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浜益区地域協議会・浜益区自治会連合会 合同情報交換会 開催要旨 
 
【日 時】平成 19年 6月 27日(水) 18:00～20:00 
【場 所】浜益コミュニティセンターきらり 多目的ホール 
【資 料】会議次第 
     資料 1:各自治会運営状況一覧 
     地域協議会員・自治会提案テーマ（要望） 
     浜益区敬老会地区別の開催状況（平成 18年 9月現在） 
     浜益区敬老会のあり方について 
     浜益スクールバス利用状況（4/2～6/22） 
     参考資料：滝川市滝の川東地区連合町内会「ライフサポート運営委員会」関連資料 
     会場配置図 
     出席者名簿 
 
＝会議次第＝ 
 1. 開会 ～司会：佐藤課長 
 2. あいさつ 
   ①浜益区長 大原嘉弘 
   ②浜益区地域協議会会長 北嶋富作 
   ③浜益区自治会連合会会長 神田一昭 
 3. 意見交換 ～進行：大原区長 
   ◆浜益区の地域づくりについて 
    ・自治会の現状と課題 
   ◆その他 
 4. 閉会 ～司会：佐藤課長 
 
＝出席者＝ 

浜益区地域協議会 浜益区自治会連合会 浜益支所 
役職 氏名 出欠 地区 氏名 役職 職名 氏名 
会長 北嶋 富作 ○ 会長 神田 一昭 幌自治会長 浜益区長 大原 嘉弘 
副会長 佐々木友治 ○ 蛯名幸四郎 会長 支所部長 宮田  勉 
委員 羽山 勇一 ○ 佐藤  聰 副会長 地域振興課長 佐藤 正巳 
委員 後藤  崇 ○ 

浜益 
芦澤  肇 副会長 市民福祉課長 竹永 季雄 

委員 田中 一房  蜂谷 三雄 会長 市民福祉課介護保健担当課長 古川 和志 
委員 須藤 勝雄 ○ 群別 

石橋 俊一 副会長 建設水道課長 赤間 聖司 
委員 岸本 教範  海野 友彦 副会長 国保診療所庶務課長 木村 新吾 
委員 田端眞佐美 ○ 幌 

渡辺 千秋 会計 浜益生涯学習課長 渡邉 隆之 
委員 佐藤 文諺  床丹 （欠席）  市民福祉課主査 山本 浩哉 
委員 岸本 アイ ○ 千代志別 （欠席）  地域振興課主査 笹  富雄 
委員 石橋ミツ子 ○ 雄冬 （欠席）  地域振興課主査 尾崎  巧 
委員 田中 照子  戸澤 正芳 会長 地域振興課主任 藤巻 誠一 
委員 立浪ゆかり ○ 川下 

石川 國弘 庶務 
委員 木村 武彦  柏木 (羽山 勇一)  
委員 寺山 広司  実田 (佐々木友治)  

御料地 （欠席）  
木田  彰 副会長 
植村 勇治 総務 毘砂別 
大久保満彦 会計 

送毛 （欠席）  

   

濃昼 （欠席）  

  

 9名   13名(15名)   12名 
計 34名 

資料１ 
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あいさつ 
浜益区長 大原嘉弘 
●何かとご多用の所、この様な時間に出席賜りお礼申し上げる。 
●自治会長をはじめ役員の方々にも出席頂きお礼申し上げる。 
●合併後早いもので 1年 8ヶ月。合併と同時に地域自治区が設置され、自主的に地域のことを検討する地
域協議会という組織が創られた。 

●地域自治区は将来市内全域に展開することを念頭に置いた先導的な取り組みであり、これまで地域協議

会の会長はじめ委員の皆さんは、先進事例のない状況の中で運営には大変苦労されてきた。 
●今回の情報交換会も地域協議会からの要望と自治会連合会の協力により実現し、感謝申し上げたい。 
●地域活性化へ向けた取り組みや課題は各自治会の抱える共通の課題でもある。 
●先月の自治会連合会の総会でも各自治会長にお願いしたが、浜益の高齢化の進展により自治会活動に限

界が生じており、自治会の班編成や近隣自治会との連携・統合など見直しが必要となってきている。 
●浜益区は 5/1で人口 1,985名と二千人を割り込んだ。 
●13集落のうち半数以上の 7集落が高齢化率 50%を超える「※限界集落」であることから、地域の生活を
互いに支え合う新たな仕組みづくりについて、みんなで考えていくことが必要であると思う。 

●本日は、地域づくりについて色々な角度から活発な意見を頂きたい。 
<浜益区高齢化率(65歳以上)> 
浜益区計 (地区人口) 1,984 人中 (65歳以上) 890 人 (高齢化率) 44.86 ％ ○○現在? 

