
議会報告会実施報告書 

開催日時 平成 26 年 11 月 14 日（土）13 時 30 分～15 時 40 分 

開催場所 花川北コミュニティーセンター 聴 衆    18 名 

担当議員   1 班 
和田（代表）、加納（司会）、加藤、佐々木、 

神代（報告書） 

報告事項に対する質疑 

質問事項 9 項目   要望項目 4 項目 

[花川 11 線工事] 

Ｑ１，平成 30 年の完成となると相当先のことだが、道路標識だけ先につけることはでき

ないのか。(要望) 

Ａ１，夕方は車が多く、冬場は薄暗く危険性も高い。道路標識は要望していく。 

 

[花川通延伸] 

Ｑ２，現状でも花川通では騒音被害を訴えている人がいること、国庫から多額、市の持ち

出し分が約 1 億円もあること、新港に LNG 施設ができるとしたら危険なものを載せたト

ラックがたくさん通ることなどについても説明で触れてほしかった。 

花川北１条、2 条に突然ヒョウが降った。ゴルフボール大のヒョウで、ひどいところで

は雨漏りして大変だったとか。極地的にそうなるのは地形的な問題なのかはわからない

が、防風林の伐採も気候と関係するかもしれない。 

Ａ２，振動や騒音のアンケート調査を道路周辺の住宅の方に実施したが、調べ方が十分で

なくやり直すなどして、今回延伸を決定したのは、3.11 以降の避難するときの道路の確保

という点が大きかった。ご意見についてはしっかり受け止めながら、周辺住民、環境にし

っかりと配慮した工事ができているかチェックしていく。 

 

[職員の住居地] 

Ｑ３，約 4 割の職員が市外、主に札幌に住んでいる。住宅の問題であるなら、空き家を職

員住宅にするなど市内で暮らす職員を増やしていってほしい。議会での答弁を聞いたが、

全く根本的な問題改善をしようとしていない。議員は、行政政策と職員のチェックをしっ

かりしてほしい。石狩市には、藤女子大学しかなく、安定した交通機関がないことが、市

街居住の職員が多いことと関係あるのでは。(要望) 

Ａ３，納税の問題だけでなく、今言われているのは災害時、車で市役所に駆けつけること

ができない場合、職員は歩いてこられるのかという問題。議員としてもいろいろな検討を

している。例えば、新しく入ってくる職員については石狩在住を条件にする、石狩市の住

民から特別枠で採用する、市内在住者のみに住宅手当を出すなど。しかし、職員にも居住

地の選択の自由もあり、労働保障の問題もあるため、まずはそういった声を高めて市民と
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議員で求めていくことが必要。議会立案も含めて取り組んでいく。 

 

[マイナンバー] 

Ｑ４，マイナンバーは市が管理するのか、道か、国か。セキュリティ面が心配。警察など

に個人情報を見られて知られるのでは。 

Ａ４，現在それぞれの管轄がもっている個人情報は、マイナンバー開始後も、分散して管

理されるため、それぞれの機関で管理することとなる。マイナンバーに紐づけられた全て

の情報が一括管理されることはなく、ごっそりと抜き取られる心配はない制度設計である

と説明を受けている。これまでも、機関をまたいだ情報の授受は法律が許す範囲の中で行

われてきた。今後はオンライン上でマイナンバーを使っての授受となる。政府が示す主な

目的は、税申告の適正化で、社会保障費の削減を考えての制度であると捉えている。マイ

ナンバーを取り扱うものが、悪意をもって個人情報を利用した場合の罰則は重い規定がさ

れている。 

Ｑ５，通知カード届いたが手続きしないと大変なことになるのか。個人番号カードは落と

したらどうなるか。住基カードは使えなくなるのか。 

Ａ５，窓口の手続きでマイナンバーの記載を言われた際に使うが、必ずしも記載は義務で

はなく受付はできる。他人が自分のカードを入手し、マイナンバーが知られても、写真と

本人が合致しなければ、今の利用範囲では即大変なことにはならない。マイナポータルに

はパスワード設定がある。意味合いはクレジットカードと同じで、紛失したらすぐに停止

と再発行手続きを。住基カードは新規発行が 1 月以降終了するが、使用することはできる

とのこと。徐々に個人番号カードと切り替えていく。 

  

[人口減少問題・空き家対策] 

