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平成２２年度第４回石狩市行政評価委員会議事録（要点筆記、委員長署名方式） 

 
日 時：平成２２年７月１５日（木） １３：３０～ 
場 所：石狩市役所３階庁議室 
出席者：次のとおり 
 

委  員 職  員 

役職 氏  名 出欠 所 属 氏  名 

委員長 菅野 勲 ○ （事務局）企画経済部長 佐々木隆哉 

副委員長 徳田 昌生 ○ （事務局）企画課長 松田  裕 

委員 門馬冨士子 ○ （事務局）企画課企画担当主査 中西 章司 

委員 堀 弘子 ○ （事務局）企画課企画担当 笠井  剛 

   生涯学習部長 三国 義達 

         社会教育課長兼公民館館長 清水 雅季 

   文化財課長 工藤 義衛 

   総務部長 川又 和雄 

   総務課長 細川 修次 

   総務課危機管理担当主査 山口 恒心 

   企画経済部長 佐々木隆哉 

 
傍聴人：2名 
 
１ 開会 

【事務局：松田課長】 

 それでは、平成22年度第4回行政評価委員会を開催したいと思います。 

本日は、「芸術・文化の振興」と「消防・防災体制の充実」についてのヒアリングを行い

ます。それぞれ１時間程度を予定しておりますので宜しくお願いいたします。 

また、傍聴でお越しいただいた皆様に措かれましては、この公開ヒアリングと並行しま

して、パブリックコメントの意見募集も行っておりますので、この委員会での発言機会は

ございませんが、忌憚のなき意見をお寄せいただけますようお願い申し上げます。 

それでは、この後の進行につきましては、委員長にお願いいたします。 

 

２ 質疑 
【菅野委員長】  
 それでは、「芸術・文化の振興」について、ヒアリングを進めていきますので、宜しくお

願いします。 
 まず、私の方から質問をさせていただきます。 
 芸術・文化を行政が直接担うという部分でいきますと、「いしかり砂丘の風資料館」、「厚

田資料室」、「はまます郷土資料館」を運営されている訳ですが、その他の部分では、関係
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団体の支援ということになると思います。この関係団体についてですが、ここ数年の事業

費、補助額などは、横ばいですが、ある時点から見ると、補助額が減っているような状況

も見受けられます。団体の活動としては、活発に行われているのか、それとも状況によっ

ては、停滞している団体もあるのかなど、現在の文化活動の環境、状況について教えてい

ただけますか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 今の文化活動の状況ということになりますと、大きく分けて二点になります。 
 一点目は、文化財の保護・活用の関係になります。これまでの旧石狩市域で行われてき

た活動範囲に、厚田、浜益が加わりましたが、厚田、浜益地域の調査、整理はまだ終えて

いない状況です。文化財として価値の高いものがまだまだあると見ております。 
また、これらの活動について、ある意味では、市民協働と言う言葉が生まれる前から、

教育委員会の職員である学芸員と地域の郷土研究家の方達と二人三脚で研究を行ってきて

います。ただ、今申し上げたとおり、厚田、浜益の文化財の調査、整理と、今後それをど

のように市民の方に活用していただくかということが課題としてあります。 
事業費につきまして、従前に比べ額が小さいのは、かつては宅地開発が進んでいた時期

でもありまして、この宅地開発などで、施設などを作る際には、文化財法に基づき、埋蔵

文化財の有無を調べなければいけないため、これに関係する発掘調査費が大きく占めてい

ます。個別の研究費などについては、大きく変わってはいません。 
二点目は、市民の文化活動です。この文化活動の主体は公民館などで行われている、サ

ークル活動等が主となります。そして、これらのサークル活動を横断的に支援している代

表的な組織として、文化協会があります。しかし、これらサークル等は、継続して活動し

ているものの、これまで活動してきた方達の高齢化が進み、新規会員の拡大、あるいは 新

規サークルの立上げという部分で、活発になされているとは言い難く、全体的にも比較的

固定化している感があると思います。ただ、今年度より、花川北地区の旧紅葉山小学校の

跡地に生涯学習センター機能をもった、「学び交流センター」を整備しています。今後様々

なサークル活動等の活動拠点としての場を提供できるようにしていきます。 
そして、もう一つ、文化協会についてですが、現在、NPO法人化に向けて、活発な動き
になってきております。この文化協会との連携によって、今後新たな文化カルチャー的な

体験講座などを開催し、人や活動を繋げていくことで、各種文化活動を活発化させるとい

うことも考えております。生涯学習分野になりますが、文化活動に先行して、昨年開校し

た「市民カレッジ」では、予想以上の拡大と活性化が成されています。これは、個々人が

様々な生涯学習活動を行いたいということで、集まってこられた方達ではありますが、潜

在的には文化活動に造詣が深い方がいらっしゃいますし、文化活動のサークル化も十分使

えるものであると思っています。当面はこうした活動に力を入れていきたいと考えていま

す。 
 
【徳田副委員長】 
 「芸術・文化の振興」ということに関しては、目的としては「心の豊かさを育む」とい

うことなのでしょうが、これ自体は形に表れてこないという非常に難しい部分があると思
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います。産業振興は目に見えて現れますが、芸術・文化は目に見えにくいと思います。私

