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平成２６年度第１回石狩市浜益区地域協議会議事録 

 

日 時：平成２６年４月２２日（火）１８：３０～１９：５１ 

場 所：浜益支所庁議室 

資 料：会議次第 

    浜益温泉活性化検討会経過報告について    資料１ 

 平成２５年度地域自治区振興事業実績について 資料２ 

 今後の地域自治区振興事業について（訂正）  資料３ 

 人口構造統計（浜益区）Ｈ26.4.1現在     資料４ 

     

                ＝会議次第＝ 

１．開 会 

２．会長あいさつ 

３．報 告 

  １）平成２６年度浜益支所体制について 

  ２）浜益温泉活性化検討会経過報告について 

  ３）平成２５年度自治区振興事業実績について 

４．協 議 

  １）今後の地域自治区振興事業について 

５．その他 

  １）人口構造統計（浜益区）Ｈ26.4.1 現在 

  ２）えりすいしかりネットテレビ「川下八幡神社神楽」放映 

（企画：いしかり伝統文化実行委員会） 

６．次回開催日程について 

７．閉 会 

 

出席者：２０人（委員９名、職員１２名）傍聴人：１名 

    委    員          職            員 

 役 職  氏   名  出欠       所                 属  氏   名 

 会 長  芦澤  肇  ○ （支所）支所長 佐々木政人 

 副会長  岸本 教範    （支所）地域振興課長兼都市整備課浜益支所担当課長 木村 新吾 

 委 員  坂本 厚只 ○ (支所）市民福祉担当課長併任浜益生涯学習課長 開発 克久 

 委 員  久慈 貞子   ○ 

 (支所）保健福祉担当課長兼はまます保育園長 

    兼浜益国保診療所庶務課長 

若狭 康晴 

 委 員  木浪芙美子    (支所）地域振興課主幹 羽立 欣一 

 委 員  渡邉 千秋   ○ (支所）地域振興課地域振興担当主査 袴田  実 

 委 員  安保美佐子    (支所）地域振興課地域振興担当主査兼産業振興担当主査 藤巻 誠一 

 委 員  白井かの子   ○ (支所）地域振興課地域振興担当主任兼産業振興担当主任 須田  恒 

 委 員  岸本 紀子    （本庁）企画経済部企画課長 高野 省輝 

 委 員 大久保滿彦   ○ （本庁）企画経済部企画課主幹 上窪 健一 

 委 員 寺山 広司    （本庁）保健福祉部地域包括支援課長 長谷川睦美 

 委 員  赤間 聖司  ○ （本庁）保健福祉部地域包括支援課包括支援担当主査 巴  嘉之 

 委 員  池田 元治   ○   

 委 員  德地 克実  ○   

委  員 羽立  裕子     
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１１１１    開開開開        会会会会 

【【【【木村木村木村木村課長課長課長課長】】】】    

皆様、本日はお忙しい中お集まり頂き有難うございます。 

只今より平成２６年度第１回浜益区地域協議会を開催いたします。開会にあたりまして芦澤会長より

ご挨拶をお願い致します。 

    

２２２２    会長会長会長会長あいさつあいさつあいさつあいさつ    

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

雪解けと共に水稲のモミ撒き、朝市が始まり、寒かった冬から解放され、委員には何かとお忙しい中、 

ご出席を頂きまして有難うございます。 

長い間、地域協議会で検討して参りました浜益区の地域おこし協力隊が、この度市の嘱託職員とし 

て採用され、いよいよ活動されることと相成りました。ぜひ浜益に定住していただくために、各委員の

ご協力と合わせて、委員所属の各団体等へのご支援、ご協力につきましても、機会を見まして働きかけ

て頂ければと思いますのでよろしくお願いします。 

先般、瀧隊員ご夫妻は住宅を見ながら浜益に来ております。雪がほとんど降らない静岡から、雪国の

北海道へという事で、冬期間の心配が多少あるようですが、浜益を好きになっていただいて活動してく

れることを、皆さんで期待したいと思います。 

本日は協議事項として、今後の地域振興事業という事で、前回の協議会では皆さんから沢山出されま

したアイデアの中から大きく４点に絞り込みました、それぞれ検討課題が多いと思いますが、その課題

をクリアするために皆で知恵を出し合い、ざっくばらんに意見交換をいたしまして良い結果を導き出す

ために、大いに議論していきたいと思いますのでよろしくお願い致しまして、挨拶といたします。 

【【【【木村木村木村木村課長課長課長課長】】】】    

これより議事進行について、会長に議長をお願い致します。 

 