Ｑ６，これまで市長が公に「人口増加について、石狩には必要ない」と言っているのを聞

いた。しかし、行政は人口を増やしていくと言っているが、本音はどこにあるのか。 

Ａ６，行政執行方針の中で市長が「人口が減っていく中でも、どういう町を作っていくか

が大事」といったような発言はしていた。しかし、第 5 期総合計画にもあるように、人口

減少予測を１万人上回っていくためには、減少を抑えるだけでなく、どのような新しい人

の呼び込みができるか検討している。 

 

[電磁波、低周波問題] 

Ｑ７，電磁波、低周波過敏症の人は、症状の苦しさと、自分の苦しさが周囲にわかっても

らえないという二重のつらさがある。家のとなりに、突然携帯基地局が建ったり、北電の

送電網からも低周波被害がある。そういう人たちがいることを知ってほしい。(要望) 

Ａ７，ご意見としてしっかり受け止めます。 

[ニセアカシア、ヤナギの問題] 



議会報告会実施報告書 

Ｑ８，ニセアカシアが危険外来種ということでケガをしたり、タイヤのパンクにつながる

など危険で、伐採してほしいとさんざん要望してきた。公園の伐採は進んだが、アカシア

通りは登下校の子どもには危険。伐採してほしい。 

双葉小学校周辺にヤナギの今にも倒木しそうな木が生えている。中が空洞で危ない。落ち

葉集めに住民が駆り出されるなど、頭を悩ます種。伐採してほしい。(要望) 

Ａ８，危険なものとして全て伐採するというのは少し慎重な検討も必要だが、現状をお伝

え頂いたことをご意見として、しっかり受け止め対応します。 

 

[バス代の問題] 

Ｑ９，職員が市内に住みたくないというのは、公共の便が不便だということもあるが、市

内のバス料金が高いということもあるのでは。 

A９，札幌市のバスは競合もあるので安い。石狩に入ると急に高くなる。浜益行きのバス

も中央バスが中止になり、予約制のデマンド交通となる。交通の問題はすぐにこうします

とは言えないが利便性がよくなるよう検討していく。 

 

[観光] 

Ｑ１０，石狩市はもっとお金を生み出すことを、縦割りでなく検討し、作り出していかな

ければならない。札幌や小樽は観光でお金を落としていく人がたくさんいる。札幌市はホ

テルの予約がとれないほど。しかしその人たちが石狩にいくらお金を落とすのか。観光の

目玉と宿泊施設を。 (要望) 

Ａ１０，例えばガトーキングダムは多額の固定資産税を市に払っている。企業誘致につい

て、ディズニーランドの誘致をできないか質問を議会でした。何らかの大きな観光収入と

なる手立てが必要と考えている。ご意見として、しっかり受け止めます。 

 

[条例、事業の実効性] 

Ｑ１１，手話条例、冬季迷惑駐車条例、認知症サポート事業などは、どれだけ実効性があ

がっているのか。 

Ａ１１，条例化するというのは、その問題についての認知度を高め、理解を深めたいとい

う目的がある。そして、そういう意味では、手話条例も冬季迷惑駐車条例も効果があると

思っている。手話条例は全国でいち早く市で初めて制定したことで話題となり、市民や企

業、議員の中にも、聴覚障碍者の方たちが出向いてきてくれて、手話のレクチャーをして

くれる。とてもそういう方たちが身近な存在となり、市民の問題意識も醸成されていく。

認知症サポーターも同じく、自分も含め「認知症」というものに対する知識や対応を学ぶ

ことで、理解を深める効果がある。 

 

[花川北の道路] 
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Ｑ１２，花川北町内会の道路の袋小路について、そこで暮らす人たちの利便性はどうなの

か。除雪車や緊急車両の問題があり、高齢者が多くなってきた今考えるべき。 

その一方で、車通りの少ないこの町内会で、子育てをし暮らしてきた人にとっては、安心

して暮らせる。歩行者道路の段差も改善されてきている。 

Ａ１２，町の設計に、除雪の観点が入ってなかった問題は大きい。しかし、町内会の総意

として街づくりがされてきたということで、今暮らす人たちがどうしていきたいかという

検討が必要と考える。 

 

[図書館司書について] 

Ｑ１３，図書館司書の配置は努力義務だが、石狩市での効果は。 

Ａ１３，小学校には段階的に全校に配置していこうという方向で配置している。中学校に

関しては検討中。実施している小学校では、子どもが読書に親しむ習慣ができるなど効果

があるときいている。 
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開催日時 平成２７年１１月１４日（土）１３時３０分～１５時００分 