としては、石狩市の今後の発展には目に見える芸術・文化の振興が必要なことだと思って

います。その場合、市が上から押し付ける文化振興ではなく、施策評価シートの「現状」

で書かれている「各種芸術・文化団体による自主的な活動の一層の促進」とありますが、

これについては、私も同感です。そうなると、市民団体あるいはサークルが中心となって

活発化するシステム作りが必要と考えます。従って市はそういったシステムや環境作りに

ついて、「学び交流センター」の整備を進めていますが、必ずしも十分ではないという印象

を持っています。それを支えて発展させるために、市は今後の方向性としてどのように考

えていますか。 
 
【清水社会教育課長】 
 市が主体となって取り組むというのは全市民を対象としたときには難しいことですので、

団体やサークルのお力を借りて、市民との協働という形でどのように広げていくかという

部分が重要だと考えています。そうした中でどうシステムを構築するかということがポイ

ントとなってくると思いますが、これまでも文化協会や各ＮＰＯ団体等の支援を進めてき

ましたが、超高齢化社会が進行する中で一層ポイントを絞って、より効果が上がるような

仕組みの検討を始めなければならないと考えています。具体的にどうするかは現状では持

ち得ていませんが、市民協働が進む仕組み作りを考えていきたいと思っています。 
 
【徳田副委員長】 
 「芸術・文化の振興」については、市民一人当たりの施策コストを千円しかかけていな

いと言えると思います。この額が妥当かどうかはわかりませんが、決して多くはないと思

います。芸術・文化は目に見えて成果が現れてくるものではありませんので、コストをか

けにくいと思いますが、この市民一人当たり千円というのはどのようにお考えですか。他

市町村との比較などあれば教えてください。 
 
【三国生涯学習部長】 
 他市町村との比較データは持ち合わせておりませんが、通常文化関係での経費は主に文

化ホールですとか、施設の運営にかかる経費が大半となると思います。本市ではコミュニ

ティセンターでの活動が多くなるので、ここには数字として現れてこないということにな

ります。また、何より文化芸術に関する経費と評価の仕方について、他と同じ視点で評価

することは中々難しいと思います。しかしながら行政として限られた財政の範囲で行うこ

とには自ずと何らかの限界があります。6 万人規模の都市でかけられる経費を考えますと、
文化・芸術に資するものからできる、というものではありません。高い芸術性に触れたり、

体験したりできる場を用意するということには非常に経費がかかりますが、市民が行おう

としている文化活動をし易くする環境を整えるというのは小さい町でもできることですか

ら、こういうことに主眼を置いていけば、自ずとその経費の範囲でできるのではないかと

思います。文化・芸術の振興と経費について考えさせられる単的な例を申し上げれば、本

年度の道の新年度予算で、道教委が美術館で藤田嗣治の絵画を買おうとしたことでありま

す。6千万円という破格値の安さで買えるということもあって予算要求したもので、この購



 4 

入費には元々美術品を購入するため積み立てた基金を充てるため一般財源も使わないとい

うものでした。しかしながら、道の財政危機を踏まえると道民感情を逆なでするという配

慮から取りやめになったというものです。長期的に見れば非常に難しい判断であったと思

います。一時的な市民の感覚というのもありますけれども、やはり文化・芸術といったも

のに対する視点というものをしっかりと持たなければ、その時々で右往左往してしまうと

いうことになるのだと思います。経費に対する考え方は以上です。 
 
【門馬委員】 
 お話しを聞いていると生涯教育と芸術文化の振興というのはかなり重複していると思う

のですが、現場ではどういう区別されているのでしょうか。文化協会の支援といっても生

涯教育の延長にあるのではないかと思います。生涯教育活動と文化支援活動はどのあたり

で線を引いているのでしょうか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 事務事業の際には、難しく考えるのではなく、単純に文化的サークル活動と個人の学習

活動の範疇に分けていると思います。恐らく個別の生涯学習活動が大きくて、その中に集

団的な文化サークル活動という部分があるという捉え方だと思います。このご質問につき

ましては、「文化とは何ぞや」という究極の話になってしまいます。これは文化活動の内容、

すなわちやっていることの是非で考えるより、人のとしての営みが、その人のみの活動で

完結するのではなく、有形・無形を問わず次の世代へ積み重なって進展していくものを文

化と称すると理解しています。例えば、有形のものであれば書物、絵画などがまさにそれ

ですし、無形のものであれば慣習や風習など伝承していくもの全てが文化になり得ると思

われます。これらの後世に伝わる営みこそ、地球上で人間のみが為しえるものといえます。

例えば、科学技術も分野的には文化の範疇に入れないのが通例でしょうが、この視点でみ

れば広義の文化といえます。すなわち文化を活動の種類ではなくて、世代を跨る行為の体

系という視点で見ていくと、この営みが文化活動であり、自分を高めるため、自分自身の

高揚で完結する活動が生涯学習活動であると理解するほかないと考えます。従って、同じ

活動でもこの視点の見方によって異なることになり、場合に応じて文化だったり、生涯学

習だったりするものと考えます。 
 
【堀委員】 
 色々な市民団体があって、それを支援していくことは大切なことだと思いますが、いつ

までも支援するのではなくて、その団体が自立して活動していくという方向性を導いてい

くというのが必要だと思います。石狩市の中でも色々な団体があって、できた時から自立

している団体と肝いりで作って、いつまでも市が支援している状態の団体と 2 通りあると
思います。私は、やはりある程度その団体が自立していく方向性を見つけるべきだと感じ

