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平成２７年度第１回石狩市浜益区地域協議会議事録 

 

日 時：平成２７年４月２１日（火）１８：３０～１９：３８ 

場 所：浜益支所庁議室 

資 料：会議次第 

    平成２６年度地域自治区振興事業実績について       資料１ 

 浜益区の新公共交通（デマンド交通）導入計画について   資料２ 

  

                ＝会議次第＝ 

１．開 会 

２．会長あいさつ 

３．報告事項 

  １）平成２７年度浜益支所職員体制について 

  ２）平成２６年度地域自治区振興事業実績について 

４．協議事項 

  １）浜益区の公共交通について 

５．その他 

   ６．次回開催日程について 

７．閉 会 

 

出席者：２１人（委員９名、職員１２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  ○ (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）地域振興課主幹 羽立 欣一 

 委 員  木浪芙美子   ○ (支所）市民福祉担当課市民生活担当主査 寺山 和孝 

 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 本間 孝之 

 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）環境市民部広聴・市民生活課長 田村奈緒美 

 委 員  赤間 聖司  ○ (本庁）環境市民部広聴・市民生活課主幹 吉田 雅人 

 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 

【【【【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２７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。 
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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】】】】    

皆様にはなにかとお忙しい時期を迎えまして、ご出席いただきありがとうございます。 

今年は雪解けが早く進みまして、農業漁業を初めとして、区内におきましては順調な動き出しになっ 

ているように感じております。先日１９日の日曜日は春一番で浜益漁港での朝市が開催されまして、寒

い日ではありましたが、大勢の人が訪れて魚介類を買い求めたり、その場で味わったりして楽しく海の

幸を堪能して、交流していた様子がとても印象的でございました。またその様子が日曜日の限定激安浜

の朝市として長くテレビ中継されまして、漁協青年部の朝市ＰＲで今年のこの１年間、浜益に訪れる人

がますます増加すると思いながら見ておりました。シーズンを通して大いに賑わってくれますよう願っ

ております。 

本日は２件の報告事項と浜益区の公共交通についての協議事項１件でございます。皆さんの忌憚の無

いご協議につきましてよろしくお願いいたしまして、挨拶に代えさせていただきます。大変ご苦労様で

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    事事事事    項項項項    

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤会長会長会長会長】】】】    

はじめに報告事項１）平成２７年度浜益支所体制について、説明願います。 

【【【【佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長】】】】    

私から、平成２７年４月１日付けの人事異動と浜益支所の職員体制について、報告をさせていただき

ます。 

まず、支所都市整備課の佐藤主査が定年退職されました。しかし引き続き再任用として勤務いたしま

す。次に管理担当の植村主査が、厚田支所内にあります企画経済部林務水産担当へ移動となりました。 

また浜益診療所の佐藤主査が本庁の議会事務局へ移動いたしました。植村主査の後任には、本庁舎から

村上弘晃主査が。 

【【【【村上主査村上主査村上主査村上主査】】】】    

本庁舎の市民課から来ました村上と申します。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】】】】    

診療所の佐藤主査の後任には、市民生活担当の船橋主査が移動しております。船橋主査の後任には本

庁舎から小貫陽子主任が着任しております。 

【【【【小貫主任小貫主任小貫主任小貫主任】】】】    

障がい支援課というところから移動してまいりました小貫と申します。どうぞよろしくお願いいたし

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】】】】    

支所全体で診療所、保育園すべて合わせますと、正職員数３３名、再任用、臨時、非常勤職員１９名

体制でこの１年間業務に当たってまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

只今、平成２７年度浜益支所体制についての説明がありましたが、何かございますか。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

無いようですので、次に報告事項２）平成２６年度地域自治区振興事業実績について、説明願います。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

２）平成２６年度地域自治区振興事業実績について、資料に基づき説明いたします。 

 

  資料１ 平成２６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、平成２６年度地域自治区振興事業実績について、説明がありましたが、質疑、ご意見等を受