３３３３    報報報報        告告告告    

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

はじめに報告事項として、１）平成２６年度浜益支所体制について、事務局からご報告お願い致し

ます。    

【【【【佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長】】】】    

平成２６年４月１日付け人事異動と浜益支所職員体制についてご報告させて頂きます。 

辻主査の退職に伴いまして、浜益支所市民福祉課介護保険支援担当として発令されました深澤麻衣

主任、新人採用となります。 

【【【【深澤深澤深澤深澤主任主任主任主任】】】】    

深澤麻衣です。よろしくお願いします。 

【【【【佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長】】】】    

市民生活課長併任浜益生涯学習課長でありました尾崎課長が、本庁の農業委員会事務局次長という

事で移動になっております。尾崎課長の入れ替わりで本庁から債権回収対策担当参事の開発課長が４

月１日に着任されております。 

【【【【開発課長開発課長開発課長開発課長】】】】    

尾崎の後任の開発と申します。よろしくお願いします。 

【【【【佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長】】】】    

総務部総務課主査、札幌市派遣からしばらくぶりに戻って参りました、浜益支所地域振興課地域振

興担当主査兼産業振興担当主査と発令になっております藤巻主査。 

【【【【藤巻主査藤巻主査藤巻主査藤巻主査】】】】    

藤巻です。４年間札幌市にいましたけれども、無事浜益に戻ってくることが出来ました。今後、皆

さんと一緒にこの地域のため、いろいろと意見を出し合いながら良い地域にしていきたいと思ってお

りますので、よろしくお願い致します。 

【【【【佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長】】】】    

続きまして内部の移動ですけれども、私が地域振興課長兼都市整備課浜益支所担当課長から浜益支

所長という事に拝命されましたのでよろしくお願い致します。 

地域振興課若狭主任主査が、市民福祉課保健福祉担当課長兼浜益保育園長兼国民健康保険診療所庶
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務課長へ昇格しております。 

【【【【若狭課長若狭課長若狭課長若狭課長】】】】    

若狭です。よろしくお願いします。 

【【【【佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長】】】】    

地域振興課産業振興担当主査の羽立主査が、地域振興課主幹へ昇格してございます。 

【【【【羽立主幹羽立主幹羽立主幹羽立主幹】】】】    

羽立です。今後ともよろしくお願いします。 

【【【【佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長】】】】    

市民生活課介護保険支援担当の小島主任保健師が、市民福祉課主査へ昇格しております。 

【【【【小島主査小島主査小島主査小島主査】】】】    

小島です。４月から辻の後任として、浜益地域包括支援センターの方でケアマネージャーとして仕

事をしております。どうぞよろしくお願いします。 

【【【【佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長】】】】    

市民生活課保健福祉担当課長兼浜益保育園長兼浜益国民健康保険診療所庶務課長の木村課長が、地

域振興課長兼都市整備課浜益支所担当課長へ移動してございます。 

【【【【木村課長木村課長木村課長木村課長】】】】    

木村です。よろしくお願いします。 

【【【【佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長】】】】    

地域振興課産業担当主査の木村主査が、浜益生涯学習課主査併任市民福祉課主査へ移動しておりま

す。 

同じく、市民生活課主査の植村主査が、地域振興課管理担当主査へ、浜益生涯学習課主査の寺山主

査が、市民福祉課主査へ移動になっています。 

企画経済部農林水産課林業水産担当から浜益支所市民福祉課主査へ発令となりました、船橋主査で

す。 

【【【【船橋主査船橋主査船橋主査船橋主査】】】】    

船橋です。２年振りに厚田の方から、浜益支所の市民福祉課の方に戻って参りました。皆さん、こ

れからよろしくお願い致します。 

【【【【佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長】】】】    

浜益生涯学習課の菊池主任が、市民福祉課の併任発令となってございます。 

支所全体で診療所、保育園すべて合わせますと、職員数３４名、再任用職員、臨時職員１４名、こ

の体制でこの１年間業務に当たって参りますので、皆さんよろしくお願い致します。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

只今、事務局から報告ありました件についてご質問等ございましたらお受けいたします。何かござ

いませんか。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

それでは無いようでございますので、次に報告事項２）浜益温泉活性化検討会経過報告について、

事務局からご報告お願い致します。 

【【【【長谷川課長長谷川課長長谷川課長長谷川課長】】】】    

今年も浜益の５施設に関する担当部署となっておりますので、皆様には情報をお伝えするとか、温

泉部会も一緒に話し合いをしておりますので、こうやって顔を出させて頂いて、皆さんにご報告なり、

ご意見を頂くなりという事で行きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

これから温泉部会に関してのすべてをこれから報告させて頂きますが、全部で６回開催しておりま

して中間報告という形で巴の方から説明させて頂きますので、よろしくお願いします。 

【【【【巴巴巴巴主査主査主査主査】】】】    

２）浜益温泉活性化検討会経過報告について、資料に基づき報告させて頂きます。 

    

                資料１    浜益温泉活性化検討会経過報告について（説明） 

 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

只今、事務局から報告ありました件についてご質問等ございましたらお受けいたします。何かござ
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いませんか。 