ていて、これから、生涯学習センターができた時に、そこに入ってくる団体もいつかは自

立する方向性を目指すような支援を考えていくべきだと思います。 
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【清水社会教育課長】 
 支援の在り方については、市が進めている市民協働の理念にも繋がるということからも、

それぞれの団体が自立的に活動していただけるよう、今後進めて行ければと思います。 
 一方で中々難しい部分もあり、自己完結型の活動団体であれば、ある程度の確立された

活動の中で、国や道などの補助金を活用するなど、運営上の資金的な問題も解決できるの

ですが、文部科学省の支援制度や、市の補助も含めて、芸術・文化に関する補助金という

のは、単発的、イベント的な事業に対する補助が多く、人件費込みの支援制度がない中で、

このような公共的な活動しか行えない団体は、安定的な財源を得る手段がない状況にあり

ます。また、このような団体が収益を上げるために入場料などを高く設定すると、入場者

が減るなどの悪循環が生まれてしまうなど、自立性を高めるのに非常に難しい分野である

と認識しております。 
ただ、そうはいっても、堀委員からありましたように、自立していけるようにする支援

の在り方というものは、常に考えていかなくてはならないと思います。 
 
【堀委員】 
 言っていることは分かりますが、ある程度の収益を出して団体の運営をできるように市

民の方への負担ということも考えて開催していかなければいけないと思います。どうして

も、市などからの支援があると、入場者数を増やすために入場料を抑えてしまう傾向があ

ると思います。ただ、そうではなく、市民の方に良いものを観てもらうということは、そ

れ相応な負担は必要になってくると思います。民間で行っているイベントなどでは、それ

なりの経費が掛かる訳ですから、人を集めるための工夫など色々と努力をしています。こ

の辺の感覚が少し薄いのではと個人的には思うところもありますので、支援の在り方を考

えるべきではないかと思います。 
 
【菅野委員長】 
 札幌圏域では、自ら芸術・文化に親しめる環境にあると思います。定期的、大々的にイ

ベントなどを開催する必要性はないと思いますので、その団体にあった規模のイベントな

どの実施を考える必要があると思います。そして、堀委員が言ったように自立して活動し

ていくという部分への支援が必要だと思います。文化協会のＮＰＯ法人化のように、この

立上げに関する支援を展開していくなど、定期的に一定の割合で補助を交付していては、

自立は難しいと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 文化協会のＮＰＯ法人化についてですが、文化協会と市の両方から見たメリットとデメ

リットを具体的にお聞かせください。 
 
【清水社会教育課長】 
 今回のＮＰＯ法人化について、文化協会としては、法人格を持つことで、約 70団体、約
1,000人を抱える複合的な団体として、運営していくことになりますので、対外的に運営状
況を示した中で、社会的責任、社会的認知のもと、自主的に事業を進めていかなくてはな
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りません。任意団体にはない運営体として自己責任を持った中で、これからの石狩市の芸

術・文化の中心核として、活動してくれることを期待するところです。そして、これらの

ことが協会と市のメリットと言えると思います。ただ、ある意味、この「責任を背負う」

ということでは、デメリットとなる部分なのかもしれません。 
また、高齢化社会が進む中、いかに生きがいを持って生活していける状況をつくってい

くかという課題がある中で、文化協会が市民の芸術・文化の振興に携わることで、市民に

活力を与えられるような活動をこのＮＰＯ法人化を一つの契機として、取組んで行きたい

ということも、ＮＰＯ法人化へのきっかけの一つとなっており、このこともメリットであ

ると考えます。 
 
【徳田副委員長】 
 法人格を取得することで、活動がし易くなるというようなお話でしたが、文化協会とし

ての経費的なものはどのような状況でしょうか。 
 
【清水社会教育課長】 
 法人格取得に伴い、株式会社のように資金を用意しなければならないなどの問題もない

ので、営利を求める団体に比べて設立はし易いと思います。したがいまして、今の資金計

画から大幅な変更は必要ないものと考えております。ただ、運営を安定させていくために

は、収益を上げて、特定非営利活動事業に投入していき、より発展的に芸術・文化事業を

進める中で、事業規模を拡大していければいいのではと考えております。 
 
【徳田副委員長】 
 ＮＰＯ法人にならなくても、収益の部分、事業規模の拡大などについては、今の状態で

も、これらの展開ができると思うのですが。 
 
【清水社会教育課長】 
 これについては、法人格を取得することで、これまでの個人名義での契約行為を、法人

名義として契約でき、例えば、契約トラブルがあった場合、法人ではなく個人名義の場合

については、文化協会会長個人に責任を負わされることになります。したがって、団体活

動を次のステップにもっていくためには、法人と法人の契約行為ということが、様々な場

面で必要となってきますので、新たな展開を図るためには、法人となることが望ましいと

思います。 
 
【菅野委員長】 
 次に資料館については、何かございませんか。 
 
【徳田副委員長】 
 施策評価シート「（5）今後の取り組み方針」に「【指標 2】これまでほとんど資料館で文
化財課の講座を実施してきたが、今後は、資料館を基本としながらも、出前講座や図書館

等関係機関とのタイアップ事業など、積極的に市内各所に出向いて講座や文化財資料のＰ
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Ｒ・啓発する。」とありますが、従来の取組みと具体的に何が違ってくるのか説明願います。 
 
