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平成２５年度第７回石狩市浜益区地域協議会議事録 

 

日 時：平成２５年１１月７日（木）１８：００～２０：３６ 

場 所：浜益支所庁議室 

資 料：会議次第 

    浜益５施設のＨ２５決算見込みについて（本庁保健福祉部） 

    平成２６年度地域自治区振興事業について 

 

         ＝会議次第＝ 

１．開 会 

２．市長あいさつ ※市長と懇談 

３．報 告 

  １）浜益５施設のＨ２５決算見込について（本庁保健福祉部） 

４．協 議 

  １）平成２６年度地域自治区振興事業について 

５．その他 

  １）議会報告会のご案内 

  ２）集落問題地域フォーラムのご案内 

  ３）市勢要覧の配布 

  ４）テツヤの石狩ライカーズ上映 

６．次回開催日程について 

７．閉 会 

 

出席者：２２人（委員１１名、職員１１名）傍聴人：０名 

    委    員          職            員 

 役 職  氏   名  出欠       所                 属  氏   名 

 会 長  芦澤  肇  ○  （本庁）石狩市長 田岡 克介 

 副会長  岸本 教範     （支所）支所長 渡邊 隆之 

 委 員  坂本 厚只   （支所）地域振興課長 佐々木政人 

 委 員  久慈 貞子    （支所）市民生活課長 尾崎  巧 

 委 員  木浪芙美子   ○ 

(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 

木村 新吾 

 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任 須田  恒 

 委 員  白井かの子   ○ （本庁）市長政策室長 小鷹 雅晴 

 委 員  岸本 紀子   ○ （本庁）保健福祉部長 沢田 茂明 

 委 員 大久保滿彦   ○ （本庁）保健福祉部地域包括支援課長 長谷川睦美 

 委 員 寺山 広司   ○ （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  赤間 聖司  ○    

 委 員  池田 元治   ○   

 委 員  德地 克実  ○   

委  員 羽立  裕子  ○   

    

    

１１１１    開開開開        会会会会 

【【【【佐々木課長佐々木課長佐々木課長佐々木課長】】】】    
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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２５年度第７回浜益区地域協議会を開催いたしますが、本日、田岡市長におかれまして

は公務ご多忙の中、浜益区地域協議会にご出席いただき有難うございます。本日、本庁より市長政策室

の小鷹室長、市民福祉部より沢田部長、長谷川課長、巴主査が出席しておりますので、ご紹介させて頂

きます。 

        

