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平成２７年度第７回石狩市浜益区地域協議会議事録 

 

日 時：平成２７年１１月１１日（水）１８：００～１９：０５ 

場 所：浜益支所庁議室 

資 料：会議次第 

    石狩市過疎地域自立促進市町村計画                     資料 

 地域自治区振興事業の成果について                     資料 

 平成２８年度地域自治区振興事業予算要求書集計               資料 

 平成２８年度当初要求事業予算調書「浜益区民コミュニティ普及推進事業」   資料 

平成２８年度当初要求事業予算調書 

「（仮）浜益「いっぺ、かだれや」ヘルシーウォーク事業」   資料 

平成２８年度当初要求事業予算調書「浜益区地域交流施設運営事業」      資料 

平成２８年度当初要求事業予算調書「浜益区水産物等普及プロジェクト事業」  資料 

ＪＩＣＡ研修員学校訪問について                      資料 

                ＝会議次第＝ 

１．開 会 

２．会長あいさつ 

３．報告事項 

  １）地域自治区振興事業の成果について 

  ２）駐在施設の建設について 

４．協議事項   

１）石狩市過疎地域自立促進市町村計画について 

２）平成２８年度地域自治区振興事業について 

５．その他 

６．次回開催日程について 

７．閉 会 

 

出席者：１８人（委員１０名、職員８名）傍聴人：０名 

    委    員          職            員 

 役 職  氏   名  出欠       所                 属  氏   名 

 会 長 赤間 聖司  ○ (支所）支所長 佐々木政人 

 副会長 大久保滿彦   ○ (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 寺山 広司  (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 德地 克実   ○ (支所）地域振興課地域振興担当主査 袴田  実 

 委 員  小田 則貞   ○ (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  安保美佐子    (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  三上 正信   ○ (本庁) 企画経済部企画課主幹 上窪 健一 

 委 員 白井かの子   ○    

 委 員 羽立  裕子   ○   

 委 員 岸本 紀子   ○   

 委 員 川村 佳広  ○   

 委 員  山本 侑香      

 委 員  石川  宗  ○   

委  員 辻 カヨ子     
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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２７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赤間会長より

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    

【【【【赤間赤間赤間赤間会長会長会長会長】】】】    

皆様には何かとお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。 

今日から第６期目のメンバーで実質審議に入っていきますが、浜益区のまちづくりにおいては、現在

住んでいる皆さんにとって、暮らしやすいまち、愛着が持てるまち、後世に誇れるまち、こうしたま

ちづくりを目指して取り組んでいく事が大事であろうと思っております。浜益区の特性を生かしたま

ちづくりに知恵、忌憚の無い意見を出し合って、活発な議論をしていければと思いますので、よろし

くお願い致します。 

本日は石狩市過疎地域自立促進市町村計画、平成２８年度の地域自治区振興事業についての協議が主 

なものとなっておりますので、ご審議よろしくお願い致します。 

【【【【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    事事事事    項項項項    

【【【【赤間赤間赤間赤間会長会長会長会長】】】】    

はじめに報告事項１）地域自治区振興事業の成果について、説明をお願います。 

【【【【袴田袴田袴田袴田主査主査主査主査】】】】    

１）地域自治区振興事業の成果について、資料に基づき説明いたします。    

    

資料 地域自治区振興事業の成果について （説明）    

    

【【【【赤間赤間赤間赤間会長会長会長会長】】】】    

只今、地域自治区振興事業の成果についてについて説明がありましたが、何かございますか。 

【【【【徳地徳地徳地徳地委員委員委員委員】】】】    

協力隊は期間が終わった後もカフェ・ガルを続けていくのですか。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