【工藤文化財課長】 
 合併時の状況といたしまして、旧石狩市には専門職員の学芸員が配置されていましたが、

厚田、浜益には、専門職員がいませんでした。旧石狩市では、学芸員による講座などが展

開されていたのですが、これまで、厚田、浜益では講座を開催するに至ってなく、また、

合併から 5 年が経過し、厚田資料室も整理されましたので、今後は積極的に出向いて講座
などの開催をしていくことで考えております。 
 
【三国生涯学習部長】 
 従前は、依頼があれば、文化財課の方で講師として出向いていましたが、その他の講座

やイベントなどでは、資料館へ来て下さいというスタイルで行っていました。これですと

来ていただける方も限られていましたので、これからはそういうスタイルではなく、講座

によっては、資料館以外でも出来るのではないかということから、こちらから学校や図書

館などに出向いて講座を行う、あるいは「海浜植物保護センター」や「川の博物館」など

の関係機関と連携して、共通のテーマ設定に基づくイベント・研究を行うなど、市民への

ＰＲ・啓発の手法を工夫して変えていこうと考えております。 
 
【徳田副委員長】 
 厚田資料室がリニューアルして、非常に良くなったということですが、オープン初日の

入館者数も前年よりもかなりの数が増えたと聞いております。現時点での入館者数はどの

程度になっていますか。また、はまます郷土資料館については、今後、どのような展開を

考えていますか。 
 
【工藤文化財課長】 
 厚田資料室の入館者数は、ここ三ヶ月で、およそ 1,500 人程度入っています。はまます
郷土資料館についてですが、「教育プラン」において、今後 5年間ではまます郷土資料館に
限らず、市内の資料館全体の中で、方向性を検討するという位置づけになっています。ま

た、はまます郷土資料館は、現在、市の指定文化財にもなっていますので、その活用法な

ども含めて、検討を始めたばかりですので、これについては、もう少し、時間が掛かると

思われます。 
 
【門馬委員】 
 これらの資料館について、目的に「市民が自然、歴史、文化などを学ぶ機会を提供する。」

とありますが、これは、確かにそのとおりだと思います。文化財課長の所管外の話しにな

ってしまいますが、もう一つ切り口を変えて、例えば、札幌市などからの観光客をターゲ

ットにして、石狩市の自然、歴史、文化を広く知らしめるということなど、観光資源とし

ての活用など、何か考えられないものでしょうか。 
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【工藤文化財課長】 
 今後の資料館の検討方針という部分で、お話しをさせていただきますと、「資料館の役割

や目的、市民にとってどういう場所であるべきか」ということで、検討を始めています。

現在の検討の中でも、「まずは、来てもらわなければいけない。」というところで、今後、

石狩市民にどのようなサービスを提供できるかということと、同時に石狩市以外の方にも

如何に魅力を感じてもらい、入館者を増やしていくかということを検討しているところで

す。 
 
【菅野委員長】 
 この砂丘の風資料館の活動ということで言えば、かなり努力していると思っています。

部長のお話しでは、今後は、出前講座などを通して、対外的に情報発信をしていくという

ことでした。厚田資料室、はまます郷土資料館については、歴史的な問題もあるでしょう

し、砂丘の風資料館と同じ見方が出来ない難しさなどもあると思います。しかし、合併の

問題もありますが、厚田、浜益の今後の在り方や、特に、はまます郷土資料館は「人」が

集まる環境にないということなど、連携の仕方など今後の方向性を考えていかなければい

けないところですね。 
 
【三国生涯学習部長】 
 この度の「教育プラン」で、厚田、浜益の資料室、資料館の一定の方向性を示せれば良

かったのですが、合併前からの旧村民のステータス的なものが残っている場所になります

ので、簡単に「こちらの資料館に集約します。」ということにならないということと、今の

ままで良いのかという問題もあります。厚田で言えば、今回のリニューアルで、4人の偉人

に絞って、オープンした訳ですが、はまます郷土資料館については、教育委員会だけでは、

議論できないのではと考えております。先程、門馬委員から観光の視点でというご意見が

ございましたが、現在、はまます郷土資料館の上に「カフェ・ガル」がオープンしていま

す。ここのロケーションを活かして、ニシン番屋的なものとして、休憩できるような、小

スポットとして、活用できないかなども合わせて考える必要もあろうかと存じます。仮に

そうなった場合でも、排水などの水の問題、アクセス道路の問題などが出てきます。また

「はまます郷土資料館」に展示し切れない文化財をどこに保管し、どう活用するか、とい

う課題もあろうかと存じます。これらのことについては、地域振興と密接になりますので、

教育委員会だけの問題ではなく、総合計画の後期見直し時への組込みなども含め検討が必

要だと考えています。 

 
【徳田副委員長】 
 私も門馬委員の意見に同感です。資料館、資料室での展示などの内容の充実はもちろん

大事ですが、ただ、内容を充実させたからといって、来館者が増えるというものでもない

という問題もある訳です。来館者を増やすためにも色々な方法を考えていかなくてはいけ

ないと思います。一度、来ていただいて、リピーターを増やせるような工夫など、例えば、

浜益であれば、さくらんぼ狩りとのタイアップで、半券で料金を安くするといった、観る、

食べるなどの観光的要素も入れていくということなど、教育委員会だけではなく、もっと
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広く、様々な分野の所管と検討していく必要があると思います。来館者が増えれば、もっ