２２２２    市長挨拶市長挨拶市長挨拶市長挨拶    

【【【【佐々木課長佐々木課長佐々木課長佐々木課長】】】】    

田岡市長よりご挨拶を頂きまして、その後、委員との意見交換会を行いたいと思いますので、よろし

くお願い致します。 

【【【【田岡市長田岡市長田岡市長田岡市長】】】】    

合併してから、やや１０年を迎えようとするという状況であります。かつて私が役場に入った昭和４

０年代に札幌市が手稲と合併した時に、手稲の旧役場の人達と野球等いろいろな事で懇親が深かったの

ですが、集まると問題点が沢山あったのを記憶しておりました。そういう事は今の札幌市と手稲の間に、

ほとんどの住民が違う自治体だったという事が、分らないほど新しい住民がいる地域と違って、おそら

くこの地域においてはこれからもなお濃縮されて、その人間関係というのは一歩間違えると、孤立化を

したり、あるいは、ある面では特に親しいホットラインが出来上がるという様な事になりそうな感じが

しております。悲喜交々いろいろな形のケースが出てくると思いますが、私たちはどうあれ、少なくと

も私は任期にいる限りにおいて、合併の責任をという強い意志を基に、浜益地区を見させていただいて

おりますし、出来ることなら、ということで。 

ところが組織というものはなかなか市長の思う通りに行かないもので、こういう資料を浜益の皆さん

に見せたらいいのにと言うのに、なかなか見せたがらないというのは、そのハレーションが大きいとい

うのですか、例えば今までの約８年間、９年間の予算の配分なんかをみると、圧倒的に浜益が多いとい

うのは、少なくとも現職の皆さん達はみんな知っている事なのです。ところが、そういうデータを示す

事を非常に組織は怖がると言いますか、その事が逆に地域の人達が無関心であったり、あるいは、実際

に何が問題なのかという事をわかって頂けない、大きな問題だと思います。 

それから、私はこういう協議会は運命共同体なので、問題点を共有化するために懇切丁寧な情報開示

は絶対必要だと言っているのですけれど、例えば、今回の浜益の５施設、介護施設の問題などについて

は、全く我が市の方から説明が無かった、私は相当くどく、浜益のこの協議会に説明せよということを

言ったのですが、案の定、点と点の争いと言いますか、面と面の問題と言うより、非常に矮小化された

問題だけが出て、地域から大変多くのご批判を頂いて結果として、私は、いずれやってることが理解さ

れる手続きをしっかり踏むと、今回の提案というのは、むしろ浜益にとってどれほど大切なテーマであ

ったかという事がわかって頂けると。反対の署名を頂いたときに、私、実は早朝本会議を目の前にして

届いた陳情書を見て、こうもわかりあえないのか、という思いをしたと同時にやはり私たちがそれだけ

情報を提供していないという事に改めて、本当に痛恨の極みでありました。 

したがって、議会も、うちの職員も想定していない、職員の問題でなく私の問題と言う事で、直ちに

撤回して、その責任の取り方として給料を下げるという事で全面撤回をいたしました。しかし、それで

問題は何も解決していないのです。今日改めて、今日、担当部長を連れてきましたので、しっかり問題

の本質を聞いて頂きたいと思います。今日は資料をお配りしないとか、しっかりした内容を説明しない

という事は無いと思いますので、その問題を知らないことがお互いの理解に至らない点だと思います。 

例えば、温泉はこの地域にとってある意味プライドでもあると思うのです。温泉の施設と言うのは、

ところがその数字をみると、いかにこの地域の皆さんが使っていないかという事がわかります。それに

比べて温泉の管理コストが、もしかすると、浜益の全予算をそこに、赤字のために費やすような仕組み

になりかねない、あるいは、介護施設においてもそういう様な問題を含んでいるという事を、説明して

いないという事が一番の問題だと思っております。私が違う立場にいて職員を怒っているのではなく、

同じ立場にいて今反省を込めて言っております。是非、そういう意味ではこれから協議会が、運命共同

体と言いますか、前向きな提案をこれから創造していくという会に、そして、今と同じことを協議会の

出来上がった時に、ここでお話をさせてもらいました。 

一番の問題は、高齢化が進み、そして市の財源がどんどん先細って、１０年間経つと国は約束通り３

つの自治体にそれぞれ配っていた予算を、ひとつの町の予算にしますよという事をするプロセスにこう

入ってきている訳です。それを国は５年間延ばしました。執行猶予は５年間あるのですけれど、ひとつ

の町になるための予算の縮小というプロセスがいま歩みだしてきているのです。機会がありましたら内
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の財政の見通しとか、そういった話も今日は政策室長も一緒に来ているので、皆さんの忌憚のない意見