けたいと思います。何かございませんでしょうか。 

【【【【寺山寺山寺山寺山委員委員委員委員】】】】    

協議する場ではないのかもしれませんが、カフェ・ガルの件ですが、今後このままの状態で進むの
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かわからない部分があるのですけれども、地域おこし協力隊の方々もいますし、方向付けというのを

１年間掛けてやるような、どういう方向で行くのかというのをやっていただきという風に思っている

のと、必要なもの、設備費とかこういうところを直して欲しいとか、そういうようなものがあればや

れるうちにやった方がいいのかなと思っていますので、将来方向が見えるまで検討を、ずっと同じよ

うな形ではなく、人員的なもの、施設的なものを含め、変化をつけてやっていったほうがいいのかな

と思っておりますので、ぜひそういうのを検討しながらやって頂きたいと思います。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

ガルの方については、今年１年で補助が終わりますので、補助金の関係では、来年、また継続して

やるかやらないかになります。あと、地域おこし協力隊については３月以降、ヒアリングの中ではま

だ方向付けが決まっていない、というのが正直なところなので、その辺はもう１度本人方の意向もく

みながら、検討していかなければならないと思っています。 

【【【【赤間委員赤間委員赤間委員赤間委員】】】】    

来年度予算はまだだけど、今、寺山委員が言ったとおり、そろそろコンサルとかそういう、果たし

てやって行けるか、という判断を見極めるための予算を取る必要があるのではないか。もし継続する

としたらですけど、いつまでも同じ方向で行ってしまえば、結局、補助金が無くなれば止めてしまう

というような方向なら、非常に残念なことだから。 

先日、３月に来たようなコンサルにお願いして、収支の問題をどういう風にしたらいいかというこ

とを、来年１年掛けて検討したらどうかと思います。いつまでも同じ手法であれば、疑問も生じてく

るし、７，８年経つのだからそろそろ自立を目指して行かなければならないことです。 

確かに未利用施設を活用しているということでバックアップも必要ですが、そろそろバックアップ

も限界に来ているのかなと、いつまでも支所がバックアップしているというのは、どうかという問題

も出てくるものですから、もし出来れば平成２８年度あたりで予算を付けて、今後の方向性、平成２

８年度で結論を出して、平成２９年度から新スタートするという、そういう方向性を示してもらえば

いいと思うのです。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

ただいまの赤間委員からのご意見、いかがですか。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

平成２８年度に向けて、その辺を内部で検討したいと思います。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

ガルとしては、これからの方向付けといいますか、そういうことはまだ詰めていないのですか。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

３年一区切りの段階で話はしていますけれども、今回２回目の補助金をもらって最終年度なのです

よね。 

【【【【赤間委員赤間委員赤間委員赤間委員】】】】    

最終年度ならなおさらそうだな。本来であれば今年あたり平成２７年度予算でその部分を付けてや

るのが１番良かったかなって感じですね。 

平成２７年度予算で補助の３年が終了するのであれば、平成２８年度だってそういう方向性を持っ

ていなかったらいけない気がします。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

他に質疑ございませんか。 

【【【【委員多数委員多数委員多数委員多数】】】】    

ありません。 

 

４４４４    協協協協    議議議議    事事事事    項項項項    

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

無いようですので、次に協議事項１）浜益区の公共交通について、説明願います。 

【【【【田村課長田村課長田村課長田村課長】】】】    

    地域公共交通について、概要等をお話したいと思います。 

 お手元の資料の浜益区の新公共交通導入計画をご覧ください。この地域公共交通については、これま

でもいろいろとご説明をさせていただきましたけれども、前年度、平成２６年度をもちまして、皆さん
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にご協力いただきました調査事業を含めた報告もすべて終わりまして、現在は具体的な取り組みについ