と良いものを見せたいなど、そこに取組まれる方達の意欲も向上するといった効果もある

のではないかと思います。もっと、色々な角度から取組む必要があると思います。 
 
【菅野委員長】 
 次に「美登位創作の家管理運営事業」についてですが、今後も維持してくのでしょうか。 
 
【清水社会教育課長】 
 創作活動に特化した施設として、現在も写真と木工でそれぞれ札幌の方が長期的に利用

されています。このような特徴を持った施設が市内では、ここだけですので、大事にして

いきたいという考えはあります。また、宿泊棟もあり、結構ニーズもあります。 
 
【菅野委員長】 
 一つ気になることは、そういう方達の作品は、市民が見るという機会があるのかという

ことと、地元の方達は理解されているのでしょうか。 
 
【三国生涯学習部長】 
市民が見るという機会については、中々難しいものがあるかと思います。 
また、作品によっては、彫刻など大きい造形物などは、こういう施設でなければ出来な

いですし、作成に時間を掛けるため、長期的に利用することになります。利用料としても

それなりの収入になります。そして、この施設は廃校となった学校を活用しているのです

が、廃校となったときに、地元の方達は、このような旧学校の活用により、色々な方達に

利用してもらい、そこへ人が訪れてくれるということを望んで、こういう施設としての残

し方を希望しました。ただ、いくつかの視点で見たときには、非常に複雑な部分もある訳

です。例えば、「市民が利用しているのか」、「市民への還元」ということなどが、ある部分

では言われると思います。しかし、こういう活動の場がなければ、じっくり構えた創作も

出来ないと考えますし、札幌の近くでこのような活動の拠点があるということは、これも

芸術・文化の振興策の一つと考えます。 
 
【菅野委員長】 
 確かに石狩市の芸術・文化の振興を図るうえでは、必要なものかもしれませんが、多く

の市民がこの存在を知らない、理解していないと思います。将来もこのような形でいくの

でしょうか。 
 
【三国生涯学習部長】 
石狩市民には減免制度もあり、市民向けの特定のサービスはある訳です。利用するかし

ないかということだと思います。そして、こういう活動をする方というのは、総体的にご

く少数の方ですので、現にそこを利用したいという人が市外にもいるということからも、

これを石狩市民限定にすることが、果たして良いのかということがあると思います。そう

いうことでは、費用対効果が非常に計りづらいと思いますし、芸術・文化の振興の難しさ
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でもあると思います。 
 
【堀委員】 
 ここの利用で、長期間占有して使用している方以外の利用状況はどうなっていますか。 
 
【清水社会教育課長】 
 利用者の 3 分 2 くらいは、先程の長期利用の方になりますが、それ以外では、町内会活
動や行事での利用となっています。 
 
【堀委員】 
 また、事業評価シートの「活動指標」の「開館日数」では、冬も利用できるから、309
日となっている訳ですね。 
 
【清水社会教育課長】 
 はい。 
 
【徳田副委員長】 
 事業評価シートの「改革改善を実施する上で解決するべき課題とその解決策」で、「利用

促進のためのインターネット等による情報提供を行う」とありますが、具体的にお聞かせ

ください。 
 
【清水社会教育課長】 
 現在もホームページにアップはしていますが、アピール度では、まだまだ充分ではない

と認識しております。市内に限らず、市外へもアピールしていくことが求められていると

思います。 
 
【堀委員】 
 勉強会の時に「いしかり砂丘の風資料館」の事業評価シート「改革改善を実現する上で

解決するべき課題とその解決策」の「学芸員の充実を図る。」という部分で「具体的な方策

はありますか」という質問に対し、「1 名の学芸員を再任用しているが、再任用としての勤
務体系などの問題もあり、本採用の学芸員を入れることで、より充実させることが出来る」

という回答でした。先程の説明の中でもありましたが、厚田、浜益の調査・整理の問題な

ど、学芸員を充実させることで解決して、それが新たな観光資源などに結びついていくと

思うのですが、この学芸員の増員については、現実味のあるものなのですか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 学芸員とはいえ、市の職員ということになります。3市村で合併するにあたり、職員の削
減効果などを示した上で合併しておりますことと、専門職の採用になりますので、市人事

当局では難色を示しており、中々厳しい状況ではあります。ご承知のとおり、合併前の旧

石狩市だけで、3人体制だったのが、学芸員を配置していない厚田、浜益を加えた中で、資
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料等の整理を行わなくてはいけない状況にあります。また、3人のうち、1名が再任用とい
うことで、教育委員会としては、学芸員の確保に向けて、要望をしてまいります。 
 
【徳田副委員長】 
 「地域創造アトリエ事業」のアートウォームについてです。 
石狩市では、芸術を鑑賞できる場所というのが、非常に少ないと思います。このアート

ウォームもその一つですが、現在の開館日数が少ないという印象があります。開館にあた

っては、何かイベントなどがないと、何もない時などは、コストなどの管理運営上の問題

などで開けられない状況なのでしょうか。 
 
【清水社会教育課長】 
 先程の自立性というお話がありましたが、やはりそこに収入が発生しないと運営ができ

ません。以前は、喫茶店が入っていましたので、そこで収入を得て開館することができて

いましたが、喫茶店がなくなった今は何もないまま開けるだけでは、支出だけが発生して

しまいます。現在は、イベント等がある場合に開館している状況だと聞いております。 
 
【徳田副委員長】 
 喫茶店だけでは、赤字となってしまうのでしょうか。例えば、常設店として入ってもら

い、そこへ展示品を置くなどの運営は難しいのでしょうか。 
 
【清水社会教育課長】 
 電気設備などを含め、建物全体の作りが喫茶店仕様になっていないので、喫茶店として

は、かなりのコストが掛かってしまいます。それを売上で埋めるということは、ほぼ不可

能な状況です。 
 
【堀委員】 
 今、子育ての関係で何か入っていると聞いていますが、それによって、毎日開館してい

るというものではないのでしょうか。 
 
【清水社会教育課長】 
 「子育てカフェ」として、活用したいということで、今年の 4 月から開設に向け、動き
だしています。 
現在、カフェを立ち上げるための検討とカフェを活用した新たな取組みについての検討