を聞かせてほしい。何がこの地域の問題かと、例えば漁業の問題で何度も漁業振興計画を作ると言った

ら、担当部署から上がってくるのは、そんなもの言ってもしょうがないから、計画が実に役所の中で作

られた計画で、次の日から机の中に眠るという計画が出来あがってくるのです。ところが、個人にあた

ると全く違う話が、沢山の問題をもっているというふうにして、そのギャップは何だろうというと、こ

の地域協議会を通しながら問題の共有化を図るという事が非常に必要でないかというふうに、強く思っ

ております。 

私の任期は後２年です。少なくとも４年の任期ですから、その任期の間にそういった風通しをしっか

り良くして創造的な協議会運営をしないと、被害者と加害者のような関係だけになると、地域にとって

は決して良い事が生まれないという思いを弛まなく持っておりますので、そういう協議会になってほし

いと思います。 

協議会は議会で答弁させていただいたように、私は少なくとも私が市長である限り、協議会をやめる

つもりは全くありません。地域の問題は、そこに住んでいる人達が問題意識と解決の方法を協働で考え

ていくという事が必要だと思っていますので、この厚田、浜益のケースをひとつのモデルにして、石狩

市全体に、今花川地区に説明会に入っております。石狩全体を厚田、浜益のほかにプラス７ブロックぐ

らいに分けて同じような地域経営、自治経営をするようにという仕組みの説明会に入っておりますが、

これは立ち上がるが難しい状況です。市役所は逃げるのかというところから始まるのです。石狩に自治

協議条例をもっているということの説明が始まるのですけれど、ここでは、既に約１０年近い歴史を持

っていますので、基本論はともかくとして、地域経営をしっかりやる創造的な協議会への前進を期待し

ているところであります。 

冒頭、挨拶にもならない話で申し訳ないですけれども、ざっくばらんな話を聞かせて頂ければという

ふうに思っております。寒い中、今日はどうもありがとうございました。 

【【【【佐々木課長佐々木課長佐々木課長佐々木課長】】】】    

それではこれより休憩とし、その間、市長との懇談会を始めたいと思います。 

 

 

 

― 休憩中 ― 

 

 

 

【【【【佐々木課長佐々木課長佐々木課長佐々木課長】】】】    

只今より、平成２５年度第７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

り一言ご挨拶をお願い致します。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

皆さん何かとお忙しい中、出席していただきまして有難うございます。 

先ほどの市長とのお話の中で、地域協議会の在り方ですとかいろいろと問題提起されたことが多々あ

ったかと思います。今日が実質、審議に入って行くのですけれども、皆さんがそれぞれ考えておられる

ことを、わからないままで会議を終わるのではなくして、わからないことは積極的に事務局の方に聞く

なり、本庁職員に聞くなりして最終的に協議会としての決定をしていったら良いかなと言うふうに感じ

ます。 

市長も自治区１０年の後残り２年間を市長として、浜益のために力添えをしたいという事が感じまし

たので、地域協議会としてそれに応えられるように進めていければと思いますので、よろしくお願い致

します。 

【【【【佐々木課長佐々木課長佐々木課長佐々木課長】】】】    

それでは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    

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤会長会長会長会長】】】】    

 はじめに事務局からの報告１浜益５施設のＨ２５決算見込について、報告願います。 

【【【【沢田部長沢田部長沢田部長沢田部長】】】】    

 保健福祉部では浜益５施設の管理運営を所管しておりまして、今まで情報を共有できなかった、情
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報を流していなかったという部分では反省をしております。今日は現在の浜益５施設、特養、温泉と

いろいろとあるのですけれども、その運営状況を皆さん方にご報告をしておきたいと思いますのでよ

ろしくお願い致します。では担当の方から説明をさせてもらいます。 

【【【【巴主査巴主査巴主査巴主査】】】】    

 私の方から、資料：浜益５施設のＨ２５決算見込みについて、資料に基づき説明させて頂きます。 

 

