施というかたちで具体化されていきます。 
ただ、今までだったら行政がそのサービスを実施するっていうかたちだけなんですが、そうじゃなく

て、このやり方としては、先程から言っている協働で、皆様と一緒になってそれを実施していくという、

こういう考え方でやっていければと思っています。 
その時必要となってくるのが、補完性の原則、ちょっと聞き慣れない言葉で難しいですが、中々取っ

付きにくい言葉なんで、これについてちょっと説明させていただきます。この補完性の原則っていうの

がどういうものかというと、これは浜益であれば、浜益に住む人達がその地域づくりを自分たちで考え

て、そして、協働で行政と実現していくために基本的な考え方って言われているんですね。地方分権と

か、いろんな中での基本的な考えであろうというのが補完性の原則と言われているものなんです。これ

だけじゃ中々解りませんので、これをイメージしてみます。補完性の原則というのが、先ず、最初に個

人というのが出てきます。この自治っていう言葉というのは、自らが治める、自分で考えて良いと言っ

たことは自分でやっていこうという、先ず、自分でやるのが自治なんです。それは、住民固有の権利な

んですね。そういうことから先ず考え方が発します。そうしますと個人で考えること、出来ることは個

人でやる。それから個人で出来ないことは隣近所ですとか、町内会ですとか、地域の住民の人達と手を

取り合って、協力しながらやっていく。個人で出来ないことは住民の協力の中でやっていくというかた

ちになります。それでも出来ないこと、そうなりますと、地域の住民の人達と行政が一緒になってやっ

ていくというかたちになります。それでも出来ないことが出てくると、やはり住民の手では負えないこ

とは、行政が責任を持ってやらなければいけない。そのようなことが出てくると常に出来ないことを補
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完していく、助けていくという、そういうことが一つ大きな考え方でございます。 
これをもっと具体的な考え方で示しますと、分かりやすい例として除雪をちょっと例にあげてみまし

た。除雪は家の周りというのは自分でやりますよね。当然の事ですよね。自分の家の道路の前とか庭先

とか自分のところでやります。しかし、地域でゴミ捨て場ですとか共同で使っている部分っていうのは、

これは、周り当番でしたり、協力して一緒にやっていきます。やはり、個人で出来ない事は協力してや

っているという話になります。その次に独居老人ですが、これは、地域の人達も一生懸命やり、役場の

人達も手伝いながら、旧浜益村では当然やっていたと思います。最初はみんなそのようなやり方をして、

地域の人と行政が協働でこの独居老人の除雪と屋根の雪下ろしを手伝っていた訳です。また、補助を出

したりしている訳です。それから今度は道路ですね。幹線道路、これは、やはり住民でやるという訳に

は中々いきませんしきちんと出来ません。生活とか通勤とか通学とか、このために必要な道路を確保す

るというのは行政の役割というかたちになります。出来ることは雪ひとつを取ってもこういうふうな補

完性の原則となっている訳です。 
 今までも皆さんやってこられた。そして、これからはもっと意識してきちんと自分達の役割は何処に

あるんだろうと、自分達がするべきことは何処から何処までなんだろうかと。そして、やる時は一緒に

なってやると考えていく、こういうことが必要だと補完性の原則は言っている訳です。これはちょっと

覚えておいていただいて、協議等に活かしていただければと思います。 
今まで述べたことをちょっとポイントとして説明します。地域の住民の皆さん、浜益に住んでいる皆

さんと協議会の委員の皆さんが浜益の地域づくり、町づくりを、つまり心豊かに満足出来る素晴らしい

暮らしをするための方法を一生懸命考えます。活発に話し合い、意見、或いは出し合います。先程の補

完性の原則からいって、地域で出来ることは地域で実施していこうと、自分達で出来る事は自分達で、

地域で出来ることは地域でというふうにどんどん考えていきましょう。そして、そういったことが意見、

アイディアが地域協議会に出されて来ます。それを地域の意見として検討して取りまとめます。それが

市の政策に反映されて、最後は支所と住民の皆さんが協働によって実施していく。それが地域自治区の

実現を図っていく。こういう流れになる訳ですね。その時に、役場であった支所の職員というのは、こ

れは全員、どこどこの担当だからというような狭い意識ではなくて、一緒に地域にいる市の行政の職員

として全員が担当という意識でもって入っていくというふうに、今、皆さんにそう接するように支所の

方、職員にも説明しているし、また皆さんもそのように考えて一緒になって相談相手にしていただいた

り、情報をもらいに行ったりしていただければと思います。情報発信というのは当然なんですけれども、

そういうかたちをとっていただければと思います。ですから積極的に支所の職員も参加します。そして、

この検討の中にも情報提供していき、当然一緒になってまとめていきます。一緒になって町づくりを実

現していくというような考えでいるということでございます。 
 それでは地域自治区の概要をイメージ的に色々説明してきましたが、実際のものとして、事例として、

具体例として説明します。先ず、名称と所管区域、これはもう分かりますから簡単に言いますが、厚田

では前の厚田村です。浜益が前の浜益村の範囲です。設置期間は先程も言いましたように、合併の日か

ら１０年間。しかし、これは市全体で実施するための検証期間のひとつでもあるということでございま

す。そして、地域自治区の構成なんですが、地域自治区というのは、これ自体は市の行政の１つの組織、

その中に２つの組織があります。１つが、皆様がお集まりいただいた地域協議会です。それと支所、こ

れも地域自治区の組織なんです。２つ併せて地域自治区となる訳です。そして、地域協議会については、

地域自治区の議会と勘違いされる方がいますが、議会ではないんです。議会というのは市全体の専門的

な観点から色々政策論をやって、市全体の運営とか予算とか政策等を論ずるところですが、この地域協
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議会とは、地域づくり、浜益のまちづくりのための審議会的な組織で、審議会というよりも一緒になっ