浜益  362 人中  130 人  35.91 ％  

群別  225 人中  111 人  49.33 ％  

幌  250 人中  147 人  58.80 ％  

床丹  12 人中  10 人  83.33 ％  

千代志別  13 人中  12 人  92.31 ％  

雄冬  7 人中  6 人  85.71 ％  

川下  428 人中  168 人  39.25 ％  

柏木  319 人中  109 人  34.17 ％  

実田  163 人中  78 人  47.85 ％  

御料地  15 人中  6 人  40.00 ％  

毘砂別  126 人中  76 人  60.32 ％  

送毛  25 人中  17 人  68.00 ％  

濃昼  39 人中  20 人  51.28 ％  

<地域再生対策> 

 ○大野 晃 … 長野大教授<地域社会学> 
  ［「限界集落」論※（16年前）］ 
  ※65 歳以上高齢者が集落人口の 50%を超えると冠婚葬祭や生活道の修理など社会的共同生活の維持

が困難となる。 
 ○浜益区の現状～13集落のうち、浜益、群別、川下、柏木、実田、御料地の 6集落以外は高齢化率 50%
を超える「限界集落」である。また、群別(49.33%)、実田(47.85%)、御料地(40.00%)の 3 集落は「準限
界集落」と云われる。 

  今後のまちづくりに於いてもこれらの現状を考え、地域としての対策を検討する必要がある。 
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浜益区地域協議会会長 北嶋富作 
●H17.10の市町村合併により、この協議会が発足した。 
●地域住民の意見を地域づくりに反映するために鋭意努力してきた。 
●この会において、より多くの方の意見を頂き、浜益区の未来に向けて何を為すべきかのために今日の会

議があると理解している。 
●限られた時間ではあるが宜しくお願いしたい。 
 
浜益区自治会連合会会長 神田一昭 
●この会を設けて頂いた区長、支所職員に対し、お礼申し上げる。 
●この会の目的は高齢化が進む浜益区民が安心して暮らせるまちづくりと地域振興のためであると考える。 
●この会は浜益区の現状の認識とその対策、話し合い、新たな試みが出来ることを期待している。 
●地域協議会委員には地域振興のために努力頂いていることに対し、感謝とお礼を申し上げる。 
●浜益地域に対する想いは、自治会連合会も地域協議会も同じである。今日の情報交換会に期待している。 
 
 
意見交換 ～進行：大原区長 
司会：佐藤課長 
 ●本日の会議は大原区長に進行役を努めて頂きたい。 
 
進行：大原区長 
 ［日程説明］ 
●意見交換に入る前に、部長以下全課長が出席しているので、担当課長よりお知らせ、行政報告をし、

その後意見交換に…。中間で休憩を挟み 20時を目途に閉会したい。 
 
行政報告 

 ［高校存続問題～渡邉課長］ 
 ●昨年の浜高存続の取り組みに対する署名、募金活動等へのお礼。 
 ●19年度の入学者、樽川地区から 1名、地元(浜益中)から 7名の計 8名で、2年連続で 10名を割った。 
 ●今月、道教委より「公立高等学校配置計画(案)」が公表され、浜益高校は「平成 21年募集停止」とい
う厳しい内容。 

 ●これを受けて、直ちに、連絡会長はじめ関係者総勢 16 名で、道議会、知事、石狩支庁長、道教育長、
石狩教育局長など 6名へ「浜益高校の存続について」地域の事情等を説明し、強く存続を要請。 

 ●市議会でも存続について、関係機関への意見書の提出を全会一致で可決。 
 ●連絡会としても最終決定まで市や市教委と連携し、粘り強く存続要請していく。 
 ●もう後がない非常に厳しい局面に立たされているが、引き続き支援、協力をお願いしたい。 
 
大原区長 
 ●この件については、意見交換の時に意見があればお聞きしたい。 
 ●地域協議会では活性化のための主要課題を取りまとめるために「観光・産業」「福祉・環境」「生活・

文化」の 3グループに分け議論を重ねてきた。 
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●「地域づくり」「まちづくり」には自治会はじめ地域の人達の意見を的確に吸い上げることが重要、不

可欠である。 
 ●自治会の問題や合併後特に改善すべき具体的なアイディアなど、分野に関係なく意見があれば発言頂

きたい。 
 ●多数出席頂いているので時間の許す限り、皆さんに一言でも発言頂くようにしたい。 
 ●まず、開催にあたり地域協議会委員、各自治会から提案テーマを募集した所、本日欠席しているが千