開催場所 花川南睦会館 聴 衆    ８名 

担当議員   ２班 
長原（代表）、片平（司会）、米林、阿部、 

村上（報告書） 

報告事項に対する質疑 

○質問事項 ９項目（１．２．３．４．５．６．８．９．１０．）  

○要望項目 ５項目（７．９．１１．１２．１３） 

 

Ｑ１，マイナンバーについて出前講座は今の説明と同じレベルか、また、出前講座は土曜

日ないし日曜日も開催可能か？（質問） 

Ａ１，出前講座ではもう少し専門的な説明となります。基本的には土・日開催可能です。 

   ただし、事前に日程調整が必要かと思います。（済） 

Ｑ２，マイナンバーについてどの様な利点があるの？（質問） 

Ａ２，市民のメリットとしては身分証明書となります。Ｅタックスなどの確定申告が楽 

   になります。勤めている方はマイナンバーの申請が必要かと思います。マイナポー 

   タルサイトで自分の情報を管理できる。今後の展開としてコンビニなどで書類（ 

   住民票等）の交付を受けられる可能性があります。（済） 

Ｑ３，市民カードを持っているが、今後、市民カードは使えるのか？写真は市役所で撮っ 

   てくれるのか？（質問） 

Ａ３，今後は使用できないです。写真については現在のところそのようなサービスを 

   検討されていない、写真を持参するとなっています。（済） 

Ｑ４，マイナンバーカードは厳重にしまえとありますが、しまった場所を忘れてしま 

   うのでそんなカードは要らない。（質問） 

Ａ４，カードはあくまでも任意なのでカードがなくても不利益が生じることも無いです。 

  （済） 

Ｑ５，石狩湾新港は企業増えているのか、また市税はどれぐらいなのか？ （質問） 

Ａ５，現在微増の状態で、６２３社ほどが実質稼動していると聞いています。しかし、 

   土地所有は７５０社以上あると聞いてます。現在２０億程度なので３分の１ないし 

   ４分の１程度です。（済） 

Ｑ６，花川通延伸はやる方向で決定したのか？ （質問） 

Ａ６，市議会でも議決が済んでおり、道の方でも都市計画マスタプランを承認していま 

   います。（済） 
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Ｑ７，発寒川の管理が出来ていない。散歩をしているが、ごみが散乱し草がボーボーにな 

   っている。管理して欲しい。（要望） 

Ａ７，今すぐに返答が困難なため、持ち帰りご要望として承ります。 （済） 

Ｑ８，花川通延伸について防風林や騒音などの調査はこれからやるのか？（要望） 

Ａ８，調査は去年に行っている。騒音（３箇所）・振動（１０箇所）について平成２５ 

   ・２６年に行っておりいずれも基準値内となっています。（済） 

Ｑ９，防風林とかの不法投棄はどこが行ってるのか？増やせないか？(質問・要望） 

Ａ９，市がカメラを設置しており、設置後不法投棄は減少している。増設については、 

要望して行く（発寒川など）（済） 

Ｑ１０，街路灯のＬＥＤ化はどうなっているのか？設置する順番などあるのか? （質問） 

Ａ１０，計画的に行っています。年間１５０基程度ずつ、現在は３０％程度です。以前 

    よりもＬＥＤが安くなり２万５千円くらいで設置できるため、当初よりも 

    早く進んでいます。白熱灯や機器が壊れた所から進めています。(済） 

Ｑ１１，彩林公園のパークゴルフのティーグラウンドが木で出来ているんですが、 

    木が腐っている。全ホール一気にでなくて良いので、少しずつ修繕して欲し 

    い。（いこい会）（要望） 

Ａ１１，ご要望として承ります。 

 

Ｑ１２，①彩林公園の木が勝手に切られてしまい、全然こちらに情報が入ってこない。 

    枯葉が落ちるからと聞いてるが、枯葉の落ちない木を植樹できないか？（質問） 

    ②樹木の整理について、死角が出来て子どもたちが煙草を吸ったりと、言うこ 

    とも聞いてます。町内会に協議をして欲しい（要望） 

Ａ１２，①近隣の方から日当たりが悪いと相談を受けました。高所作業車の手配がつい 

    たら作業を行いますと聞いてました。そのタイミングで剪定すると聞いていま 

した。植樹に関して、彩林公園だけではなく、花川北の街路樹なども現在木が 

無い状態で担当所管にお願いした事があります。落葉樹じゃない葉が落ちない 

木を植えたらどうかとお願いしました。 

市の財源は限られているため、市役所の空き地スペースで木を育てています。 

ある程度育ったら移植すると聞いてます。彩林公園も要望します。 

    ②手続きとして町内会に協議した上で行います。公園管理業者の高田グリ 

    ーンサービスも含め話を進めて行きます。(済） 
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Ｑ１３，サッカーや野球など体力の有り余った子ども達がおもいきり遊べる場所を用意 