資料：浜益５施設のＨ２５決算見込みについて（説明） 

 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

 只今、浜益５施設のＨ２５決算見込みについて、報告がありました。いろいろと内容を見ますと委

託料等、最終的に市の負担がかなり増えてきているということがございますので、ご質問等、忌憚な

く出して頂きたいと思います。 

【【【【赤間委員赤間委員赤間委員赤間委員】】】】    

特養の歳入の関係なのですけれども、当初と決算見込みで約１，５００万円違っています、この歳

入減の大きな要因はどの様なことなのでしょう。 

【【【【巴主査巴主査巴主査巴主査】】】】    

 様々な要因はあるのですけれども、一番大きなところでは、ショートステイの稼働率です。ショー

トステイを月に２０日、３０日使っていた方が今まで居ましたが、特養に入ったという関係からショ

ートステイのベットが開いているというのが、一番大きなところです。ショートステイで要介護５程

度の人では１日当たりに入ってくる収入が１万４千円ぐらいあります。介護報酬から自己負担額、食

費負担含めて１万４千円ぐらい、その方が例えば月に２０日使ったとしたら、２８万円ぐらい入って

きます。２８万円で２人ということになると、５６万円、１年間にしますと６百万とか７百万という

数字が出てくると、これが１番大きなところです。 

 特養の入所施設に行きますと、ここ何年か要介護度が若干下がってきている、要介護度が下がると

いうことは介護報酬も自己負担額も減るという部分なので、この部分での収入減、この２つが大きな

ところです。 

【【【【赤間委員赤間委員赤間委員赤間委員】】】】    

はい、わかりました。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

 他にございませんか。 

【【【【赤間委員赤間委員赤間委員赤間委員】】】】    

質問ではないのですが、浜益５施設の状況をみると８千万円からの一般財源、担当として大変苦慮

しているのが良く分かります。こういう数字を良い方法で区民に知らせることも必要ではないか、と

いう感じがするのですけれど。こういう施設が無いという様な要望が上がるのだけれども、このよう

な現状も知ってもらうことも必要ではないでしょうか。地域協議会だよりに載せるとか、情報提供と

いう形の中で必要と思います。 

【【【【巴主査巴主査巴主査巴主査】】】】    

おっしゃる通りだと思います。やはり情報とか事業の事情、これは一般の決算を広報で見せたから

区民だけでなく他の皆さんも分かるかと言えば、なかなか分からないのです。我々は、役所にいるか

らわかるだけであって、例えば、引退して見たら分からないと思います。そういう意味では今回、何

らかの形で皆さん方にお伝えして、出来れば地域協議会の方々を介して、皆さん方にお知らせ頂けれ

ば、これは良い意味、悪い意味、両方入っているのです。今後の浜益というところをどういうふうに

してやったらいいかというのは、先ほど市長が話したというのはその辺だと思います。 

もともと、この地域の人口に合った施設ということでは、いろいろなタイプの施設を小さく作って

行かないと、大きく作っても空き室が出来るという事情がありますから、小さく作って行かなければ

ならない事情もわかります。ただ、小さく作った時に間違いなく赤字が出る、将来にわたってどの位

くらい赤字が出て、将来また老朽化したらどの位の修繕費がかかるかという部分も、考慮して頂けれ

ば良かったと思っております。 

最初はこれほどの赤字ではなったのですが、最近、特に今年がピークで８千２百万円の赤字、これ
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が来年度以降続くと、さらに修繕が掛かってくるとなると、億単位のお金が毎年浜益の方に投下され

て、それが良い意味での例えば経済の活性化とか、いろいろな意味で別の生産性を生むことであれば

良いのですけれど、目立った活性化の効果は、このままでいくと無いので、今回皆さん方に遅ればせ

ながらですが、事情などもお知らせしながら、今後どうして行ったら良いか一緒に考えさせていただ

きたい。 

以前、温泉活性化の関係でやったのは、実は介護施設はいろいろな仕組みが難しく、この活性化を

どうして行ったら良いかという部分のきっかけとして、温泉の場合は純然たる営業して、収入を得て

それで黒か赤かというパターンなので、ここで皆さん方と話し合える、考え合える関係作りが出来た

らなということで今後やって行くのですけれど、この温泉と並行してでも良いのですけれど、浜益の

福祉施設もどうして行ったら良いかというのも、加えて話し合いが出来たらと思っています。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

沢田部長、今、赤間委員から結局この赤字の状況を、区民に知らせるなにか方法が無いかとのこと

なのですけれども、これが区民ばかりでなく市民がわかったらいろいろな反響が出てきます。 

【【【【沢田部長沢田部長沢田部長沢田部長】】】】    

今回遅ればせながら事情をお知らせし、今後どうして行ったら良いか、一緒に考えさせて頂きたい

と思います。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

他にございませんか。 

【【【【委員多数委員多数委員多数委員多数】】】】    

なし。 

 