て行動する審議会と言った方が良いでしょうかね。考えて一緒になって行動する、そういった組織と思

っていただいた方がよろしいかと思います。 
それから、その事務所になる支所というのは従来の役場的な機能を引き継いでいる訳なんですが、地

域自治区の住民サービス等、これを行政として実施する、事務事業を実施する組織となります。 
それでは、その中の１つ、皆さんが参加されている地域協議会、この役割について、もう少し詳しく

説明します。地域住民の意見を地域づくりに反映させるための重要な組織、このことは先程述べました。

それでは、具体的にどんなことをやっていくんだろうとかという話ですが、今までは何かしてもらいた

いと思ったら役場に要望、陳情というかたちでいくんですね。しかし、こういう要望、陳情というのは、

言い放しですし、出来てもそれについて、言葉は悪いですけれども、そのままあまり責任が無いという

かたちが多ございました。しかし、これからはそういうかたちではなくて、提案方、自分達で考えて、

意見、アイディア、これを実現する時は、先程から口すっぱく言っている協働というかたちで自分達も

参加していって、それにやはりある程度責任を持っていこうと、そういう考え方、それを提案方として

出していくということです。そうなりますと、３つ大きなことがあります。１つが地域住民意見とアイ

ディアの検討のとりまとめが役割のひとつになります。もう１つが地域住民と行政との協働の推進、先

程から言っている内容です。それから３つ目は責任ある地域経営と特色ある地域づくり。これを目指し

て①、②でやったように意見、アイディアを行政と協働で目指してやっていくという、この大きな３つ

が役割の基になります。 
 次に地域協議会の委員の選任ということですけれども、これは皆さん選ばれた訳なんですが、区域内

に住所を有する者から市長が選任するかたちとなっておりまして、定数は１５人以内というふうに決め

られております。内訳というのは公共団体が１０人程度、見識を有する方から２人程度、それから公募

に応じた人から３人程度というものが選ばれて１５人が編成されており、この委員の皆さんの任期と報

酬ですが、任期は２年間です。再任可でございます。報酬としては、これから決められる会長さんは年

額２万円、委員の方は年額１万８０００円。何故、年額にしたかといいますと、これは何度でも１年間

必要に応じて出来るだけ多く、どんどんやっていただけるというかたちでやっていただきたい。そうい

う願いも込めまして、年額というかたちにもなっています。 
 それから地域協議会の審議事項について、皆さん具体的にどんなことをやるということになっている

かというと、これは制度的なものから説明します。先ず、市長から諮問されたものというが１つありま

す。それから地域協議会の皆さんが必要と認めるもの、自分達がこれは意見として言いたいぞと言った

ものは言えるかたちとなっております。その内容としては３つございまして、ちょっと難しいですけど、

支所が行う住民サービスや事務、それから本庁が行う地域自治区の住民サービスや事務。何のことかと

言いますと、ようするに支所、本庁が行う浜益区だったら浜益区で行う行政サービス、つまり市が行っ

ている浜益区に関すること全部に対して意見を述べれるというかたちになっております。これが法律で

出されている事項でございます。 
 ３点目が地域住民の皆さんとの連携強化、つまり、行政と住民の皆さんとの連携強化、協働のあり方

を皆さん、協議会の委員さんで考えて下さいよと言っている。それからもう１つ大きいのが地域協議会

の意見聴取事項というかたちになっているのがございまして、これが協議処置というか条例事項的なも

のになっており、市長がこれから出す３つの事項を決定、または変更しようとする場合に、必ずこの協

議会の意見を聞かなければいけないこととなっております。それが３つありまして、１つが新市建設計

画、これは合併協議会で作った町づくりのマスタープランみたいなものです。これを変更しようとする
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時は意見を聞かなければならないかたちとなっております。それからもう１つが、これから後で皆さん

にお諮りいただく「過疎地域自立促進市町村計画」、一般に「過疎計画」と言われておりまして、人口

の減少の激しい団体が、つまり過疎の団体が国からとても有利な借金が出来る。借金した場合の内のな

んと７０％が交付税という交付金でお金が戻ってくるという、とても良い制度の起債っていう借金をす

ることが出来る。そのためにはこの計画がどうしても必要なんです。その上で、先程市長が言ったよう

に、今、急いでこれをやらないと今度の議会に間に合わないということなので、これをやっていただく

というかたちになります。 
それから地域振興の為の活用、皆さんご存じの方が多いと思いますが、厚田、浜益の地域づくりの基

金としまして、１億円ずつもう積まれております。この基金の活用を皆さんで考えていただくというか

たちになります。しかし、１億円が多いか少ないか、どのような使い方をするのか。それは皆さんのこ

れからの本当の考え方ひとつとなってきますので、それについて、柔軟な浜益の皆さんとの話し合いを

基に決めていただければと思っております。 
 今度は地域自治区のもう１つ、支所の方の説明ですが簡単にいきます。厚田支所、浜益支所が置かれ、

支所の役割というのは、地域の浜益の皆さんの身近なところで住民サービスや事務を行うということで

す。それには３つの大きな役割がございまして地域住民の意志を反映した効果的な行政、つまり浜益の

皆さんの意志を出来るだけ効果的に反映していこうと、それから地域協議会の意見を正確に本庁にちゃ

んと伝えていこうと、それから地域協議会と一体となって先程から言っている浜益の皆さんと協働で行

政を推進していこうと、この３つの役割を持っています。それから浜益の区には区長が置かれます。厚

田にも区長が置かれます。これは合併をスムーズに行うため、支所長に代えて、地域事情に詳しい者を

区長として置くというかたちの中から、区長が置かれることとなりました。期間は４年間で任期は２年

間ですが、再任が可でございます。身分は常勤の特別職となっております。区長の役割とはどういうも

のなんでしょうかというと、これは合併後の市の円滑な運営、それと均衡な発展、互いに３つのことを

行うというかたちとなっております。１つが地域住民の意志を反映した地域経営と特色ある地域自治の

実施。これは先程から言っている浜益の皆さんの意見を反映した支所としての地域経営、そして特色あ

る地域として目指していこうという、その先頭に立っていただく。ですから、地域協議会と区長は密接

な関係を持ちながら、常に連絡とか情報交換しながら進んでいっていただければと思っております。そ

れから市長と地域自治区内の公共団体等と緊密な連携、当然、区長さんは本庁とのパイプ役でございま

すので、地域自治区、浜益区内の公共団体との太いパイプ役にもなって連携をとっていただこうという

ことです。また、３つ目が地域自治区内の諸事情を的確に把握した管理、これは、今までどおりなんで

すけれども、支所で行われている業務をしっかり監督していただくという役割になります。 
一応、地域自治区全体の説明で、ざっぱくな説明でありましたが、このようなことを踏まえまして、