て検討をしているところです。こちらの地域協議会さんのほかに市としましては、地域公共交通会議と

いう審議会がありまして、そちらの方にもお計りをしているところで、デマンド交通の運行については

概ね合意は得られているところで、今後その内容を具体化して、浜益区の生活交通確保維持改善計画と

いうものを策定し、それを地域公共交通会議として運輸支局の方に提出していく形になります。 

 今日はその取り組みの案について、皆さんのところにお渡しをしております。これはあくまでも政策

的な事項になりますので、万が一、市長が変わったときには、このお話ももしかすると無くなるかもし

れませんし、やるかやらないかというのも、まったく確定的なものではありません。目処としては平成

２８年４月からの実行を目処に進めていくとなると、市長選が終わってからのご説明ではまったく間に

合いませんので、このタイミングでお話をさせていただきたいと思います。 

    また来週、自治会連合会の総会もあると伺っておりますので、このときにもお話をさせていただいて、

地域の方にご説明をさせていただく手法などについても、自治会長さんと一緒に検討させていただけた

らと思っています。 

この計画についてはこれから吉田主幹が詳しく説明をいたしますが、その前にひとつ大事なことをお

話しておきたいと思います。平成２７年３月１８日に北海道中央バス株式会社のほうから、札幌浜益線

の路線廃止の申請が石狩振興局に提出されました。 

どうして振興局に出されたかというと、札浜線は石狩市域と札幌市域の両方にまたがって走っている

路線ですので、札幌の方は大丈夫か、石狩の方は大丈夫かと自治体さん毎にお計りをするということで、

振興局に出されて、振興局から各市に来ています。私どもとしては、まだまだ時間を掛けてその件につ

いては検討して行くのですが、実際には皆さんにも何度もご説明させていただいていますとおり、市と

しても平成２１年から補助を行って路線の確保というところには努めてきていますが、今は上限５００

万円という事で補助をしております。実際には赤字額の２分の１という事で補助をしているのですが、

その上限を５００万円として補助をしているところで、実際には１４００万円程度の赤字が出ています。

これの半分となると７００万円なのですが、この７００万円の負担を今後も市はしていくのか、それと

も区民の皆さんと一緒に考えながら、新たな公共交通を導入していくかという分かれ目に、いま本当に

立たされてしまいました。その中で皆さんにもお考えを頂きたいと思っていまして、今回は市からこの

ようなデマンド交通の導入ということを、検討していただくために素案としてお出ししています。 

この素案は本当に素案で、石狩市としての原案を作るためのたたき台というか、何も確定していない

段階で私たちが地域の方たちのお話を聞くために作った資料ですので、これに基づいて皆さんからオー

プンな意見を出していただいて、この地域に相応しい公共交通は何かというところを検討して行きたい

と思っています。 

 札浜線の路線廃止については、このシステムを導入することを皆さんにご理解を頂いて、実現の方向

性が見えた段階で、検討していくということになりますので、今これを入れるから札浜線を無くすると

いうことではありませんので、本当に地域の皆さんで考えていただきたいと思っています。 

【【【【吉田主幹吉田主幹吉田主幹吉田主幹】】】】    

１）浜益区の公共交通について、資料に基づき説明いたします。 

 

  資料２ 浜益区の新公共交通（デマンド交通）導入計画について(説明) 

 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

協議に入る前に確認いただきたいのですが、これは最終原案ではないということなのですが、最終

原案的なものが出来たらもう１度地域協議会に説明はあるのですか。 

【【【【田村課長田村課長田村課長田村課長】】】】    

はい、させていただきます。その時にはパブリックコメントですとか、その地域の方たちだけでな

く皆さんにお計りする内容になっていると思いますので、それを元に説明をさせていただきます。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

そうですか、それともう１点、集落毎に説明会を開くと今お聞きしたのですけれども、それは全集

落を対象に開催するという予定ですか。 

【【【【田村課長田村課長田村課長田村課長】】】】    

そのやり方についても、会長さんたちにお話を伺えたらと思っているのですが、どこかに集めてや

るのが良いのか、個別にその該当者だけでも良いよという地域があるのか、それは会長さんのご意見

を伺いながら行っていきたいと思っております。私たちとしては、全集落に入りたいなと思っており
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ます。 