その継続について、まだ判断は聞いておりません。 

【【【【徳地徳地徳地徳地委員委員委員委員】】】】    

協力隊が期間終わった後も、カフェ・ガルを続けていくのなら現状の来客数等を見ると厳しいのでは

ないでしょうか。もし続けていくのなら、もっと変えていかないと生活が成り立たないのでは。 

【【【【赤間会長赤間会長赤間会長赤間会長】】】】    

協力隊の期間は３年ですが、来年３年目と言う事で、その後の状況がどうなるのか、４年後の協力隊

を、新たに募集してやっていくものか、あるいは今の人達がそのまま残っていくのか、その辺も現状の

中でお話していただきたいと思います。    

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

協力隊については３年目の活動と、それ以降についてはまだ方向性について、検討の最中という現実

です。いま会長のほうから意見がありました、４年目以降の協力隊の募集については、現段階では支所

の方からは要望を上げておりません。 

【【【【赤間赤間赤間赤間会長会長会長会長】】】】    

徳地委員よろしいですか。 

【【【【徳地委員徳地委員徳地委員徳地委員】】】】    

はい。この先もしっかりと考えていただきたいです。 

【【【【赤間会長赤間会長赤間会長赤間会長】】】】    

その辺も考慮しながら検討していただければと思います。その他ございませんか。 

【【【【白井委員白井委員白井委員白井委員】】】】    

配食サービスについて、年々減少傾向、自然減は仕方がないと思うのですけれど、新たな掘り出しみ
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たいな募集はかけているのでしょうか。    