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】】】】    

次に協議事項１の平成２６年度地域自治区振興事業について、事務局より説明願います。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

平成２６年度皆地域自治区振興事業について、資料に基づき説明したいと思います。 

 

資料：平成２６年度地域自治区振興事業について 

（区民カレンダー製作事業・カフェ・ガル運営事業）（説明） 

 

【【【【木村主査木村主査木村主査木村主査】】】】    

平成２６年度皆地域自治区振興事業について、資料に基づき説明したいと思います。 

 

資料：平成２６年度地域自治区振興事業について 

（林道ウォーク実施事業・浜益区水産物普及推進事業）（説明） 

 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

只今、事務局より平成２６年度地域自治区振興事業について、説明がございました。 

１から３までは昨年の１１月に開催いたしました地域協議会において、平成２６年度の継続事業と

して取り組んでいくということの承認を頂いております。このことから平成２６年度も引き続き予算

要求を行って頂きたいと思います。 

４の浜益区水産物普及推進事業につきましては、新規事業ということもありまして、疑問な点わか

らない点等あろうかと思いますので、お聞きしたいことがありましたら、ご発言頂きたいと思います。 

【【【【赤間委員赤間委員赤間委員赤間委員】】】】    

カフェ・ガルについては、振興基金を赤字部分に当てているが、平成２８年度以降振興基金がゼロ

になった場合、どういう方向で進んで行くのか話し合いはされているのですか。 

【【【【佐々木課長佐々木課長佐々木課長佐々木課長】】】】    

３年経過して、現在２期目の継続事業で取り組んでいるのですが、いま赤間委員からのご指摘のと

おり、厳しい経営状況が続いているというは、見てのとおりです。 

従いまして、私どもは昨年度から部会を作って地域おこし協力隊導入に向けて、平成２６年度４月
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を目途に地域おこし協力隊を２名程度、導入したいという考えでいます。 

ガルのメンバーの方々は高齢化も進んでおりますし、後継という意味も含めましてカフェ・ガルを

中心として働いていただいたり、または地域の情報発信等にご尽力いただき、浜益区に来て頂いて、

そういう仕事をして頂きたいという様な思いがありまして、地域おこし協力隊の導入を今２名考えて

おります。１２月に募集に係る経費の補正予算も議会に上程する予定でございます。新年度につきま

しては厚田、浜益それぞれ２名を導入する予定でおります。 

平成２５年から３カ年は、基金を投入した中で、平成２７年以降は、期間の延長、売上を延ばせる

メニューの開発など検討、また、ガルを活用し自立した運営体制になっていただきたいと考えている。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