【【【【赤間赤間赤間赤間委員委員委員委員】】】】    

今回までで６回の検討会を開いている訳ですが、あと何回で最終的な結論を出すつもりですか。昨

年の１１月に第１回目の検討会が開かれていますから、年内で結論を出していく予定ですか。 

【【【【長谷川課長長谷川課長長谷川課長長谷川課長】】】】    

部会の方からもこれはいつまでやるのだろうとか、この後どうなるのだろうという話は出ていて、

「温泉友の会」の設置に向けて意見が出ているのですけれども、その見通しをつけて一旦、温泉部会

というのを終了という形にして、その後実際に皆さんに出して頂いた意見を実施して、効果がどうだ

ったのか、もっと意見交換をした方が良いのでは、という様な次の見通しを付けた中で今年度中に整

理はしたいと思っております。 

今回の地域協議会でのご意見と合わせて、部会の方々と支所と話を詰めたいと思っております。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

よろしいでしょうか。 

【【【【赤間委員赤間委員赤間委員赤間委員】】】】    

はい。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

ほかにありませんか。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

それでは無いようでございますので、次に報告事項３）平成２５年度地域自治区振興事業実績につ

いて、事務局からご報告お願い致します。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

３）平成２５年度地域自治区振興事業実績について、資料に基づき報告させて頂きます。 

    

                資料２    平成２５年度地域自治区振興事業実績について （説明） 

 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

只今、事務局から報告ありました件についてご質問等ございましたらお受けいたします。何かござ

いませんか。 

 

４４４４    協協協協        議議議議    

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

無いようですので、次に協議１）今後の地域自治区振興事業について、事務局より説明をお願い致

します。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

１）今後の自治区振興事業について、資料に基づき説明させて頂きます。 

 

資料３ 今後の自治区振興事業について（訂正） （説明） 

 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤会長会長会長会長】】】】    

只今、今後の地域自治区振興事業について説明がありましたけれども、現状、課題、解決策という

事で、いろいろと検討すべき事が多いように見受けられます。質問を受けたいと思いますけれども、

何かございますか。 

【【【【赤間委員赤間委員赤間委員赤間委員】】】】    

事務局に確認したいのですが、基本的に４本の事業が上がっているのだけれども、今年度２６年度

にある程度詰めて、２７年度の予算化を前提にしているものなのか、あるいはこの中の１本だけ決定

して今年度中に１本、十分に議論した中で決めていくものなのか。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

基本的には４本、大きく分けて道の駅をひと括りにして３本なのですけれども、すべて出来れば１

番いいと思いますが、ここに書かれている通り、課題、解決策でかなりの難問もありますので、出来

るところから絞っていった方が、やり易いのかなという感じはしています。 
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【【【【赤間委員赤間委員赤間委員赤間委員】】】】    

私もそういう考え方で進めた方が良いと思うのですけれど、いま地域自治区が来年の９月いっぱい

で終わりですね、それに向けて、この４本の内１本でもハード・ソフトを含めて、予算化して進めて

いくという考え方でこれから進めていくものか、これから地域自治区が延長になるかというのは確定

化していませんし、振興基金が使えなくても何らかの形で２８年度以降に引っ張っていくのか、少し

不安もあるものですから。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

例をあげると、「黒毛和牛レトルトプロジェクト」については、温泉活性化検討会でも話が出てお

りまして、これから５月に来られる地域おこし協力隊の方々も、いろいろな検討会に入って頂いて、

そういう方の意見も聞きながら進めていくという事になりますけれども、２７年度の予算に結びつけ

ると１番良いと考えています。ですが先を急がず２８、２９年度とじっくり構えるのも一つの方法か

なと思いますが、回を重ねて形の見えるものになればと考えております。 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤会長会長会長会長】】】】    

例えば、道の駅だとか道の駅的なという事になれば、国費投入出来るのですね。その計画に載ると

いう事になれば時間はかかります。 

時期を考える事も大事なのですが、中身の方寧ろ大事と思います。いま赤間委員がおっしゃった通

り、来年で１０年間の自治区が終わりという事で、その先の事は今の時点では何とも言えない事だか

ら、実施可能なものを具体化できるどうかに絞り込んでいった方が良いのではないでしょうか。 

【【【【赤間委員赤間委員赤間委員赤間委員】】】】    

今、会長から道の駅の話が出ましたけれど、認定には国が指定する一定の条件があるはず、今現在、

札幌～小平（花田番屋）まで「道の駅」が無くて、途中１ヶ所あると最適ですけれど、我々委員もそ

の認定条件を把握した中で議論していくと良いと思います。 

昔は、駐車場の一角は国が、開発が整備してトイレ、物産館は地元市町村が整備するとなっていた

と思いますが、いまは変わっているのでしょうか。 

【【【【佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長】】】】    

大幅に変更となっていないと思いますが、見直しはされているかと思います。ただ、要件をクリア

していくとなるとハードルは高いと思います。 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤会長会長会長会長】】】】    