を進めていまして、週 2回から 3回のワークショップを開催している状況です。「子育てカ
フェ」を通した子育て支援の様々な取組みを検討していると聞いております。また、この

検討の中で、うまく運営していけるかということで、今年の 10月のグランドオープンに向
け、8 月にプレオープンを予定していると聞いています。10 月のオープン以降は、冬期間
を除く、月、水、金の週 3 日の営業を予定しており、将来的には、冬期間も開けて通年で
運営出来るようにと考えているそうです。 
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【堀委員】 
 ただ、以前に冬期間の運営には、暖房費、除雪費などかなりのコストが掛かるというお

話をされていましたが、「子育てカフェ」にしても、収支的に難しくなる可能性はあります

よね。 
 
【清水社会教育課長】 
 この子育てに携わるお母さん達が、どれだけ人を集められるか、どれだけ回していける

かということが重要なポイントになると思います。「子育てカフェ」が動き出した時には、

その効果性を見ながら、冬期間の開館時間を短くするなど色々と工夫した中で運営はして

いけるとは思います。ただ、まだ、運営の実績がない中で、通年で運営できるかなど、ま

だまだ先行きが見えない状況ですが、まずは、動き出して、実績を積んでいく中で、将来

的な見通しを立てようということで進めていると聞いています。 
 
【菅野委員長】 
 あの建物はＪＡの建物ですが、市で借りているのでしょうか。 
 
【清水社会教育課長】 
 いえ。市からＮＰＯ法人アートウォームへ補助金を出していまして、その中からＮＰＯ

法人がＪＡに支払をしています。 
 
【菅野委員長】 
 そうしますと、ＪＡとＮＰＯ法人が賃貸契約を結んでいるということですね。 
 
【清水社会教育課長】 
 そうです。 
 
【菅野委員長】 
 あのような施設を活用しないで、閉めているというのは、勿体無いと思います。 
 
【清水社会教育課長】 
 冬期間は閉めているという現状は望ましくないと思っています。活用をどうしていくか

ということが、開館期間を伸ばしていくことに繋がるので、まずは利用する市民を増やし

ていかないといけないと思いますが、法人だけでは、解決できない問題もありますので、

今後、法人と更なる協力をしていきたいと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 施策評価シートの「成果指標」に「市内の文化財や資料を見た市民の割合」があります

が、これはどのように把握した結果ですか。 
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【事務局：中西主査】 
 総合計画の市民アンケートになります。 
 
【菅野委員長】 
 「文化財の資料を見た」というところで、どのような資料を見ているのでしょうか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 図書館では、歴史的な展示なども結構行っていますので、それを見て、アンケートに答

えてくるという可能性はあると思います。 
 
【堀委員】 
 アートウォームのＪＡとの契約はいつまででしたか。 
 
【清水社会教育課長】 
 来年の 10月 31日までと記憶しております。 
 
【菅野委員長】 
 よろしいでしょうか。それでは、「芸術・文化の振興」のヒアリングについては、以上で

終わります。有難うございました。 
 
【菅野委員長】 
 それでは、引続き「消防・防災体制の充実」について、ヒアリングを進めていきますの

で、宜しくお願いします。事業については、「防災対策事業」と「石狩救難所強化運営事業」

の 2 事業です。まずは、所管の方から施策評価及び消防・防災全体の概要について、ご説
明願います。 
 
【川又総務部長】 
 ～ 概要説明（平成 22年度施策評価シート「消防・防災体制の充実」及び全体概要） ～ 
 
【菅野委員長】 
 今のお話で、消防・防災というのは、非常に広範囲に渡ることが分かりました。石狩市

では、地震などの防災では、どの程度の災害を想定しているのでしょうか。 
 
【川又総務部長】 
 石狩湾沖での震度 6強の地震を想定した計画などを作っております。 
 
【細川総務課長】 
平成 12年に震度 6強の石狩地震を想定した「石狩市地域防災計画」の中で、避難所運営
や色々な備蓄などの整備を進めてきました。 
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【菅野委員長】 
 市民の防災意識が無い訳ではないのでしょうが、私も普段の生活の中で実感としてなく、

あまり意識としては高くないのかもしれません。この市民の意識という部分で啓発などに

取組む必要性はあるのでしょうか。 
 
【川又総務部長】 
 あまり、過度に強調してもいかがなものかというところがあります。自主防災組織の中

では、毎年、訓練などを計画的に行っていただいていますので、そういう意味では、地域

において、より意識の高揚に努めていただき、災害に備えるということが重要だと思いま

す。 
 
【菅野委員長】 
 今、関西方面では集中豪雨などの災害がおきていますが、石狩市の場合は、昭和 56年以
降の水害がありました。これ以降での災害は実感としてないのですが、いかがでしょうか。 
 