これから活発に議論し協議していただければと思います。有難うございました。 
【支所：加藤課長】 
 只今、合併対策室の方から地域自治区についてご説明をさせていただきました。ここで只今のご説明

に対しまして、ご質問、ご質疑があればですが承りたいと思います。又、市長見えられておりますので、

市長とお話する機会もありますから何かあれば、そのようなお話もさせていただければと思いますので

宜しくお願い致します。どなたか、ご質問とかご発言ありますでしょうか。せっかくの機会ですので、

市長とお話していただければと思います。 
【田岡市長】 
 浜益にＮＰＯありますか。 
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【支所：加藤課長】 
 浜益にはありません。 
【田岡市長】 
何かこう地域の人達が中心になってそこを経営しているとこって在りますか。 

【各委員】 
ありません。 

【田岡市長】 
 これは、皆さんが色々意見を出し合ってすることだといっていると思うんですが、例えば、そこにあ

るコミュニティセンターですか、コミュニティセンターというものがありますよね。そういう運営って

いうのは、運営委員会が決定して年間の行事をどうするとか、料金は幾らにするか、それとも地域が受

け手になって全部自分達の好きなようにやろう。役所は大体９時から５時まで、あれやってはいけませ

ん、これやってはいけませんという感じの中で施設経営をします。それが実は公平の最大の合理性で効

果的なんですよ。ある人にいい顔して、ある人にいい顔出来ないっていう役所の立場ではそうなんです

が、地域の人達が、例えばですよ、ここをお葬式に使いたいって言った時に、今まで石狩の中だったら

自動的にお葬式は民間施設使って下さいと、そこのコミュニティの施設としての元々の役割をやって下

さい、とこうなっていたんですが、最近はそこでお葬式をやった場所代の運営費はそこの施設の運営費

に使おうと、その代わり、あれしては駄目、これしては駄目ということ。石狩なんか一番お笑いで、実

は子供達に本を与え、子供達に特別な本を何か売ろうというふうになった時に、そこで商売するのは公

共の施設だからけしからんというのが役所のルールなんです。目的が叶わず、そこで利益をあげること

が問題だというふうになっちゃうんですよ。 
ところが、皆さんが経営することになったら、そこでもっぱら利益を追求する商売に使うのはどうか

と思いますけど、その経営、運営をすることによって、何らかの団体が自らの財源を持つことが出来る。

そういうことが出来るとなったら、どっちを選びますか。その代わり、ある種のリスクと負担と自由と

いうものが同居するんだっていうことなんですね。だから、ここの中でもそういうふうに、法律は平成

１８年迄ですからもう幾らもないんですよ。１８年３月までにそういう受け手がある公共施設について

は、出来るだけ民間、運営団体に出しなさいってなってるんですよ。これも法律がそういうふうにされ

ております。従って、そういう色んな運営の仕方をどうするか。 
それから２つに１つを選べ、１年間で例えば１０００万の予算しかないけど、７００万と５００万の

２つの事業がある。さて、１つしか出来ないとなったらどちらを選びますかっていうのは、ここの中で

は大いに議論して、それでこっちだというふうに決まったら、支所を通しながら本庁と予算協議する。 
それで、もう１つ今日の話の中で抜けてたんですが、ここで決まったり、ここで考えたことが、全部

通るというものではない。私達は意見をたくさんほしいんですよ。意見を聞いて、出来るだけ政策にリ

スクが無いように、多くの人達がほしい物の優先度の高いものにしていきたいと思います。但し、総予

算だとか、石狩市の全体のシステムの中では、地域においては非常に有意義だけど、やっぱり受け入れ

難いというものがある。優先順位がちょっと後ろに回ってくれないか、我慢してもらうこともあります。

それから市長として、それは何としても受け入れられませんというケースもあります。その市長として

もどうしても受け入れられないケースというのは、私がもし判断ミスしたら４年に一回の選挙で、市長

は区民の皆さんに審判を受けるという仕組みだと思っておりますから、私も勇気ある査定をしなければ

いけないし、それから、何故否定したかという説明をしなければいけないと思っています。 
ですからここで、お仲間をたくさん増やす努力も必要なんですよ。実は議会の先生方にもですね、私
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はこう考えていると、是非味方になって下さいというセールスも必要ですし、この場に引きずり込むと

いうことも必要ですし、議会とは場合によっては共同タッグも必要だと思います。中々、良いこと言う

のもさてなと。具体的なテーマをもうちょっとその中で色々そんなに難しいことをやろうとしている訳

ではない。 
おそらく、私なんかが見て浜益の皆さんにご検討いただきたいのは、先ずはゴミの問題ですね。今日

６時からのタウンミーティングの中でも説明させてもらいますけど、ゴミとともに潰れる町、全国でた

くさんあります。ゴミ対策を怠った町は都市力を失うんですよ。ゴミのも問題は大きいですよ。ゴミは

誰かがどこかで処理してくれるという時代は終わって、ゴミの絶対量を落とすっていうか、そのものを

落とすっていうのは市役所が幾ら落とせ落とせって言ったって、落ちるもんじゃないです。ところが、

住民が落とそうと考えたらすぐ落ちます。その方法っていうのは石狩流が浜益流に馴染むかというと、

そんなことないと思うんですよ。どうしたら浜益はゴミを落とすことが出来るんだっていう議論をする。 
例えば、１０００万ゴミを落とした。１０００万ゴミ落としたんだから、この１０００万全部くれと