【【【【吉田主幹吉田主幹吉田主幹吉田主幹】】】】    

出来れば、公共交通が必要な人たちは足が無いので、どこか集合といってもいけない場合があるの

で、そういう方々の、もちろん自治会の方々、会長さんのご意見もお聞きしたいのですが、そういう

方のご意見こそ聞きたいと思っています。 

難しいとは思いますが、こういう説明会をすると参加者が一人しかいなかったということがありえ

るので、まずは皆さんに利用していただければ、台数が増える場合がありえますが、利用されないと

将来性がなくなってしまいますし、背景に中央バスの問題もあるということも皆さんにわかってもら

った上で、一度耳を傾けていただいて、車を運転する方の意見も大事なのですが、いま本当に困って

いる方々が、どうして欲しいかというところをぜひ聞かせていただき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】】】】    

只今、浜益区の公共交通について説明がありました。この件についてはいずれ我々もマイカーが運

転できなくなれば、公共交通を利用せざるを得なくなると思います。そのような立場に立ってざっく

ばらんな意見を出していただきたいと思います。何かございますか。 

【【【【赤間委員赤間委員赤間委員赤間委員】】】】    

このデマンド交通の導入でスクール混乗は無くなるのですか。 

【【【【田村課長田村課長田村課長田村課長】】】】    

今のスクールバスは登校便と下校便という子供たちが乗る時間帯の他に、浜益便という大人の方だ

けが乗る時間帯もあるかと思うのですけれども、基本的には登校便と下校便とは今までどおり、皆さ

んにもお乗りいただけるようにしていきますが、浜益便の利用については利用度合いですとか、今後

また地域に入ったときに一方的な説明ではなくて、皆さんは公共交通をどのように使いたいのか、そ

ういうところを聞いていきますので、そのあたりもいろいろ聞きながら全体的に検討はされていくと

思われます。無くするということではないです。 

【【【【赤間委員赤間委員赤間委員赤間委員】】】】    

現時点で無くするということではなくて、これから議論した中でということですね。わかりました。 

それと、各自治会を回って説明会を開き、出来るだけ利用する人たちの意見を聞きたいのであれば、

２８日に自治連合会の総会がありますから、私の所属する群別自治会にすれば誰がバスを利用してい

るというのがわかりますから、そういう人を自治会の方で優先して参加させてもらうというような、

そういう方向性を連合会あたりで協議してもらえば、利用する人の意見が一番大事だから、そういう

方向にしてもらえばありがたいと思うのだけど、大きい自治会は別にして、大半の自治会では利用者

がわかると思いますので、そういう人には説明会に出てもらうというのはいかがでしょう。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

今回の調査を行ったときに、そういうところにも入り込んで調査していますよね、ですから集落毎

に利用されている世帯もわかっておりますよね。 

【【【【田村課長田村課長田村課長田村課長】】】】    

件数はわかりますが、だれかというところは…。 

【【【【吉田主幹吉田主幹吉田主幹吉田主幹】】】】    

名前は書いていませんから。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

あ、そうですね。 

【【【【吉田主幹吉田主幹吉田主幹吉田主幹】】】】    

支所の職員の方もわかるところもあるので、自治会長さんも判らないところは様々な情報網を使っ

て、件数が少なければ個別に当たってもかまわないのですが、その点は自治会長さんと自治会毎に相

談させていただいて、１番有効な方法を模索しながら、今のご意見も参考に来週の総会でご相談させ

ていただきます。 

【【【【赤間委員赤間委員赤間委員赤間委員】】】】    

実際我々が利用していないから、なかなかいい案も浮かんでこないのです。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

各委員方が率直に感じていることを、どのようなことでも結構ですので、これは大事なことですの

で。 
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【【【【寺山委員寺山委員寺山委員寺山委員】】】】    