【川又総務部長】 
 昭和 56年以降ではないです。しかし、近年は気象の変化が激しいですから、楽観視はで
きないです。 
 
【菅野委員長】 
 これまで、昭和 56年当時に比べ、河川整備も下水整備も大分進みましたから、当時と同
じ規模の雨でも対処できるのではないかと思うのですがいかがですか。 
 
【川又総務部長】 
 雨の降る場所にもよりますが、当時と同じ雨量であれば、放水路もできましたし、対処

できるかと思います。 
 
【菅野委員長】 
 遊水地は整備されましたか。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 これから整備ということになります。いま、ようやく用地買収にかかったところです。 
 
【徳田副委員長】 
 町内会で自主防災組織を作って、定期的に訓練などを行っているということですが、ど

の程度の頻度で、どのような内容の訓練が行われているのでしょうか。 
 
【細川総務課長】 
 まず、自主防災組織の本市の設立状況ですが、世帯率で 88.1％、全道平均で 48.1％、全
国平均で 71.7％という状況になっています。旧石狩では 89％と高いのですが、厚田、浜益
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においては、自主防災組織の設立を働きかけても、高齢化などの問題もあり、中々、組織

の設立にまで至らないという状況です。 
訓練回数ですが、平成 19年は 46町内会で 75回、平成 20年は 38町内会で 54回、平成

21年は 36町内会で 46回の訓練が行われており、ほぼ 40から 50回の訓練回数となってい
ます。次に訓練の内容ですが、それぞれの町内会によって、訓練の内容は違ってきます。

例えば、花川南第 1 町内会の訓練内容で見ますと、春と冬に町内会の運動会を兼ねて防災
意識を高めようということで、バケツでの火消しリレーなどの種目を取り入れています。

また、最近では、地図上で想定訓練を行うなど傾向としてあるようです。 
 
【徳田副委員長】 
 この訓練などは、町内会が自主的に行っているものですか。それとも、市の方で声を掛

けているのでしょうか。 
 
【細川総務課長】 
 自主防災組織からは、毎年役員名簿と訓練計画を出していただいていますので、地域の

防災意識の醸成を図るためにも、訓練計画に沿って、訓練を実施していただくよう、市か

らお願いしています。ただ、中々実施していただけないところもありまして、高齢者が多

くて参加できない、仕事などで人が集まらないなどの理由により、実施できない町内会も

実際あります。 
 
【徳田副委員長】 
 我々自身の責任になってくるわけですが、こういう災害があったときに対処できるよう

に、市からも積極的にプッシュしていただければと思います。 
 この訓練実施にあたっては、経費的な助成などはありますか。 
 
【細川総務課長】 
 経費の助成はしていませんが、訓練時には、我々や消防職員が出向き、ＡＥＤなどの機

器類を貸与し、取扱いの説明などの協力をしています。 
 
【徳田副委員長】 
 施策評価シートの「成果指標」にて、「救命講習会を受講した市民の割合」では 10％を下
回っているのですが、ここの数値をもう少し上げるべきかと思います。そういう意味では

私個人もそうなのですが、講習に行ける機会があればと思っています。消防では、定期的

に講習を実施しているようですが、具体的にはどのような講習がありますか。 
 
【細川総務課長】 
 普通救命講習と各学校の依頼により、講習会を開いています。 
 
【山口総務課主査】 
 消防署の方でも毎月講習会を実施していますし、事業所やサークルなどでもある程度の
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人数を集めていただければ、そこへ出向いて実施するという状況にあります。また、成果

指標の数値につきましては、あくまで、石狩の消防署での講習会を受講した人の割合とな

っています。例えば、札幌市の会社に勤めていて、そこで受講された方がいても把握でき

ないなど、全ての受講した方の把握は難しいため、この数値結果となっています。 
 
【門馬委員】 
 施策評価シートの「成果指標」に「災害時要支援者制度」とありますが、そのような基

準で要支援者としていますか。 
 
【細川総務課長】 
 市内には、身体障害者の 1 級、2 級の重度の方が約 1,000 人、精神知的障害者が約 200
人、65歳以上で要介護者が約 1,800人、合計約 3,000人の方がいると考えております。目
標値の 1,000 人ですが、これは、施設に入居している方、支援できる家族と同居している
方、重度の障害をお持ちでも自分で避難所に向える方もいますので、当初、1,000人程度を
見込んだ中で、災害時要支援者制度を進めていければという考えでした。また、この災害

時要支援者制度については、本市は全国的にも早い段階で取組んできました。この制度で

は、個人情報の保護、プライバシーなどの問題から、手上げ方式で行っています。ただ、

手上げ方式ですと、中々、手を挙げていただけないということもありまして、今年度より、

保健福祉部の訪問事業と連携して、冷蔵庫の中に血液型などのメモを入れた「救急セット」

の配布と各種福祉制度の周知、そして、我々の「災害時要支援者制度」のこれら 3 点をセ
ットにして、民生委員さんが各世帯を回って、「こういう制度がありますが、登録しません

か」という勧奨を行っています。また、現在では、800人弱の要支援者がいるのですが、実
際に災害があった場合に支援が必要となる方の更なる把握、登録について、今年から始め