新規の委員については初めての説明で、理解に苦しんでいる点もあろうかと思うのですけれども、

何かございませんか。 

【【【【羽立委員羽立委員羽立委員羽立委員】】】】    

カフェ・ガルの問題につきましては、ボランティア活動の面もあり、手が足りないというのが現状

です。田中さんが中心となって頑張っていらっしゃるというのはよく聞いていますので、やはり負担

も多いのではないかなという感じです。 

ただ期間につきましても、例えば５月の連休とか繁盛できるような時はまだお店を閉めている状態

ですので、その辺の問題を解決しながら、売り上げの方とか浜益にガルがあるという知名度もアップ

して頂ければと思います。 

【【【【佐々木課長佐々木課長佐々木課長佐々木課長】】】】    

今、羽立委員からもご指摘がありましたけれども、ゴールデンウイークに開店していない理由とし

て朝市の時期との関係でスタッフの確保が難しい状況です。 

人材を確保する意味からも「地域おこし協力隊」を２名導入し、頑張っていただきたいと考えてい

ます。    

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

その他ございませんか、平成２６年度から取り組む漁協青年部の新しい事業、これについて何かご

ざいませんか。    

 私の方から、これは振興基金を使わないで、市の事業での対応は可能ですか。 

【【【【佐々木課長佐々木課長佐々木課長佐々木課長】】】】    

１０月１０日に浜益支所・企画課・水産担当・観光・財政との協議を行い、様々な補助金について

検討しましたが、該当する補助金がないことや、時期的な制約や補助率の関係もあり、基金を活用し

ての事業展開を検討していくこととなりました。    

【【【【安保委員安保委員安保委員安保委員】】】】    

この朝市は、厚田みたいに１年通して出来ないのでしょうか。    

【【【【佐々木課長佐々木課長佐々木課長佐々木課長】】】】    

６月には、ナマコ漁、ウニ漁の時期に係るため、難しいです。また人の確保や経費の面、さらに、既

に地域に個人の直売所があるなど、難しいところがあります。 

今回は、「とれのさと」「浜益温泉」でのイベントも行い、リニューアルをする計画です。    

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

徳地委員、現状はどうでしょうか。    

【【【【徳地委員徳地委員徳地委員徳地委員】】】】    

現在行っている場所で毎日やろうとすると保健所の許可が下りないのです。保健所の許可を取るに

は新たな店舗や施設をつくる必要が出てきて、すぐには出来ず、先ほど佐々木課長が説明していただ

いた問題もあるので、イベントの許可で行っているのが現状です。    

【【【【安保委員安保委員安保委員安保委員】】】】    

今すぐ出来ることではないのは確かですけれど、商工会で商品開発のプロジェクトで動いているの

ですけれど、そこでのアンケートでは浜益の朝市を続けてほしいとの回答が非常に多い結果でした。

 何か良い方法が無いのでしょうか。    

【【【【佐々木課長佐々木課長佐々木課長佐々木課長】】】】    

この朝市は毎週日曜日にしか行っていなくても、３，０００人から６，０００人が来ていただいてい
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ますので、魅力のある事業です。 

【【【【安保委員安保委員安保委員安保委員】】】】    

お客さんからも「ずっとやっているといいのにね」というお話が聞こえています。 

【【【【尾崎尾崎尾崎尾崎課長課長課長課長】】】】    

厚田から浜益まで足を運ばせる部分で、特色を出さなければということで焼き台になったというこ

とで、石狩もあって厚田もあって、厚田くらいだったら商売を行っている人が買い付けに来るのです。

 その人達が浜益まで来るかというと、３０分の距離がネックになっているのです。 

【【【【羽立委員羽立委員羽立委員羽立委員】】】】    

実際に朝市に参加している漁師さん達から、朝市に出すものを確保するのが大変だということ聴い

ております。このことを参考にしてください。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

他にございませんか。 

【【【【委員多数委員多数委員多数委員多数】】】】    

なし。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

他に意見が無いようですので、この４事業について平成２６年度予算に、要求することにご異議ご

ざいませんか。 

【【【【委員多数委員多数委員多数委員多数】】】】    

異議なし。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

異議なしということで、只今説明がありました４事業について浜益区地域自治区振興事業として確

認されましたので、平成２６年度の予算要求をお願い致します。 

 

５５５５    そそそそ    のののの    他他他他    

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤会長会長会長会長】】】】    

次にその他という事で、事務局から報告願います。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

会議次第に書かれているとおり４点ご紹介させて頂きます。 

 

１）議会報告会のご案内 

２）集落問題地域フォーラムのご案内 

３）市勢要覧の配布 

 ４）テツヤの石狩ライカーズ上映（次回紹介） 

    浜益区の紹介 －番組放映― 

    

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】】】】    

次回開催日程について事務局から提案願います。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

次回、１２月１７日火曜日と考えておりますが、いかがでしょうか。 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤会長会長会長会長】】】】    

次回開催は１２月１７日火曜日午後４時からといたします。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。 

 

５５５５    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、第７回浜益区地域協議会を閉会いたします。ご苦労様でした。 
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平成２５年１２月２４日議事録確定 

 

                                石狩市浜益区地域協議会 

  

                                会 長  芦 澤   肇 