最近設置された「道の駅」の経過、検討した資料があれば、委員の議論もスムーズに出来ると思い

ます。 

【【【【木村課長木村課長木村課長木村課長】】】】    

次回協議会まで間に合うかどうか分かりませんが、準備したいと思います。 

今回は資料を持ち帰っていただいて、次回協議会で再度検討していただくという事でよろしいかと

思います。 

【【【【赤間委員赤間委員赤間委員赤間委員】】】】    

私も含めてこの４本を次回の協議会で、１本か２本に絞り込んでいけるよう進めるのがよろしいか

と思います。 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤会長会長会長会長】】】】    

その他に、何かご意見ございませんか。 

事務局に提案なのですけれど、前回協議会行ったようにＡ・Ｂ班に分かれて議論した方が、活発な

意見が出ると思いますがどうでしょう。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

発言しやすいのであれば。 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤会長会長会長会長】】】】    

皆さんどうでしょうか。 

【【【【久慈委員久慈委員久慈委員久慈委員】】】】    

その方が良いと思います。意見がまとまり易い気がします。 

【【【【白井委員白井委員白井委員白井委員】】】】    

そうやって部会で意見を言うのもいいのですけれど、その意見の素となる法律的な根拠から我々委

員は理解していないので、最低限、今日の協議会報告と一緒に送って下されば、委員としても次回ま
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でに意見を考える基盤になるので、お手数でもよろしくお願いします。 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤会長会長会長会長】】】】    

事務局、よろしいでしょうか。 

【【【【木村課長木村課長木村課長木村課長】】】】    

はい。 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤会長会長会長会長】】】】    

その他、ございませんか。 

次回協議会では、Ａ・Ｂグループ分れて議論し、進めていくような形でよろしいでしょうか。 

【【【【委員多数委員多数委員多数委員多数】】】】    

はい。 

    

５５５５    そのそのそのその他他他他    

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤会長会長会長会長】】】】    

次にその他、１）人口構造統計（浜益区）Ｈ26.4.1現在について、事務局から説明お願いします。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

１）人口構造統計（浜益区）Ｈ26.4.1現在について、資料に基づき説明させて頂きます。 

 

資料４ 人口構造統計（浜益区）Ｈ26.4.1現在 （説明） 

 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤会長会長会長会長】】】】    

只今、人口構造統計（浜益区）Ｈ26.4.1現在について説明がありましたけれども、質問を受けたい

と思いますけれども、何かございますか。 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤会長会長会長会長】】】】    

無いようですので次に２）えりすいしかりネットテレビ「八幡神社神楽」を放映したいと思います。

よろしくお願いします。 

    

                － えりすいしかりネットテレビ「川下八幡神社神楽」（放映） － 

（企画：いしかり伝統文化実行委員会） 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤会長会長会長会長】】】】    

その他で他に何かございましたら、ご発言お願いします。 

【【【【坂本委員坂本委員坂本委員坂本委員】】】】    

質問なのですが、地域振興基金の現在額はどのくらいなのかと、その残額を農業団体の申請が許可

された場合に全額を運用することは可能でしょうか。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

    ２５年度末の累計額で４６，７５８，２５５円、残額は５３，２４１，７４５円です。 

基本的にはハード事業・ソフト事業ともに初年度が補助対象経費の３/４以内、それ以降は補助対象

経費の１/２以内の補助率です。 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤会長会長会長会長】】】】    

よろしいでしょうか。 

【【【【坂本委員坂本委員坂本委員坂本委員】】】】    

はい。 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤会長会長会長会長】】】】    

他にございませんか。 

    

６６６６    次回開催日程次回開催日程次回開催日程次回開催日程についてについてについてについて    

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤会長会長会長会長】】】】    

無いようですので、次回開催日程について事務局から提案願います。 

【【【【木村課長木村課長木村課長木村課長】】】】    

次期開催につきましては、５月２２日木曜日午後６時３０分からとしたいと思います。いかがでし

ょうか。 
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【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤会長会長会長会長】】】】    

只今、事務局から提案ありましたとおり、次回開催は５月２２日木曜日午後６時３０分からといた

します。よろしいでしょうか。 

【【【【出席委員全員出席委員全員出席委員全員出席委員全員】】】】    

はい。 

 

７７７７    閉閉閉閉            会会会会    

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤会長会長会長会長】】】】 

 以上をもちまして平成２６年度第１回浜益区地域協議会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

平成２６年５月２２日議事録確定 

 

                                石狩市浜益区地域協議会 

  

                                会 長  芦 澤   肇 