は言わないけど、その内３００万は地域に新しいアイディアを出したんだから、それに使わしてくれよ

っていう様なことを話するなら良いんですが、今までこうだったから、この上、更に合併したんだから

メリットはあるはずだという足し増しの議論っていうのは、中々これに対して私は厳しい対応をせざる

を得ないと思っております。何を我慢して何を出来るかっていう施策の選択、しいては、３年間で約１

４億ぐらい経費の節減を図りました。それは職員にエレベーターを使うなっていうことから始まって、

役所の中のゴミ箱は全部資源回収の箱に捨て、出来たら個人で出たゴミは個人で持って帰れと言う仕組

み、それから電気は必要なとこだけにし、後ろのお日様が入っている所は業務に支障がなければ昼間は

電気消しなさいということでやるとですね、大体２０００万ぐらい浮いたんですよ。それで、全てが全

部そういうことでやんなさいじゃ駄目なんですよ、やろうっていうのがないと。エレベーターなんか私

も朝乗りたいんですけど、でも「３階まで、市長、真ん中の階段使って下さい」って厳しく言われる訳

ですよ。「市長が自ら階段上がっているのに、おまえら何でエレベーター使うんだ」って言いたいって

いう担当職員の話なんですよ。でも歩いていると、そんなことはもう当たり前のことになって、そんな

ことも含めてここに何の問題をテーマに持つか、役所が用意したメニューよりは、俺たちが用意するん

だっていうものがここに載ったら、本当に良い協議会になると思いますので、ここが盛り上がったら、

石狩のやっぱり自治法に基づく地域自治区、次にやっていきたいというふうに思っております。 
【支所：加藤課長】 
はい、市長から色々とお話をお伺い致しました。ご質問が無ければ次の方に移ってよろしいでしょう

か。 
【各委員】 
なし。 

８．会長及び副会長の選任 

【支所：加藤課長】 
それでは無いようですので、次の方に移りたいと思います。本日の会議につきましては、初めての協

議会でもありますので、会長が決まるまで、私が司会を務めさせていただきたいと思います。次第に沿

って進めさせていただきます。 
 会長、副会長の選任についてでありますが、どのようなかたちで選出したらよろしいか、ご意見をい

ただきたいと思います。 
 どなたか、ご発言があればお願いします。 
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【佐々木委員】 
 はい。 
【支所：加藤課長】 
 どうぞ。 
【佐々木委員】 
佐々木でございます。私は推薦というかたちで取り組みたいと思っております。 
具体的に申し上げますと、会長には浜益地域の自治会連合会のまとめ役として、住民生活の向上に多

大なご努力をいただいて、そして、合併協議会委員としてもご活躍いただいた自治会連合会会長の石橋

会長を推薦致したいと思います。併せて、副会長には、永年、浜益村収入役とそして代表監査委員を務

められました、現在は毘砂別自治会の会長であります北嶋さんを推薦したいと思います。 
以上です。 

【支所：加藤課長】 
 只今、佐々木委員の方から会長に石橋委員、副会長に北嶋委員というかたちでご推薦がありましたけ

れども他にご意見ありませんでしょうか。 
【支所：加藤課長】 
ご意見がありませんので、無ければそのようなかたちで決めさせていただきたいと思います。 
どうぞ、宜しくお願い致します。 
それでは、議題の９に移りたいと思います。 
次に石狩市過疎地域自立促進市町村計画について、市長が意見を聴くことになっておりますで、石橋

会長に意見を聴くことにつきまして、お渡ししたいと思いますので、市長、宜しくお願い致します。 
 
９．石狩市過疎地域自立促進市町村計画について 

【田岡市長】 
 石狩市過疎地域自立促進市町村計画について、意見をお聞かせ下さい。 
 地域協議会の意見をどうぞ宜しくお願いします。 
【支所：加藤課長】 
 市長は所用のために、以上で退席させていただきますので、宜しくお願い致します。 
【田岡市長】 
どうも、失礼します。 

【支所：加藤課長】 
 それでは、これからの司会につきましては、石橋会長にお願い致したいと思います。 
ここで、５分程休憩をさせていただきたいと思います。再開につきましては、４時１５分から再開し

たいと思いますので、しばらくの間、お茶などで休憩していただきたいと思います。お茶については後

ろの方に用意してありますので、そちらでお願い致します。 
（休憩） 
 
 
 
 
（再開） 
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【支所：加藤課長】 
それでは、時間になりましたので、会議を再開させていただきます。ここで会長に就任されました

石橋会長からご挨拶をいただきたいと思います。 
【石橋会長】 
 それでは、一言ご挨拶を申し上げます。ただいま会長に選任をいただきました石橋です。宜しくお願 
いします。先程事務局から地域協議会の役割のご説明を受けましたが、何しろこのような経験は初めて 
でございまして、大変貴重であるなと思っております。清水参事の説明を聴くのは２回目でありまして、 
前回も各自治会長、それから各団体の代表者が出て説明会がありました。その時は団体の長でなくても 
良いんだと、若くて行動力がある者に就いてほしいと。今日はそのようには言いませんでしたが、私と 
しては何か出ていいのかなという感じがしますが、今回委員になって会長という大役を仰せつかりまし 
たけれど、何か納得がいかない気持ちで今挨拶している訳です。 
 私どもはよく子育てして子ども達に、自分のことは自分でせよと、それでどうしても駄目なら親が手 
伝いするよ、とこう言って子どもを育てた記憶がございます。これからこの浜益区もですね、やはり自 
分達でできるものは自分達でやっていかなければならないのではないだろうかと、そんなふうに考えて 
おります。 
地域の意見の取りまとめ、特色ある地域づくりの検討、地域住民との協働の検討などにつきまして、 