相当悩みながら作ったのかなと感じていて、何点かあるのですが、まず学生の部活動の時間帯など

考えてくれているのはわかるのですが、料金なのですけれど、片道８００円、中学生なので大人料金

だと思うのですが、このままで行くのですか、ものすごく高くなりませんか。 

【【【【田村課長田村課長田村課長田村課長】】】】    

実際には、案のところにも出しているのですが、いまこの自動車を運行するにあたっては、市有自

動車の運行の条例というのがあって、いま滝浜線が該当しているのですけれども、というのは中学生

以上が大人と同じ料金なのですけれど、いま案の段階ではっきりはいえませんが、中学生以下は半額

という事で、市が行う事業ですので中学生以下は半額ということにしていけたらなと思っています。

ということであれば４００円、浜益から行けば４００円ということになります。行って帰ってくれば

８００円ということです。 

【【【【寺山委員寺山委員寺山委員寺山委員】】】】    

厚田からバスは１日何本出るか判らないのですけれど、これは主だったやつだけなのですか、それ

とも厚田からはもっと出ているのですか。 

【【【【田村課長田村課長田村課長田村課長】】】】    

    もっと早い便が１本、札浜線、昼間に１本、夕方に１便、最終１便、往復で４便あります。 

【【【【吉田主幹吉田主幹吉田主幹吉田主幹】】】】    

朝の早い便は時間が近すぎて、今はどちらかひとつに乗れれば用は足せるのかと考えました。 

【【【【寺山委員寺山委員寺山委員寺山委員】】】】    

先ほど、道の駅の話をしていましたが、将来的にとかおっしゃっていましたが、建物を作るときは

私が見ている範囲では、作ってしまうとそれ以上手を掛けようとしない、予算が無いとかといって進

まないので、やるときにがっちりやってもらわないと、後から後からと口先だけの話になることが多々

あるので、言い訳のように予算がないと出てくるので、そういう面は今言ったように、待合室を作る

だとかバスを乗れるようにするだとか、そういうのはしっかり伝えてやるようにして頂きたい。 

【【【【吉田主幹吉田主幹吉田主幹吉田主幹】】】】    

担当が企画経済部なのですけれども、今回の道の駅というのは国のモデル事業でして、ただの道の

駅だけではなくいろいろなことを盛り込める中身となっています。もちろんご懸念のとおり、うちの

財政部局が何でもかんでもＧＯサインを出す訳ではないので、今その中で何を入れるかということを、

まさに庁内で検討して、それようの組織も今年度からスタートしていまして、そこで各部局でこの複

合施設を作るに当たって、どういうことを望んでいますかというところでは、私はいち早くこれを入

れて欲しいとか申しておりますので、計画案には載ってくる話だと今の段階ではイメージしておりま

す。 

ただ、こちらのスタートが平成２８年で、向こうが平成３０年なので、これが始まったときはまだ

厚田支所になると思うのですけれども、その道の駅が出来たときには、出来るだけそこが中央バスの

バス停の拠点となるよう、積極的に働きかけてまいりたいと思っています。 

【【【【寺山委員寺山委員寺山委員寺山委員】】】】    

よろしくお願いします。 

それともうひとつ、浜益札幌間が廃止になると中央バスが言っているのですが、厚田札幌間が廃止

になる可能性は無いのですか。 

【【【【吉田主幹吉田主幹吉田主幹吉田主幹】】】】    

出された計画の中身は札幌から厚田まで走って、その先だけの路線変更をしたいと。 

【【【【寺山委員寺山委員寺山委員寺山委員】】】】    

今でいうと平成２７年ですけれど、平成３０年までだったら人口は少ないので、中央バスの方で厚

田ではなく、望来まで、聚富までとなったらまた話がずれてきますよね、そういう話は無いのですか。 

【【【【吉田主幹吉田主幹吉田主幹吉田主幹】】】】    

いまのところは無いです。札浜線も厚田から割と乗っていて、石狩にくるとさらに乗っているので

す。生活交通なので必ずしも赤字になったらすぐ撤退ということではなくて、札浜線と同様に札幌厚

田区間も国から補助を頂いていて、札浜線も国から補助をもらえばよかったのですけれども、要件が

ありまして、１日の運行便数ですとか、乗車率度といいましてどの区間でも１人以上乗っているとい

うような要件があって、それで札浜線はかからないので、国の補助が貰えないから市が補助して継続
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をお願いしている状態です。 