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

大々的にＰＲはしていないのですが、介護担当の方からの個別訪問での情報を得て、配食を受けてい

た利用者もいました。残念ながら減少傾向で、新しい掘り起こしはできなかったのですが、支所内部の

中で協力体制は作っております。    

【【【【白井委員白井委員白井委員白井委員】】】】    

わかりました。 

【【【【赤間会長赤間会長赤間会長赤間会長】】】】    

あと他にございませんか。 

【【【【川村委員川村委員川村委員川村委員】】】】    

私もずっと浜益に住んでいる人間ではないので、外から見ると非常に魅力的な施設に映るのです。私

もたびたび食事をしたり、知り合いを連れて来たり、都会からきた人間にとっては、夕日を見たいなと

いう思いを抱かせるような景色と、美味しい物があります。 

後で中学校の紹介もかねて、子供たちがいろいろなアイデアを出したものをお話しする時間を頂いて

おりますが、子供たちも「カフェ・ガル」で景色を見たり、食事をしたりして観光客に楽しんでもらっ

たらどうか、という思いも教師として聞いております。 

中で働く方の体力の部分、いかに活用してもらうかというＰＲの部分、新商品の開発の部分、営業利

益を上げるための努力は、いろいろな方から意見をいただきながら、中でやっている方だけではなくて、

助け舟を出しながら行かないと成り立たないと思うのですが、補助金等について、これを切られるとも

う終わりでないかな、という思いも抱きながら、続けていけたら未来もまた開ける道も残されているの

かなというのが私の思いです。 

【【【【赤間会長赤間会長赤間会長赤間会長】】】】    

あとご意見ございませんか。 

【【【【大久保委員大久保委員大久保委員大久保委員】】】】    

継続するのはいいのですけれども、毎年補助金を出している訳ですが、基金で一括補助して独立させ

る方法は取れないものでしょうか。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

今の形が良いのか悪いのかというと、６年間やってきた実績で、メンバーの方も年々自信がついてき

ている状態ですが、資料に示したグラフのとおり、売り上げは微増ですが伸びております。補助金も当

初から比べると下げた中で行っておりますし、なるべく経費をかけない中で自己資金も減らしています。 

一番ネックなのは、当時のコミセンは経営喫茶を行うための施設ではなく、合併した時点で２つのコ

ミセンを１つにし、その１つを有効活用してやっていこうということで、かなり営業規模に合わない施

設であるのが現実です。 

規模があっていない中で、メンバーで楽しみながらやってきているというのが現実で、大久保委員か

らの考え方もメンバーの方に伝えて、今後どうするかを考えていただければと思います。 

協議事項で改めて説明する予定でしたが、平成２８年度の直接経費ではないのですが、「カフェ・ガ

ルの運営」「新しいメニューの開発」など、アドバイザーの方から意見をいただいて、方向性を出して

行きたいと考えております。 

【【【【赤間会長赤間会長赤間会長赤間会長】】】】    

いろいろな人の意見を取り入れながら、この３年間で最終的にやっていく方向性で、検討していった

ほうが良いのではないでしょうか。 

あと他にございませんか。なければ、この「浜益区地域交流施設運営事業」につきましては、再度継

続とすることが妥当、ということで確認して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。    

【【【【赤間会長赤間会長赤間会長赤間会長】】】】    

再継続することで確認いたしました。 

続きまして、報告事項２）駐在施設の建設について、担当の方から報告を願いたいと思います。    

【【【【開発課長開発課長開発課長開発課長】】】】    

駐在施設建設に関する入札が１１月４日に行われました、結果は落札。工期は１１月１０日～翌年３ 

月１８日まで、年内に着工し年度内の完成を目指すほか、駐在所の体制は署員２名を配置するとのこと

であります。建設に伴い重機車両等の出入りがあることから、近隣住民に対し回覧にて注意喚起を促し
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ます。 

なお、既存の柏木および浜益の各駐在所の解体時期は来年度以降を想定しているとのことでした。    

【【【【赤間会長赤間会長赤間会長赤間会長】】】】    

只今、駐在施設の建設について種々ご説明がございましたけれども、この件についてご質問があれば

お受けいたします。    

【【【【羽立委員羽立委員羽立委員羽立委員】】】】    

駐在の場所については、藤川宅前の駐車場で決定ということになりますか。 

【【【【開発課長開発課長開発課長開発課長】】】】    

はい、決定です。 

【【【【羽立委員羽立委員羽立委員羽立委員】】】】    

ただ区民の方に、なるべく国道に近いところの方が良かったのではないかという意見をいただきまし

た。私たちが街を歩いていますと、警察どこにありますか、とか道を聞かれたときに、奥に入っていき

ますと説明するにも大変なところもありますので、できれば国道の方がよかったのかなという思いがあ

りましたので、発言させていただきました。 

【【【【開発課長開発課長開発課長開発課長】】】】    

警察からは、公有地の選定依頼が市にあり、「浜益７７－６」「きらり前の公園」「寿司屋通」の３選 

定地を警察に回答しました。その後、東日本大震災の影響により、駐在施設の建設予定地は、海沿いか

ら海抜のある場所へと警察内部で検討され、、、、最終的には「浜益７７－６」に決定の運びになったと思わ

れます。 

国道沿いではなく、また、国道から離れた山の上に建設されることから、駐在施設の場所をアナウン

スする案内板の国道敷地内への設置を警察に要望したいと思います。    

【【【【赤間会長赤間会長赤間会長赤間会長】】】】    

あとご意見ございませんか。    

【【【【石川委員石川委員石川委員石川委員】】】】    

場所的にはわかったのですが、そこに２名配置されるのですか。    

【【【【開発課長開発課長開発課長開発課長】】】】    

新たに建設される駐在施設には１世帯分が確保されるものの、もう一世帯分の確保をををを警察から市市市市はははは要

請されています。支所にて探しています。    

【【【【赤間会長赤間会長赤間会長赤間会長】】】】    

他にご意見ございませんか。    

    

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

【【【【赤間赤間赤間赤間会長会長会長会長】】】】    

それではないようですので、次に協議事項１）石狩市過疎地域自立促進市町村計画について、説明願

います。 

【【【【上窪主幹上窪主幹上窪主幹上窪主幹】】】】    

１）石狩市過疎地域自立促進市町村計画について、資料に基づき説明いたします。 

 

  資料 １）石狩市過疎地域自立促進市町村計画について （説明） 

 

【【【【赤間赤間赤間赤間会長会長会長会長】】】】    

只今、石狩市過疎地域自立促進市町村計画について、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。 

【【【【川村川村川村川村委員委員委員委員】】】】    

「住宅の整備」という話題が出ましたけれど、浜益に人を呼んで住んでもらう、あるいは別荘にし

てもらうなどの企画が盛り込まれている、という解釈でよろしいですか。 

【【【【上窪主幹上窪主幹上窪主幹上窪主幹】】】】    

はい。 

【【【【川村委員川村委員川村委員川村委員】】】】    

見込みといいますか、事業の見通しといいますか、想定される事案とかあるのでしょうか。 
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【【【【上窪主幹上窪主幹上窪主幹上窪主幹】】】】 