合併における、浜益区という新しいかたちの地域経営に、地域ぐるみ、そして浜益支所一体となって取

り組んでいかなければならないと思います。幸い浜益区は、自治会組織もきちんとしております。婦人

会組織も浜婦連というきちんとした会がございます。その２つが言わば車の両輪のように、各地域で動

いているのではないだろうかと思います。 
その中で、やはりお祭りにしても、葬儀にしても、或いは敬老会等にしても、やはりお互い助け合っ 

てやっているということが大きな強みではないかと思いますし、特に回覧板、大体一週間に１回ぐらい

回覧板というのはきます。その回覧板を回しながら、老人世帯、或いは独居老人のところを、元気かな、

どうしてる、といった声かけ運動をしていることによって、やはり老人たちも安心していれるのかなと、

そういう助け合いの精神というものを大事にしていかなければならないのではないかと思います。新し

い時代の地域づくりに区民全体が関わってもらえればと思っております。 
 今回、私の大先輩であります北嶋さんが副会長に就任していただきました。北嶋さんの力を借り、そ 
して委員の皆さんの力を借りながら、浜益区発展のため微力ではありますが全力で頑張りたいと思いま 
すので、宜しくお願いいたします。 
【支所：加藤課長】 
 有難うございました。それでは、続きまして本日の会議次第の９番に移りたいと思います。「石 
狩市過疎地域自立促進市町村計画」につきましてご審議をいただきたいと思います。 
会長、議事進行宜しくお願いします。 

【石橋会長】  
 それでは、地域協議会の会則によりますと、会長がこれからの議事を進行するということになってお 
りますので、ご協力宜しくお願い致します。 
それでは、只今、市長からの「石狩市過疎地域自立促進市町村計画」についての意見聴取依頼に基づ      

きまして、本日の協議事項を進めて参りたいと思います。 
本日の協議案件は、協議書の第８条、地域協議会の審議事項の重要事項に与えられております、「過 

疎地域自立促進市町村計画」について協議したいと思いますが、どうでしょうか、よろしいでしょうか。 
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【各委員】 
異議なし。 

【石橋会長】 
それでは、事務局より説明をお願いしたいと思います。 

【本所：尾山課長】 
 石狩市の企画調整課の地域調整を担当している尾山と申します。「過疎計画」につきまして、私の方 
から説明させていただきます。座って説明させていただきます。 
 皆さんの方に資料の２という２枚ものと自立計画、市町村計画ですね、この厚いのと２通りの資料が  
配られていると思いますので、まず先にこの薄い方の計画概要の方から、これを先に説明させていただ 
きます。 
 それでは、この「石狩市過疎地域自立促進市町村計画」の概要をもって説明させていただきます。ま 
ず１の過疎計画とは何かといいますと、ここに記載しておりますとおり、この特別措置法というのがあ 
りまして、この過疎地域に指定された市町村、それはどういうものが要件かといいますと、下の方に網 
かけした部分、過疎地域自立促進特別措置法という中に、人口の著しい減少に伴って地域の活力が低下 
し、という項目があります。これらの部分が合併する前の厚田と浜益がこの過疎地域に指定されている 
要件であります。 
それで、この過疎地域の計画を、何故必要とするのかというのは、ここに書かれています、要するに 

地域の活力が低下しという部分を、この計画を作成する部分において、それぞれの地域でいろんな事業

展開を図って、その事業を導入することで、その部分をカバーしあおうと、カバーするものにして計画

として上げようということです。 
 現在、この過疎地域の事業の策定期間は１０年パターンになっておりまして、平成１２年から平成２ 
１年、１０年間が一つの区切りとなっております。ただし、平成１２年から１６年の５ヵ年は前期とい

うかたちになりまして、今回平成１７年から２１年の５ヵ年分を計画策定するということが義務付けら

れておりますので、今回、市ではその過疎の後期の５ヵ年分を計画するというかたちで今進めている最

中でございます。 
 それでは、その下に過疎計画の流れという図がありますのでご覧ください。真ん中辺に市町村計画第 
６条というものがあります。それはそれぞれの各年度の事業を積み上げまして、その５ヵ年分を積み上 
げたものを計画として作成します。ただし、今回、今まで市町村ではこのパターンで良かったんですが、 
この度の合併によりまして、左の一番はじにあります地域協議会という、今回の会議の名称がここに出 
てきます。この段階で、市で作りました計画につきましては、協議会の意見を聴することとなりますの 
で、今回この場で石狩市が今考えている過疎計画を皆さんに審議してもらいたいというかたちの中で説 
明をさせていただいていることになります。それで、この協議会の意見をいただきまして、その次とし 
まして北海道との正式協議に入るというかたちになります。北海道と市町村計画横並びとなっておりま 
して、市町村計画の部分は北海道が網羅するという部分になります。 
そしてその後ですね、北海道としてはその部分を国と調整を図って北海道の計画として立ち上げてい 

くかたちとなります。 
それから次に２ページ目の方見てもらいたいんですが、これが過疎計画がどんなものかというものと 

新市の建設計画の関連をイメージ化したもので、こういうかたちになっております。 
つまり過疎計画で策定されたものは、新市計画の中にも重なります。それと色々な事業との展開の関 

係でそれらも重なることになります。それらを全体で包括するものが、今後また、今現在策定しようと
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している石狩市の総合計画となり、その中に表れるというかたちになります。ですから過疎計画で上げ

られたメニューについては、大体色々なところで反映されてくるということをご承知願いたいと思いま

す。 
 続きまして、２の過疎計画策定の理由なんですが、何故今この過疎計画を作らなければならないのか 
といいますと、この２の方に記載してありますが、今まで過疎地域であった旧厚田村、旧浜益村が合併 
して消滅したものの、合併後の厚田区、浜益区が引き続き過疎地域の指定を受けることになるために、 
それらを包括して、石狩市としてその部分を過疎計画として新たに作り上げるということが必要となり 
ます。 
ただし、この新たに立ち上げるんですが、実をいいますと、厚田区と浜益区の部分については旧２村 