たというところです。 
 
【門馬委員】 
 実際に災害にあった場合、要支援者の方の支援は誰が行うのでしょうか。 
 
【細川総務課長】 
 支援にあたっては、それぞれの自主防災組織の中で、役割を決めています。 
 
【門馬委員】 
 自主防災組織のないところでは、この制度は適用されないのですか。 
 
【細川総務課長】 
 この要支援者の名簿は、町内会長さんと民生委員さんが保管していますので、自主防災

組織のない町内会でも、町内会長さんや町内会役員さん、民生委員さんによって、避難所

へ連れていくなどの対応はできるようになっています。 
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【堀委員】 
 事業評価シートの「成果指標」の「食料品備蓄整備率」についてですが、石狩市民 6 万
人のうち、何人分を想定したものなのか、また、何日分の食料でしょうか。 
 
【細川総務課長】 
 「石狩市地域防災計画」において、震度 6強の石狩地震が発生した場合、石狩市民の 5％
程度の 3,059 人が避難所に向うという想定結果があります。そして、そこにボランティア
などの人数 1,700人を加えた約 4,700人の 1食分の備蓄品を常時備蓄しています。 
 備蓄の考え方ですが、備蓄品を増やしていくということよりも、イオンや市民生協、サ

ントリーフーズなどの市内の企業と災害協定を提携して、優先的に食料品を供給してもら

うというようなことにシフトしてきています。現在、これらの提携事業所が 22事業所あり、
このうち、食料品系の事業所は 6事業所と提携しています。 
 
【堀委員】 
 平成 12年の「石狩市地域防災計画」では、地震を想定していますが、洪水などの「ハザ
ードマップ」もこのときに作られていますか。 
 
【細川総務課長】 
 「ハザードマップ」につきましては、北海道において、今年策定される予定で、その結

果が各自治体へ示されることとなっています。これまでのマップでは、本市での浸水エリ

アのマップはないのですが、地図上で示された場合には、電話帳への掲載が良いのか、各

町内会宛に配布するのか検討しなければいけませんが、何らかの形で周知しなければいけ

ないと思っています。 
 
【菅野委員長】 
 一般論として、こういう災害があった場合に石狩市は完全に整備されていると見るのか、

それなりの整備はされていると見るのか、どうのように捉えていますか。 
 
【川又総務部長】 
 災害の規模、内容にもよりますが、基本的に単独での整備というのは、どこの自治体も

出来えないと思っています。いかに関係機関との連携によって、補完し合っていくことが

重要になってくると思いますし、そこが災害への整備ということにもなってくると思いま

す。 
 
【菅野委員長】 
 石狩湾新港地域の石油コンビナートについては、連携体制があると聞いたことがあるの

ですが、どのようになっていますか。 
 
【山口総務課主査】 
 北海道の「石油コンビナート等特別防災会議」というものがありまして、2年に 1回、道
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内 6 箇所の持ち回りで訓練を行っています。今年は、指定後初めて石狩市で訓練が実施さ
れます。 
 
【川又総務部長】 
 色々と想定した訓練を実施していまして、この訓練実施にあたっては、石狩市だけでは

なく、札幌市、小樽市、江別市などの近隣自治体との合同で実施されることからも、総合

的な支援体制が出来ていると思います。 
 
【徳田副委員長】 
 事業評価シートの「目的」に「市役所で収集した気象情報等をいち早く市民に伝達し、

避難・避難後の市民に対して、対応策等を伝える」とありますが、具体的にどのような方

法で行っているのでしょうか。 
 
【細川総務課長】 
 大きな災害などがあった時の伝達方法については、旧石狩、厚田区、浜益区とで若干異

なります。厚田区では、合併前から各戸に個別受信システムというものが設置されていま

して、厚田支所から各戸に一斉に情報が流れるという仕組みになっております。旧石狩と

浜益区には、そのようなシステムがありませんので、気象情報が入った時には、消防の広

報車により、伝達することや、災害情報を携帯電話のメールに配信する石狩市のメール配

信システムがあり、現在、約 1,100件の災害情報の登録があります。これらの手法により、
伝達することになります。また、テレビの地上デジタル化により、災害情報も伝えること

が可能ですので、こうした情報技術の進展により、今後は色々な手法が考えられていくと

思います。 
 
【徳田副委員長】 
 「石狩救難所強化運営事業」についてですが、活動指標の出動回数が 4 回となっていま
すが、これは 5回ではありませんか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 あとで確認いたします。 
 
【徳田副委員長】 
 これは、ボランティアで行われているようですが、山での遭難救助などでは、ボランテ

ィアの方にも手当てが出ると聞いています。これに関してはそのような手当てはあります

か。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 出動報酬が出ています。出動に応じて 11万 3千円が出ています。漁師の方々がボランテ
ィアとして行なっている歴史もある活動ですので、こういう形の中で行っていただいてい

るのであろうと理解しています。 
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【徳田副委員長】 
 漁師の方も仕事を休んで行っているので、所得にも響いてきますね。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 市の 7 万円の補助以外に漁業組合からの負担金という中で支援していますが、相互扶助
的な意識の中で行っていただいています。 
 
【菅野委員長】 
 この組織は、厚田、浜益にもありますか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 もともと、合併前はそれぞれで行っていました。合併を期に組織として、一つになりま

した。指揮系統は依然としてそれぞれで行っています。 
 
【菅野委員長】 
 他にございませんか。それでは、「消防・防災体制の充実」のヒアリングを終了いたしま

す。ありがとうございました。 
 
【菅野委員長】 
それでは、本日の委員会はこれで終了いたします。 
次回は 7 月 26 日（月）10：00 から、この場で「石狩湾新港地域の振興」と「道路網の
整備」についてのヒアリングを行いますので、宜しくお願いいたします。お疲れ様でした。 
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