先般、東京で北海道石狩振興局主催の札幌圏移住相談会がありまして、10数件の相談を受けました

が、管内では北広島市で既に「ちょっと暮らし」ができる住宅を用意しておりまして、石狩市にもな

いのですかという相談も複数寄せられています。ニーズは、相当数あると思われますが、過疎計画に

載せるだけで出来るものではないので、引続き地域協の議論も踏まえ、支所と連携しながら施策を進

めなければと考えています。 

【【【【赤間会長赤間会長赤間会長赤間会長】】】】    

浜益区の空き家で、活用できる物件の調査をしたことがあるのですか。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

以前にも話はあり、相当数ありました。実際は、所有者の追跡をしていくのが難しく、仮に見つけ

たとしても、お盆や夏場だけとか使うので、誰かに貸すとかは出来ないとの回答でした。 

【【【【木村課長木村課長木村課長木村課長】】】】    

最近解体している住宅が多く、活用できる住宅は、少ないと考えています。 

【【【【赤間会長赤間会長赤間会長赤間会長】】】】    

他にご質問が無ければ、石狩市過疎地域自立促進市町村計画について、質疑を終わりたいと思いま

す。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。    

【【【【赤間会長赤間会長赤間会長赤間会長】】】】    

それではないようですので、次に協議事項２）平成２８年度地域自治区振興事業について、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２８年度地域自治区振興事業について、資料に基づき説明いたします。 

 

資料 平成２８年度当初要求事業予算調書「浜益区民コミュニティ普及推進事業」 （説明） 

 

【【【【藤巻主査藤巻主査藤巻主査藤巻主査】】】】    

２）平成２８年度地域自治区振興事業について、資料に基づき説明いたします。 

 

資料 平成２８年度当初要求事業予算調書 

「（仮）浜益「いっぺ、かだれや」ヘルシーウォーク事業」（説明） 

 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

２）平成２８年度地域自治区振興事業について、資料に基づき説明いたします。 

 

資料 平成２８年度当初要求事業予算調書「浜益区地域交流施設運営事業」（説明） 

 

【【【【羽立主幹羽立主幹羽立主幹羽立主幹】】】】    

２）平成２８年度地域自治区振興事業について、資料に基づき説明いたします。 

 

資料 平成２８年度当初要求事業予算調書「浜益区水産物等普及プロジェクト事業」（説明） 

 

【【【【赤間会長赤間会長赤間会長赤間会長】】】】    

只今、それぞれ担当からご説明がありました４件の地域自治区振興事業については、地域協議会の

意見等を聞いた上で、支所は本庁に提案できる仕組みとなっておりますので、充分な協議をして行き

たいと思います。 

初めに１点目の「浜益区民コミュニティ普及推進事業」についての、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。 

【【【【委員多数委員多数委員多数委員多数】】】】    

ありません。 
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【【【【赤間会長赤間会長赤間会長赤間会長】】】】    

それでは次に、「（仮）浜益「いっぺ、かだれや」ヘルシーウォーク事業」についての、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。 