今回の札浜線がもし廃止となっても、その便自体は厚田札幌間というところで１便残る、時間帯も

同じ時間帯で考えているというような申請内容だと聞いております。 

今後につきましても、とても大事な話なので動向は注視しながら、そこの利用客も増えるように石

狩市でもデマンドをやるのだから、残してくれということでやりたいと思います。 

【【【【寺山委員寺山委員寺山委員寺山委員】】】】    

わかりました。ありがとうございます。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

羽立委員どうですか、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】】】】    

なかなかね、自分もまだ運転するものですから、実際その足が無い人の考え方とか、行動とかとい

うのが自分の範囲内に無いので、今の段階で皆さんの話を聞かせていただきました。 

【【【【池田委員池田委員池田委員池田委員】】】】    

 よろしいでしょうか。 料金についても、これからという事で話をお聞きしましたけれども、たまに

乗るのであれば妥当な料金設定なのかなという印象を私は思ったのですけれども、寺山委員さんと同じ

意見持っておりまして、部活の子供たちにとって見れば、たまにではなくて毎日になるということです

ね。厚田から浜益に戻ってくる、帰宅する子供たちからその足が無いために、部活の野球とかバレーを

選択できないというご家庭があると、ですから家庭の事情を汲んでそちらから来る方は選択しないとい

う子供たちにとっては、道が開けるということで凄く良いのかなとは思うのですけれども、毎日利用す

ることになると仮に柏木のお子さんが半額で往復８００円、仮に月に２０日間だったら１万６千円、帰

りのバスは出るのですけれど、今度は料金の方が選択するのに課題になってくるのではないか、という

印象を本人が受ける気がします。 

【【【【田村課長田村課長田村課長田村課長】】】】    

    ご意見はもっとだと思ってはいまして、厚田中学校に部活動で参加している聚富のお子さんがいて、

その方は路線バスを使っていらしているらしいです。その方が費用負担、ご家庭でバス代の負担をして、

通われていて、浜益のお子さんは無料というのは公平ではないかなという感じはするのですけれど、そ

のあたりはこの公共交通のシステムでするのか、それとも別な形で、教育支援という形で教育の方がす

るのか、その辺は検討できる事項だなと思っております。ただ今すぐにお答えは出来ないのです。今後

の意見として伺って行きたいと思います。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

德地委員どうですか。何かございませんか。 

【【【【德地德地德地德地委員委員委員委員】】】】    

とりあえず、今のところは無いです。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

大久保委員どうですか。何かございませんか。 

【【【【大久保大久保大久保大久保委員委員委員委員】】】】    

私も自分で車を運転するから対応は難しいかなと、でも、毘砂別は札幌に行くにはちょうど時間帯

的にはいい時間で中央バスが来るものですから、病院に行く人は結構いるのですけれども、その人た

ちの話を聞いてみないと、判らないですね。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

白井委員どうですか。 

【【【【白井白井白井白井委員委員委員委員】】】】    

私も自分で運転しているし、こうバスを利用している人の意見を聞くといっても、最近皆さん朝が

早いからって沿岸バスを利用しらっしゃる方が多くて、中央バスは朝が早すぎるんだよなと、でやめ

たという話は聞きましたけれども。 

この案だと、浜益温泉に凄く行きやすくなるかなと思います。温泉もいま利用が少なくなっている

ので、こういう風な、あくまでも案でしょうけれども、形で動けるのであれば、浜益温泉の利用者は

増えるのではないかという期待は少しあります。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

木浪委員どうですか。 

【【【【木浪木浪木浪木浪委員委員委員委員】】】】    
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私も、今時点では運転しているのですけれども、ちょっと病気をしましてお父さんが運転出来なく