の段階で既に議会の承認を得られまして、それぞれ、もう既に北海道に提出されております。ですから、

この計画自体は、もう旧厚田、旧浜益の実態にあった時に、既に今年度北海道の方に提出されておりま

して、石狩市としては単純に併せたもの、事業実施計画の部分については併せたもので作成し、今現在

皆さんの方に提出する資料となっております。 
ただし、事業メニューは変えておりませんが、中の文言につきましては、要するに文章の記述につい     

ては、石狩市としての立場で作り上げたというふうになっております。 
それで、この過疎計画を作ることになりまして、どのようなメリットがあるかというと、３の財政上 

の特例という部分、下に書いてありますけども、この中で過疎計画にあげられた事業を展開した場合、

先程、市長と清水参事の方からも言われましたけれども、過疎対策事業債という、ようするにものすご

く恩恵のある起債、借金というか、ローンと理解してもらえば良いと思いますが、分割で払っていくこ

とができまして、その起債については充当率１００％というかたちになるんですが、（ ）して９５と

書いてありますのは、実は過疎地域は基本的に過疎債は１００％充当です。ただし、今北海道内に過疎

地域はかなりありまして、その部分で少しでも全道の自治体に、要するに均等に恩恵を与えたいという

ことで、北海道の指導に基づきまして、９５％という形で進めているのが現状でございます。ただし、

この９５でやっていくんですが、中には余力があればそれ以上の充当も可能な状況となっております。

それでこの過疎債ですが、１２年間の償還となります。そのうち３年間据え置き、元金を９年間で償還

するという形になります。 
例えば道路事業やりまして、１０００万かかりましたと、そして補助事業を通常導入しますよね、補 

助金を半分５０％、そしたら５００万いただきましたと。残りの５００万はこの過疎計画に対象となら

なければ自主財源、要するに市の財源、昔でいえば村の財源などでその部分を支出しなければならなか

った。ところが、過疎計画に掲載して、計画に位置づけて、その過疎計画の基によって事業実施するこ

とによりまして、その一般財源である５００万の９５％が起債として活用されるというかたちです。そ

して、その９５％のうち、大体４７０万ぐらいになると思うんですが、その部分を今度、先程言いまし

た１２年間で償還していきます。そして、償還する部分の７０％、元利合わせて毎年払っていく訳です

が、最初の３年間は利息だけですが、その部分についても７０％交付税で戻ってくるかたちになります。   
要するに交付税として参入してもらえる訳です。それを考えますと、実質大体１７％の一般財源で済む

という計算になるはずだと思います。そうすると１０００万の１７％ですから１７０万で事業が推進で

きると、すごくメリットのある地方債であります。それでこの過疎地域の指定を受けることによりまし

て、いろんなメニューが使えると思います。 
それで、今回、この計画をどのように策定するかということが４の方に書かれておりますが、今回単 

純に、先程言いましたように旧厚田村、旧浜益村の過疎計画で承認されたもの、その事業実施計画はそ
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っくりそのまま、２つ併せたものに作成しております。そして、この計画自体は両村の議会の議決を得

て、もう既に北海道、国に承認されております。 
厚田の方はですね、平成１６年の１２月１４日に議会の議決をいただきまして、北海道の方には１７

年の１月１７日に提出しております。浜益の方では１７年の３月１７日に議決いただきまして３月１８

日、即翌日、北海道の方に提出されております。これで合併する前は厚田と浜益の過疎計画は承認され

たという段階になっておりました。 
ですが今回の合併に伴いまして、一応９月３０日をもちましてこの計画は無くなってしまったという 

かたちになります。そのために石狩市として続けてやっていきたいということで、２地区のための振興

策というかたちでそのまま引き継いでいきましょうという目的であります。 
それで、今回の作成にあたりましては、実は旧２村の担当職員とそれぞれつけ合わせをしながら進め

て参りました。 
それで、過疎計画自体はですね、先程も言いましたように、この地区のためにはこういう事業が必要 

だろうという全てのもの、要するに過疎事業債の該当にならないものまで全て過疎計画の中に位置づけ

られております。その中で事業を実施する段階で、こういう過疎計画を使えるんじゃないかというもの

について、その部分を充当していこうというかたちです。ただし過疎計画に載っていても、他の事業メ

ニュー、例えば公営住宅等を建てる場合には公営住宅債というのがあります。それから簡易水道事業の

拡張工事等する場合につきましては簡易水道債、それぞれの地方債があります。そちらのメニューが優

先になります。ただし過疎債でメリットがあるのは、水道等やった場合の対象となる事業のまた５０％

が過疎債でも充当できるという、ものすごくメリットがありますので、その辺の部分については、厚田

の計画、浜益の計画をそのまま使ってますので、そういう利便性は得られるというかたちで作成されて

おります。 
続きまして５に入りまして、策定の手続き・スケジュールですが、この中でご覧いただきたいのが、 

手続き等の１で庁内の意見聴取とありますが、実は先週終わったばかりなんですよ。それで２の北海道

との事前協議も現在進めている最中でございまして、北海道の方からＯＫが出なければ正協議にも入っ

ていきません。それで今予定されているのが３の議会説明で、もう来週から少しずつ入って行わなけれ

ばならないというふうになってきています。それで４の協議会の意見をいただいた後に、５の北海道と

の正式協議に入るとなります。それで北海道との正式協議で承諾をもらった段階で始めて市議会の方に

提案できるというような流れになります。 
それで日程的にかなり厳しいですが、どうしても今年度から事業展開している部分もありますので、 

その辺は日程的にも厳しいということをご承諾願いたいということであります。 
それでは、この協議会の意見を取りまとめた中で、その後、過疎計画はどうなるのかというと、先程 

から申し上げておりました、２つの部分をただ合体しましたと説明しておりますが、何か変動があった

場合どうなんだろうということですが、その場合につきましては、通常の流れでしたら、軽微な変更で

あれば北海道とそのまま協議というかたちになります。ただ、今度大々的に大きく変わるようなもので

あれば再度又議会の議決が必要となります。ただし、その辺につきましては２村の計画をそのまま上げ

ましたので、多分そんな大きな変更はないというふうに理解しております。 
それから、この計画の中で一つ気になっているのが、先程言いましたように夢みたいなものも上げて 