【【【【小田委員小田委員小田委員小田委員】】】】    

最近、熊が出没すると話を良く聞くのですが、時期的に熊の出る時期とかは大丈夫なのでしょうか。 

【【【【藤巻主査藤巻主査藤巻主査藤巻主査】】】】    

以前のコースの時は、そういう心配があって、千本なら方面は車の行き来が多く、熊も出ないとい

う事もあって、そちらに移した経緯があります。 

小田委員の心配されるとおり、そういうことも考えられますので、事前にコースを見回りなど、事

務局の方ではそんな事もやりつつ、その対策を取り例年実施しているところではあります。 

【【【【赤間会長赤間会長赤間会長赤間会長】】】】    

よろしいですか。他にございませんか。 

【【【【徳地委員徳地委員徳地委員徳地委員】】】】    

印刷製本費の３３万円はポスター代ですか。 

【【【【藤藤藤藤巻主査巻主査巻主査巻主査】】】】    

ポスター代、募集要項、プログラム等すべての製作経費です。 

【【【【赤間会長赤間会長赤間会長赤間会長】】】】    

よろしいですか。他にございませんか。 

【【【【川村委員川村委員川村委員川村委員】】】】    

ネットでの申込みやＰＲは今どのような状況でしょうか。 

【【【【藤巻主査藤巻主査藤巻主査藤巻主査】】】】    

例年７月から募集をかけるのですが、その７月１日から観光協会のホームページに載せておりまし

て、そこから「フォーム」で申し込みが出きるようになります。その他にさっぽろ広域観光圏のホー

ムページもあるのですけれども、そちらの方にも載せております 

【【【【川村委員川村委員川村委員川村委員】】】】    

反応、そこからの申し込みのパーセンテージといいますか、どうでしょう。 

【【【【藤巻主査藤巻主査藤巻主査藤巻主査】】】】    

そんなにホームページからは多くなく、１０名前後でしょうか。 

今回多いのは、札幌で配布している無料冊子「ふりっぱー」に載せている効果が多くて、そこから

の参加者が一番多いような状況です。昨年から札幌市各区役所にも置かせていただいて、そちらから

の応募も増えてきています。 

【【【【赤間会長赤間会長赤間会長赤間会長】】】】    

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】】】】    

ありません。 

【【【【赤間会長赤間会長赤間会長赤間会長】】】】    

それでは次に、「浜益区地域交流施設運営事業」」についての、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。 

【【【【委員多数委員多数委員多数委員多数】】】】    

ありません。 

【【【【赤間会長赤間会長赤間会長赤間会長】】】】    

それでは次に、「浜益区水産物等普及プロジェクト事業」についての、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。 

【【【【委員多数委員多数委員多数委員多数】】】】    

ありません。 

【【【【赤間会長赤間会長赤間会長赤間会長】】】】 

今年のサマーイベントは、「花火大会」非常に、子供、高齢者に感動を与えたイベントでした。大

変良かった。こうした力をこれからもバックアップしていくのが、地域の活性化につながると思いま

す。 

他にご意見等無いようですので、只今担当からそれぞれ説明がありました４事業につきましては、
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平成２８年度予算要求する事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】】】】    

ありません。 

【【【【赤間会長赤間会長赤間会長赤間会長】】】】 

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

て確認されたので、支所から本庁に対して平成２８年度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    

【【【【赤間赤間赤間赤間会長会長会長会長】】】】    

次にその他について何かございますか。 

【【【【川村川村川村川村委員委員委員委員】】】】    

ＪＩＣＡ研修員学校訪問について、資料に基づきお話したいと思います。 

 

資料 ＪＩＣＡ研修員学校訪問について （説明） 

 

【【【【赤間赤間赤間赤間会長会長会長会長】】】】    

ありがとうございます。他にございますか。 

【【【【佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長佐々木支所長】】】】    

 議会報告会のお知らせです。今年は１１月１３日今週の金曜日に午後６時から毘砂別会館において、

議会の報告会を開催する予定です。皆さんに行っていただければと思います。 

 「道の駅」の関係で１１月１９日漁協組合員、１１月２４日農協組合員との情報交換会を予定して

います。新しい情報があれば地域協議会で報告したいと思います。    

【【【【赤間会長赤間会長赤間会長赤間会長】】】】    

他にございますか。    

    

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    

【【【【赤間赤間赤間赤間会長会長会長会長】】】】    

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。 

【【【【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、１２月１５日水曜日午後６時００分からとしたいと思います。いかがで

しょうか。 

【【【【赤間赤間赤間赤間会長会長会長会長】】】】    

只今、事務局から提案ありましたとおり、次回開催は１２月１５日水曜日午後６時００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    

【【【【赤間赤間赤間赤間会長会長会長会長】】】】    

 以上をもちまして平成２７年度第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。 

 

平成２７年１２月１５日議事録確定 

 

                                石狩市浜益区地域協議会 

  

                                会 長  赤 間 聖 司 