て、大変な思いをして病院に行ってきたのですけれども、そういう場合のことを考えると交通機関の

重要性というのはすごく実感しているところです。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

９人乗り、１台をはじめにやっていくということなのですけれども、自宅前まで来てくれるというこ

とで、今まで中央バスを利用していたよりも、自宅まで迎えに来てくれるのだからということで、利用

者数が増えてくる気がするのですが、満員になったときはどのような調整になるのでしょうか。 

【【【【田村課長田村課長田村課長田村課長】】】】    

運行してみなければわからないところはあるのですけれど、平成２８年４月からやりたいと思って

いて、平成２８年からはじめる１年間くらいというのは、実証運行くらいのイメージで皆さん考えて

いただきたいと思っております。本当でしたら実証運行したかったのですけれども、実証運行するの

にも本格運行と同じくらいの手続きが必要となるので、とりあえず本格運行といいつつも実証運行ぐ

らいのイメージで、いろいろな利用のされ方を知っていきながら実際には１台で足りなかった、とい

うことになれば、１台増えるというくらいの方がかえって嬉しいというか、このシステムが良かった

ということになるので、先のことまでは申し訳ないのですがあまり考えられていなくて、運行してみ

てから、皆さんの利用状況によって、いくらでも変わっていけるかと思っております。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

手続きは簡易に出来るのですか。 

【【【【田村課長田村課長田村課長田村課長】】】】    

もう１台増やすことの手続きは面倒ということは無いです。 

【【【【吉田主幹吉田主幹吉田主幹吉田主幹】】】】    

大きなバスですと運転できる人が変わってくるので、人材の確保で、やはり地元の方がいいのです

けれど、それも大変なことですけれども。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

その他はございませんか。 

【【【【寺山委員寺山委員寺山委員寺山委員】】】】    

スクールバスとか、このようなバスの保険はどのようになっているのですか。    

【【【【田村課長田村課長田村課長田村課長】】】】    

市が購入する車ですので、市の施設と同じ考え方で、市が入っている賠償保険になりますから、それ

が適用になります。    

【【【【吉田主幹吉田主幹吉田主幹吉田主幹】】】】    

市の車を運行委託している形なので、運行業者側でドライバーの保険は掛けますし、車そのものと乗

客に関しては石狩市が入っております。    

【【【【寺山委員寺山委員寺山委員寺山委員】】】】    

わかりました。ありがとうございます。    

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

その他はございませんか。 

【【【【委員多数委員多数委員多数委員多数】】】】    

ありません。 

    

５５５５    そそそそ    のののの    他他他他    

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

無いようですので、次にその他について何かございますか。 

【【【【羽立委員羽立委員羽立委員羽立委員】】】】    

キラリの横の昔使っていたゲートボール場なのですが、海幸さんの向かい側の広場なのですが、結局

あそこで使われていた椅子とかの道具類が、一固めになってブルーシートで覆われているわけなのです

が、そのブルーシートもだいぶ凄いことになっていて、その用具とかも、見るも無残な姿になっていて、

そこに一塊であるという状態です。 

よく犬の散歩とかにも出かけるのですが、やはりそこがすごい、大変な状態になっていますので、そ

こをなんとか取り除いていただきたいという事と、浜益地区にある避難階段の下のところがまず壊され

ているということですね。あ、ドアの下が壊されているという事と、そこに施錠がされていたと思うの
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ですが、その施錠もなにか壊されているのか、いま針金でそこを、中に入っていかないように、こう括

られている状態なのです。でも下の部分が開いているので、そこから誰でも中に入っていける状態にな

っています。実際、そこは開放しないという事だったと思うので、また誰かが登っていって鹿とか遭遇

してなにかあっても困りますので、そこを何とか改善して欲しいと思います。 

【【【【木村木村木村木村課長課長課長課長】】】】    

いま言われた公園の事と、避難階段の事については明日にでも、早急に対応したいと思います。 

【【【【芦澤会長芦澤会長芦澤会長芦澤会長】】】】    

その他はございませんか。 

【【【【委員多数委員多数委員多数委員多数】】】】    

ありません。 

    

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】】】】    

次に、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】】】】    

次期開催につきましては、５月２１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。 

【【【【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２１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２７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２７年５月２１日議事録確定 

 

                                石狩市浜益区地域協議会 

  

                                会 長  芦 澤   肇 