    して欲しい。臨時に使える場所でも良い、私立高校のグランド借りるなどでき 

ないか？（要望） 

Ａ１３，予算・決算特別委員会でも議会として問題視していました。 

小学生は空いてる場合、グランドを使っても良いとなっているが、中学生は花川 

南小グランド裏の球場は使用していない場合は使用しても良いとなっておりま 

す。少し遠いですがスポーツ広場の芝生広場など、空いている場合は使用しても 

良いと聞いています。 

    紅葉山公園の球場も可能です。今後も工夫しながら中学生の遊び場を確保で 

    きるように取り組んで行きます。（済） 

★未着手項目 ０項目（  ） 
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開催日時 平成２７年１１月１４日（土）１３時３０分～１５時２０分 

開催場所 パストラル会館 聴 衆    ３名 

担当議員   ３班 
千葉（班長）、日下部（司会）、青山、伊藤、 

堀（報告書） 

 手話通訳：神さん、松本さん 

班長挨拶：千葉議員より同僚議員の不祥事に対するお詫びを含めて挨拶 

説明 

マイナンバー制度：堀 資料あり 

18 歳選挙権：千葉 資料なく口頭説明 

花川通り延伸：青山 資料あり 

質問を受けたが、発言なくテーブルをコの字に並べ替えた。 

その後も質問がないので千葉議員から花川延伸について交通渋滞の状況を聞いたが、参加

者からは感じていないとの返答あり。 

質疑                     質問事項 9 項目  意見 2 項目 

Ｑ１，防潮堤は造らないのか。 

A１、造るとは聞いたことがない。石狩市の津波は最大で６ｍと言われている。 

  その後、岩手県田老町や宮古市、などの話が出た。 

Ｑ２，マイナンバーカードは申請しなかったらどうなるのか 

A２、個人番号カードは義務化されていないので申請しなくてもよい 

Ｑ３，花川延伸は、議会で議決されたが、当該地には地権者が 3 名と間接的に影響が及ぶ

家もあるが、説明対象は地権者のみだった。おかしいと思い担当課に伝えたところ「貴

重なご意見ありがとうございました」と言われた。 

  計画段階で、間接的に影響を受ける人に対しても説明はすべきではないか。 

A３、確かにそうすべき。確認する。（質問者から確認ではなく説明すべきだったことに同

意で納得） 

Ｑ４，18 歳選挙は民法、刑法上の問題がある。国が決めたことなので市議会に言っても

と思うが今後、問題が出てくると思う。 

A４、権利だけを与えて義務が明確になっていない。問題が起きないように注視していく。 

Ｑ５，石狩市への警察署誘致の話はどうなっているのか。前回の議会報告会で「要望はし

ているが、できない」と発言があった。今年 5 月の選挙の時、選挙公報に警察署の誘

致をあげている人が何人かいたがどうなのか。また、石狩新港に JR 駅ができるのか。 

A５、現在、警察署がないのは登別市、北広島市、恵庭市、石狩市の 4 市で札幌市も全区

にあるわけではない。毎年、市議会で決議して道警に要望書を提出しているが、「予

算が厳しく新設するのは難しい」といわれている。ただ、最近少し変わってきている
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と感じている。警署所を分所化して調整をする動きも出てきているので可能性はでて

きたと思っている。石狩市としてはあくまでも警察署の設置を要望する。JR の駅の

話は聞いていない。 

Ｑ６，合併して 10 年善し悪しを議会で総括したことがあるか。 

A６、ないが効果はあったと思う。 

   旧石狩市は合併した方でされた方がどう思っているかではないか。 

Ｑ７，第 5 期総合計画が出たが、人口の減の問題、既に 6 万人を割っている。計画には市

と全国人口問題研究所との推計人口に乖離がある市の目標が 57,000 人全国人問題研

究所より 1 万人多い 

A７、総務委員会でも人口などについて議論はした。消滅都市との言葉もでてきたが、何

もせずにいるとそうなる。目標を高く持つことも必要。合計特殊出生率についても目

標値が高いが、このまちで安心して子どもを産み育てるためには、安定した就労が大

切であり、そのことも含めて目標としている。 

Ｑ８，少子高齢化と言われて 10 年以上になり、取り組みもしてきたが、効果は表れたの

か。 

A８、効果としては表れていない。 

Ｑ９，表れていないのに計画に目標をたてていいのか。 

A9、人口減少は石狩だけの問題ではないが、人口減少を食い止めて取り組みをすすめな

ければならない。今後、行政、議会、市民が総合的に気持ちを一つにして取り組まな

ければならない。 

 