代志別自治会よりバスの件について要望が出されているので、事務局より説明させる。 
 
提案テーマ 

 ［千代志別自治会提案テーマ（要望）～尾崎主査］ 
 <提案内容>バスが来るのは、現在週 2回。出来る事なら 1日 1回位来て貰いたい。（要望） 
 
大原区長 
 ●バスの件についてはこの他にも群別自治会からも要望があったと聞いている。 
 ●バスの利用状況について資料配付しているので説明させる。 
 
資料説明 

 ［資料:浜益スクールバス利用状況(4/2～6/22)について説明～尾崎主査］ 
 
大原区長 
 ●バスの件で何かあれば。 
 
群別自治会 ～蜂谷会長 
 ●群別、幌地区の北方面から午前中に 1便増便の要望がある。 
 ●床丹、千代志別地区など予約地区を定期路線に…。漁師は海の状況によるので予約しづらく、キャン

セルもあるので、予約無しに…。 
 ●実田於札内地区も含めてより合理的に改善が必要。 
 ●合併前はデマンド導入予定だった。財政的理由からスクールバス方式になったのだろうが、高齢化が

一層進み改善が必要。地域として積極的に取り組むべき。 
 
須藤委員 
 ●(千代志別地区の要望に対し)週 2回のものを 1日 1回はちょっと難しいのでは？出来ればいいが…。 
 
大原区長 
 ●バスの件で他にあれば…。なければ他のことでも…。 
 
立浪委員 
 ●昨年 3 月、川下婦人会が総会での合意と一方的な文書だけで浜婦連から脱会。その後、話し合いにも
応じて貰えない。婦人会は自治会の下部組織という認識。認められていいのか？ 
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大原区長 
 ●地区の自主性を尊重すればそれもありかな？時間をかけて話し合えば解決すると考えていたが…。自

治会の活動にも関連する。 
 
川下自治会 ～戸澤会長 
 ●自治会の存在、入退会は自由な任意団体であると S47に最高裁の判決が出ている。自治会下部組織の
育成から補助している。脱会、加入は自由で自治会は関与していないし、抑えることが出来ない。 

 
大原区長 
 ●判例はともかく、地域活動組織の中で一緒に活動して頂ければ。婦人部が主体的に決めたのであれば

尊重しなければならないか？しかし、好ましい状況ではない。 
 
立浪委員 
 ●紙一枚で脱会ではなく、総会の席ででも理由を話して貰えば納得出来るかも？総会を傍聴させて頂き

たい。会の運営を確認したい。内部には不満を持っている人が多いとも聴いている。 
 
大原区長 
 ●一度、川下の会長、浜婦連と我々行政も交えて一緒に話し合う場を設けたいと考えている。 
 ●その他何かあれば。北嶋会長何かありませんか？ 
 
北嶋会長 
 ●自治会側から地域協議会にやって欲しい意見、要望があれば出して頂きたい。 
 
神田会長 
 ●地域協議会、自治会は地域の幸せという共通認識を持っていると思う。要望あれば自治会長会でも話

し合いをし、区の方にお願いすることになる。 
 ●連合会では、従来、合併前から新年度予算に向け自治会要望を取りまとめ予算化に結びつけてきた。

今年度も予定されていると思うので、地域協議会に対しては特にない。 
 
大原区長 
 ●本日配付されている資料について、各担当より説明させる。 
 
資料説明 

 ［資料 1:各自治会運営状況一覧について説明～笹主査］ 
 ［資料:浜益区敬老会地区別の開催状況(H18.9現在)、浜益区敬老会のあり方について説明～古川課長］ 
 
川下自治会 ～戸澤会長 
 ●(敬老会開催状況資料のうち)川下地区の敬老会決算額を訂正して頂きたい。 
  <決算額 170,728円→266,650円・交付率 85%→55%・自治会等負担額 25,128円→121,050円・ 

自治会等負担率 15%→45%> 
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●資料に経過措置が記載されているが、H22には 1人当たりの交付額が 1,300円から 700円に抑えられ
るのでは？資料としてはそこまで示した方が親切なのでは？ 

 
神田会長 
 ●幌自治会の敬老会は婦人会に料理を担当して貰っている。 
 ●何とか地区でお祝いしたいと努力しているが、あと何年かで限界が来る。 
 ●全体でやって欲しい希望はあるが、自治会としてはあと何年か現状のままで頑張りたい。 
 ●資料にあるメリット、デメリットについては役員会等の話し合いの中で出ている。 
 
大原区長 
 ●もう一つ、滝川市のライフサポートの資料が配付されているが担当より説明させ、その後、一旦休憩

に入りたいと思う。 
 
資料説明 

 ［参考資料:滝の川東地区連合町内会、ライフサポート運営委員会資料について説明～尾崎主査］ 
 

休 憩 
 
大原区長 
 ●5/1現在？の高齢化率が 44.86%となっている。 
 ●50%を超えると限界集落と云われるが 7 自治会もある。自治会運営において高齢化等が課題となり苦
慮していることがあればお聞かせ願いたい。 
～以下、指名方式で…～ 