いるということで、もう考えられるもの全て上げてあります。それで、実際に展開する段階によっては、

上げたから全て実施しなければいけないということはありませんので、その辺はご了承願いたいと思い

ます。 
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それと何年にこれをやりたいというのがありますが、それも市の財政状況によりましては、地域の皆

さんにまた諮らなければならないこととなります。どのメニューを選択して、優先順位をつけていただ

くということもあり得るかもしれません。その辺はご了承願いたいと思います。    
それでは過疎計画の概要について説明させていただきましたが、実際の本の方、計画書の方はどうな 

っているかといいますと、分厚いので概略の部分だけ説明させていただきます。 
まず「はじめに」という欄の中で計画の趣旨と期間を述べております。それで第１項としまして基本 

的な事項、石狩市の概況、人口及び産業、それと３番目に行政の状況、４番目で地域の自立促進の基本

方針、４つの区分の中で概要を決議しております。それから第２項から第１０項までは、自立促進施策

区分といいまして、先程の厚田、浜益の旧２村分の計画となりますが、それらの問題、その辺の対応の

部分というものをこの中で記述しております。第２項としましては、まず産業振興というかたちで１番

目に農林、２番目に水産、３番目に商工、４番目に観光の４つに区分しております。第３項では交通通

信体系の整備と情報化及び地域間交流の促進というかたちで、１つ目に道路、２つ目に交通確保対策、

３番目に電気通信施設、４つ目として地域間交流の４区分にされております。第４項では生活環境の整

備としまして、水道施設、２番目で下水処理施設、３番目で廃棄物処理施設、４番目に消防救急施設、

５番目としまして公営住宅、６番目でその他の関連施設、６つに区分けして記載しております。第５項

につきましては、高齢者等の保健福祉の向上及び増進というかたちで、１つ目は高齢者の保健福祉、２

つ目は児童の保健福祉の２つの区分で説明しております。第６項は医療の確保として、これは１本で取

りまとめしております。第７項で教育の振興というかたちで学校教育、２つ目で社会教育、３つ目でス

ポーツ振興の３つの区分の中で展開を図っております。第８項は地域文化の振興等で、厚田区、浜益区

というかたちで２つの区の中を説明させていただいています。第９につきましては、集落の整備として

先程言いました厚田区、浜益区の２つに分けて、それぞれ対応策等を考えております。最後に第１０項

としまして、その他地域の自立促進に関し必要な事項として 1 本でまとめてあります。   
これは先程から何度もいいますけれども、２つの部分を併せた部分でありますので、実施計画それら 

はそっくりそのまま載せてあります。ただ文章表現の記述を石狩市に合わせて表現しているということ

であります。一応、今考えている段階では、その年その年の財政状況によって、事業着手が変わると思

います。それではどういうふうにするかというと、事業の先程言いましたように事業の緊急度、必要度、

それらの要件を優先させて展開していきたいと考えております。 
今回の合併に伴いまして、この計画が９月で本当に途切れてしまったんですが、その後を引き継ぐた 

めにこの計画を早急に樹立して早い段階で協議というか、承認を受けさせてほしいというのが我々の願

いです。その辺をご了承願いまして、宜しくお願いしたいと思います。 
【石橋会長】 
 それでは、この後６時から市長を囲んでのタウンミーティングが予定されておりますので、このこと

からこの会議を５時を目途に終わらせたいと思っておりますので、協力の程宜しくお願いします。 
 それでは、ただいま尾山課長さんの方から大変内容についてボリュームのある説明がございまして、

本計画につきましては、事務局の方から説明ありましたとおり、既に厚田村、浜益村の議会では、議決

を得ているものであって、利用計画についてはほとんど変更しないで本文の記述について２村のをまと

めた書面にしているとのことでございます。 
またスケジュールの説明もありましたが、１２月の市議会定例会での提案を考えているということで

ございますので、次回の協議会では浜益区地域協議会の意見として取りまとめたいと考えております。    
そういった趣旨をご理解いただきまして協議を進めて参りたいと存じますが、よろしいでしょうか。 
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【各委員】 
異議なし。 

【石橋会長】 
 それでは協議に入りたいと思います。本計画につきまして事務局から概要の説明を受けましたが、ご

発言がありましたらお願いしたいと思います。なお発言の際ですが、会議録作成の都合もございますの

で、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たいと思います。 
それでは協議を宜しくお願いいたします。 

【後藤委員】 
はい。 

【石橋会長】 
後藤委員。 

【後藤委員】    
 ただいま説明を受けましたけれど、この計画は議会でも承認し、道の方にも提出されているというこ 
とで、今回の協議の目的である協議会の意見は必要ということであるけれども、承認という以外ないと 
思うんですが、如何でしょうか。 
【石橋会長】 
事務局お願いします。 

【本所：尾山課長】 
 先程説明いたしましたけれども、この計画は２村の分をそっくりそのまま併せているんですが、この

度、合併に伴いまして２村の計画が９月末で消滅したかたちになってるんです。それで、新しく石狩市

として過疎計画を樹立しなければならない。過疎計画を樹立することによって、その地域の振興が有利

に展開できる計画ですので、積極的に市としても、その計画を早急に立てましょうというかたちになっ

て立ち上げているものでありまして、今回ですね、この度の合併に伴いまして、これらの協議につきま

しては協議会の意見をいただくというかたちに手続き上なっておりますので、その辺を委員の皆さんに

もこういう計画があるんですよと、この計画は厚田、浜益ではこういう展開しなければならないという

メニューが乗っていますので、その辺の部分をもう一度ですね、次回の段階でも構いませんので、再度

その辺をもう一度協議していただきたいなと思っております。 
今回は大変申し訳ありませんでしたが、事前に計画書を配付できれば良かったんですが、実は市とし

ても、実は私は厚田から来てるんですが、向こう（石狩市本所）へ行ってすぐ、この計画を作るという

流れになっておりましたので、それで、市の機構って結構大きいものですから、各部の承認をもらわな

ければはっきり出せませんよね、皆さんの前に出すためには。そういうものを確認した中で出そうとい

うかたちになったために、資料の提出が遅れてしまったんですが、その辺は大変申し訳ないと思ってお

ります。ただ、あくまでも厚田区、浜益区の２地区の地域の振興を図るための過疎計画を現在市で作成

しているという流れになっております。それで、その辺を認識していただきたいと思うんです。 
それと、あくまでもその計画については地域協議会の重要項目のひとつに上げられているというかた