意見１：行政、議会など関係者は責任を持つくらいの考えが必要。  

意見２：選挙公報には第 2 河口橋、ディズニーランド等、見通しのないものをぶち上げて

選挙に出るのはどうなのか。4 年間で出来なくても責任もなにもない。公報を読み上

げます。「石狩市に新港 JR 駅ができる話はあるのか。JR 貨物新港内に石狩駅前に大

型店舗センター、免税店、ホテルなどにつなぐ」と書いてあるが市民に過度な期待を

持たせるのは変だ。有権者はこれを見て判断する。スローガンだけ羅列しているもの

もある。 

 

伊藤議長閉会の挨拶 終了 

 

 

 

 



議会報告会実施報告書 

開催日時 平成 27 年 11 月 14 日（金） 13 時 30 分～15 時 30 分 

開催場所 緑苑台ｸﾞﾘｰﾝ会館 聴 衆    14 名 

担当議員    4 班 髙田(班長)・蜂谷(司会)・上村・三崎・大野(記録) 

報告事項に関する質疑 

Q1  花川北 11 線について、現在工事完了の部分と、これからの部分が蛇行しているように

見え、冬に向けスリップ等で危険では？まだ工事中のようなので、今後対応できない

か？ (質問と要望) 

A1 現場を確認し対応を検討させていただきます。（済） 

Q2 マイナンバー制度について、災害対策にも役立つと聞いたが、石狩ではどんな事を想

定しているか？ (質問) 

A2 運用開始の直前という事で、市としても具体的にはこれからという段階ですが、災害

時に自ら避難することが困難な方で、自治会に名前を登録されている方の情報を市が

マイナンバーに関連付けて共有し、緊急時に役立てるという事が考えられます。（済） 

Q3 マイナンバーについて、番号を管理する者が個人情報を盗み見たり、漏洩や悪用した

りする心配はないのか？ (質問) 

A3 番号の決定や管理は国が行い誰でもが情報を見る事はできない、権限を持った者が限

られた情報、分散管理された情報にアクセスする仕組みとするなどセキュリティの強

化が図られており、番号の流出などは無いもの言われています。（済） 

Q4 個人番号カードに写真はどうしても必要か？ (質問) 

A4 運転免許証同様に写真は必要です。個人情報の入力された IC チップが入っているので

落とさないように注意が必要です。 

またセキュリティに関して補足しますが、外部からのハッキングへの対策と、内部で

は担当者の認証の部分でセキュリティ対策がとられています。（済） 

Q5 情報にアクセスする際のパスワードは誰が管理しますか？ (質問) 

A5 パスワードは存在するが、担当者の静脈認証によるアクセスが行われる予定で、対応

するパソコンの導入も決定しています。（済） 

Q6 マイナンバーについて、個人番号カードはすぐに申請しなくてはならないのか？ 個人

番号を勤務先に教える必要はあるのか？またその事によって個人番号を悪用されるこ

とはないのか？(質問) 

A6 すぐに申請の必要はありません。必要な時期に応じて申請していただければ大丈夫で

す。勤務先には納税管理等で番号を教える必要はありますが、それによって個人情報

が引き出されるなどの悪用に繋がる仕組みにはなっていません。（済） 

Q7 18 歳選挙権について、対象の高校生に選挙違反になる事項等をどのように教育するの
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か？ (質問) 

A7 対象者には文科省が発行した副読本を元に、各高校において公職選挙法についての理

解を深めるよう教育を行うことになっています。また 19 歳大学生も対象となりますの

で、所属の学校に於いて同様の予定です。若い世代の社会参画に我々も注目していま

す。（済） 

Q8 北 11 線について、車道の整備の他に歩行者への安全や防犯上の配慮はなされている

か？なされるべきではないのか (質問と要望) 