 
浜益自治会 ～蛯名会長 
 ●自治会の運営は厳しくなってきており、特に街路灯の経費負担が大きい。本来、行政が負担すべきな

のか、自治会なのか疑問だが、補助も減額されてきている。 
 ●敬老会も同様であり、自治会費の増額は困難な状況である。 
 ●協働という名のもとに自治会を利用しているようにも感じる。 
 ●従来の行政の事務が自治会に移行してきている。行政と自治会の役割を整理する必要があるのでは。 
 
毘砂別自治会 ～木田副会長 
 ●高齢化により自治会運営にも支障を来している。 
 ●敬老会の運営もあと僅かで困難になる。行政主導で行って頂きたい。 
 ●街路灯や会館の修理など経費がかかる。 
 ●活動が隅々まで行き届いていない。 
 ●橋(金澤宅付近)の撤去など災害に結びつくものは配慮し、行政対応をお願いしたい。 
 
幌自治会 ～渡辺会計 
 ●高齢化により運営が困難になってきている。 
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●床丹、千代志別地区の葬儀など応援要請が来ており、リーダーシップを取らなければと思うが…。 
 ●消防団員も減少、高齢化して来ている。 
 ●街路灯の経費負担も大きく、年会費 3,600 円では運営困難。赤字決算になり、増額を検討しなければ
ならない。 

 ●区の火葬場が出来れば、(自治会の)火葬収入も無くなり、益々自治会運営が困難になる。 
 
大原区長 
 ●地域協議会委員の方々はどうか。何か意見でもあればお聞かせ願いたい。 
 
後藤委員 
 ●それぞれ忙しくて、委員全員が揃うことがない。 
 ●3 つのグループを作って検討してきているが、基金の活用方法も難しく、有効に活用できていない。
もっと使い易く出来ないものか。 

 ●昨年、地域協議会で長沼に視察に行き、道の駅とグリーンツーリズムの取り組みを見てきた。浜益に

も道の駅をと協議会でも検討しているが情勢はどうか。 
 
大原区長 
 ●道の駅の件に関しては、後程、宮田部長より報告させる。 
 
須藤委員 
 ●観光振興など 3つのグループで検討しているが、この 2年間、具体的な成果が無かった気がする。 
 ●今後の地域協議会が心配である。 
 
田端委員 
 ●先程、限界集落の話が出たが、川下自治会も葬儀など心配である。高齢化で何かと経費もかかる。 
●葬儀の手伝いは 2班体制で行っているが、会計や供物の筆字を書く人など、人材不足で困っている。 

 
佐々木委員 
 ●地域協議会で成果を示せなかったが、海から見る観光も素晴らしいものがある。 
 ●一つの良いものを探し続ける。そういう人を 3人創り上げて探し出したらどうか。 
 
宮田部長 
 ●先の定例議会での会派代表質問で道の駅構想の質問に対し、田岡市長が地域協議会で視察や検討して

きている経緯を踏まえ、浜益区の今後の取り組みに期待している旨、回答した。 
 ●今後、道の駅構想について、関係する多くの意見を取り入れられるよう協議の場を持ちたい。 
 ●本日開催された市議会予算特別委員会にて街路灯組合拠出金に関する質問が出され…。［その質疑、答

弁内容を報告］ 
 
群別自治会 ～蜂谷会長 
 ●出席して、運営がままならない、各自治会の現状が把握できた。 
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●暗い話しだけではなく、浜益は従来から協働という言葉を使わなくても地域を自ら守る意識、助け合

いが為されている。 
 ●市の財政再建が現実的な今、それなりに対策していかなければならない。地域協議会の役割も大きい。 
 ●群別自治会も築 50年の会館を維持して行かなくてはならず、厳しい状況には変わりない。 
 ●本会議は意義あるものであり、地域から声を上げていくべきだ。 
 
大原区長 
 ●本日の会議はこの程度にしたいと思うが、最後に市民福祉課長よりお願いがある。 
 
行政報告 

 ［日赤社費の協力について依頼～竹永課長］ 
 
大原区長 
 ●最後に、北嶋、神田両会長から発言があればお願いしたい。 

～なし～ 
 ●今回は初めての試みであるが、今後も地域協議会としては、この様なメンバーによる区民会議的な話

し合いは必要と考える。 
 ●市議会選挙で区から 3 人の市議が当選された。今回は参加を求めていないが、次回以降は案内した方
が良いと考えている。関係者とも相談のうえ進めたい。 

 
閉 会 ～司会：佐藤課長 
佐藤課長 
 ［今後の区のイベント、8月開催予定の地域フォーラムについて説明］ 
 

<以上> 

 