ちでございます。それで、中身につきまして、もし詳細なことがこの会議で聞けなかったとしても、私

の方か、区の地域振興課の方に、これ見てどうなってんだという部分を聞くなりして一向に構わないと

思いますので、その辺を理解した中で中身を検討してほしいなと思っています。宜しいでしょうか。 
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【本所：佐々木部長】 
 すみません、企画財政部の佐々木でございます。ちょっと今の説明を補足させていただきたいんです

が、地域協議会にご検討お願いしたい事項としましては、まず１つは、今担当課長の方から申し上げま

したように、これは既存の厚田、浜益の事業メニューをそのまま変えずに、ドッキングさせてるという

ふうにしております。これは厚田、浜益それぞれ今年の春にですね、これから５年間の地域の自立に必

要な事項を全て網羅しているだろうという前提の基で、それであればそれほど時間も経っていないこと

でありますし、単純にドッキングする事が出来るんではないかというふうに考えているんですが、まず、

そういった市の考え方、それが妥当かどうかということをひとつご検討していただきたいということ、

もう１つは、事業メニュー以外の前段の文書表現ですね、この辺りの浜益区長についての記述なども

色々ありますが、この辺は相当書き換えている部分がございますので、そういった辺りのとらえ方、石

狩市としての認識の仕方、その辺についてもですね、是非ご検討いただきたいというふうに考えていま

す。 
今日お配りして今日すぐにというのは中々難しいと思いますので、今日、結論を出すというふうには

ならないと認識しておりますが、その辺に特に重点を置いて今後ご検討いただければと思いますので宜

しくお願いします。 
【石橋会長】 
 他に発言はございませんか。 
【北嶋委員】 
 北嶋です。色々説明いただきましたけれども、この資料の中で、協議会での協議を下旬の方に○がつ

いているんですけど、どの辺までを事務局の方ではお考えになっておりますか？ 
【支所：加藤課長】 
 はい。私の方から、後程お話させていただきたいと思っておりますけれども、今、北嶋副会長の方か

らご質問ありましたので、お答えさせていただきます。 
 これからのスケジュールですけれども、石狩審議会が１１月３０日に開催される予定となってまして、

私どもとしては２６日ぐらい、皆さんのご都合を聞いて２回目の地域協議会を開催させていただいて、

そこで意見を取りまとめていただければなと思っておりますので、そのようにお願いしたいと思ってお

ります。 
【石橋会長】 
よろしいでしょうか。 

【北嶋委員】 
はい。 

【石橋会長】 
他にございませんか。 

【各委員】 
なし。 

【石橋会長】 
それではですね、「石狩市過疎地域自立促進市町村計画」につきましては、次回までに内容を確認し

ていただき、地域協議会で協議の上、検討して取りまとめたいと思っております。よろしいでしょうか。 
【各委員】 
はい。 
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【石橋会長】 
以上で「石狩市過疎地域自立促進市町村計画」の協議を終了したいと思います。 

その他 

それでは、事務局から、次回の開催日を決めたいということですので、宜しくお願いします。 
【支所：加藤課長】 
それでは、先程も北嶋副会長のご質問ありましたとおり、次回の開催日程のご提案をさせていただき

たいと思います。私どもいたしましては、次の審議会の予定もありますので、１０月２６日の１５時か

ら開催させていただきたいと思っております。内容につきましては、「石狩市過疎地域自立促進市町村

計画」についての協議を予定しているところでございます。 
また、本日ご了承いただきましたら、正式なご案内につきまして、後日文書を持ちまして送らせてい

ただきたいと思います。また、会議録につきましてですけれど、事務局の方で会議録を作成して、各委

員にご確認をしていただきましたら、会長の署名をいただいて整理をしていきたいと思っておりますの

で、宜しくお願いします。 
２６日で宜しいでしょうか。 

【岸本アイ委員】 
 すみません。２６日なんですが、２７日に婦人団体の集いというのをやるんですよ。それで２６日が

準備の日で、それが丁度午後３時なんですね。それでここにいる女性３人駄目なんですよ。そのままや

っていただいても仕方ないんですけれども。 
【支所：加藤課長】 
 これから個別に日程調整させていただきたいと思うんですけども、もし、２５日が都合よろしければ、

２５日ということも考えますが、その辺いかがでしょうか。多分全員揃うということは中々難しいと思

うんです。２５日か２６日にどちらかで決めさせていただきたいと思いますが、その辺ご承認いただけ

れば決定させてもらいたいと思うんですが。 
【岸本アイ委員】 
 ２６日午前中なら宜しいのですが。 
【支所：加藤課長】 
 午前中で宜しいでしょうか？ 
 先程、後藤委員からもご質問ありましたように、議会で議決されていることで、大して審議すること

もないのではないかということなんですけど、こちらの方からはそういう手法が良いかということと、

文章表現について、改めてご確認をするということなんですが。 
 ２６日午前中１０時ということで宜しいでしょうか。 
【木村委員】 
 ２５日の午後からが良ければそちらの方が良いんじゃないでしょうか？ 
【石橋会長】 
それでは２６日の午前中か、２５日の午後で決めたいと思いますが。 

【岸本アイ委員】 
 会長、２６日の１時からは如何でしょうか。 
【石橋会長】 
 それでは、案として２６日の１時からということで宜しいでしょうか？ 
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【各委員】 
はい。 
 

１０．閉   会 

【石橋会長】 
 それではですね、突然会長に指名されまして大変不慣れなものですから、それでも何とかまとまりま

したんで、以上をもちまして本会を終えたいと思います。どうもご苦労様でした。 
 
 
平成１７年１１月１７日議事録確定 
                                 石狩市浜益区地域協議会 
                                 会 長  石 橋 千 春  