A8 歩道も現在 1.5ｍ幅を 3.5ｍに拡副し歩行者への安全が図られています。防犯に関して

は、町内会や防犯灯など別の協議も必要になってくることから、持ち帰って検討させ

ていただくようにします。（済） 

Q9 花畔茨戸通りでは大型車輌の通行も多いのですが、自転車は歩道を走って良いです

か？(質問) 

A9 路側帯のある通りは原則として車道を通行することになっています。自転車の方も反

射グッズや点灯を心がけて下さると、自動車と自転車双方の安全が図れます。（済） 

Q10 緑苑台に中学校を建てる予定はありますか？ (質問) 

A10 今のところ建設の予定は無いのですが、バス通学に関する課題、問題について皆さん

の声をお聞かせ下さい。 

Q11 今年度までは団地開発業者からの支援を受け、中央バスが通学バスの運行を行う予定

ですが、来年度からは支援も無くなり、路線バスを利用しての通学ということになる

見通しです。義務教育での通学の安全確保という観点からも、町内会での話し合いが

始まったところですが、問題が大きく議論が進まない現状です。負担金の事もあり、

行政が主体となって進めてもらえないものか？ (質問・要望) 

A11 義務教育の通学の足の確保ということですから、定期路線の開設や、多様な下校時間

に合わせた路線の組み換えも要請していきたい。町内会、関係者の皆さんの意見をま

とめる地域での取り組みをご努力いただけると進みも早いと思います。（済） 

Q12 政務活動費について、議員報酬には含まれていませんね？ (質問) 

A12 政務活動費は個人ではなく会派に支給されるものですので議員報酬とは別のもので

す。石狩市に於いては 1 円単位で領収書を添付し収支報告書を提出します。余ったも

のについてはお返しし、不足分については自費で賄います。（済） 

Q13 領収書はごまかしがきくので、レシートではだめなのか？ (質問) 

A13 どちらでもかまいません。（済） 

Q14 石狩市職員の期末勤勉手当というのは？ (質問) 

A14 民間企業でいうところの賞与にあたるものです。（済） 

Q15 バブル期に較べて民間企業の給与は下がっているというのに、石狩市職員の給与は上

がっているのではないか？何を基準に金額を決めているのか？石狩市の給与は石狩管

内において札幌市の次に高いと聞いた、管内で何番目なのか？ (質問) 
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A15 職員の給与額は、基本的には人事院の勧告に従い決まります。他自治体との額の違い

は、調べていないのでお答え出来ないが、それほど大きな差異はないと思われます。

管内で何番目かは調べてお答えしたいと思います。（済） 

Q16 通学バスの件ですが、どなたと連携してお話を進めたらよいですか？もう一点、夏に

は石狩浜に大勢の人が訪れますが、石狩浜近辺に人々が集まり、利用できるような施

設があればと常々思っていました、その点について今まで議論されてきた事は有りま

すか？ (質問) 

A16 住民の皆さんは、個人を窓口にではなく、市議会に陳情や請願を行う事ができ、それ

に基づき議会のテーブルに上がって参ります。是非皆さんの持つ権利を生かし、活用

して下さい。 

石狩浜の件に関しては、特に厚田・浜益は観光と第一次産業を生かす形で活性化を図

っていくことが重要と考えていますが、厚田・浜益を含めての石狩市です。緊縮財政の

中で施設の建設はなかなか簡単ではありませんが、民間資本との協力等も視野に入れ、

地域の方々と協力しながら、今回重点道の駅に指定された「厚田道の駅」を拠点に点か

ら線へと振興が図れたらと考えます。（済） 

Q17 石狩市職員で札幌に居住する方が多いと聞いています。災害など緊急時の対応等は大

丈夫なのか？ (質問) 

A17 この問題については長い間議論が続けられ、居住移転の自由は基本的人権として認め

られるところでもあり難しい問題ですが、我々としては新規採用の方も含め、石狩市

への居住を市職員に働きかけていきたい。（済） 

以上 

意見及び要望等 

Q1 花川北 11 線について。 

Q11 緑苑台居住中学生の通学バスについて。 

 

要望事項 

１ Q1 ：花川北 11 線について、工事終了部と未了の部分との継ぎ目をもっとなめらかに

できないか。 

２ Q8 ：花川北 11 線について、道路整備と共に防犯面での配慮がなされるべきではない

のか？ 

２ Q11：緑苑台居住中学生の通学バスについて、行政が主体となって対策に取り組んでほ

しい。 

※Q1・8 については建設部から説明の電話。 

 Q11 については、過去の経緯を調査し、地域の関係者との調整を含め関連部局が対応。 

 


