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平成１８年度第７回石狩市浜益区地域協議会議事録 

 
日 時：平成１８年１月２４日（水） １５：００～１７：１５ 
場 所：浜益支所 ２階庁議室 
資 料：会議次第 
  地域協議会だより＜VOL.8＞＜VOL.9＞ 
  各種委員の報酬額の改定 
  浜益区のバス運行について 
  石狩市観光振興計画（案） 
 

＝会議次第＝ 
 １．開  会 
 ２．あいさつ 
 ３．議  事 
  １）地域協議会だより＜VOL.8＞＜VOL.9＞（報告） 
  ２）平成１９年度主要事業について（報告）  
３）各種委員の報酬額の改定について 

  ４）新交通システムについて 
  ５）石狩市観光振興計画（案）について 
４．その他 
５．閉  会 

 
出席者：次のとおり 

委    員 職            員 
役 職 氏   名 出欠 所                 属 氏   名 
会 長 北嶋 富作 ○ （支所）区長 大原 嘉弘 
副会長 佐々木友冶 ○ （支所）部長 岩崎 雄三 
委 員 羽山 勇一  （支所）地域振興課長 宮田  勉 
委 員 後藤  崇 ○ （支所）地域振興課地域振興･広報広聴担当主査 尾崎  巧 
委 員 田中 一房 ○ （支所）地域振興課地域振興･広報広聴担当主任 佐藤 政喜 
委 員 須藤 勝雄  （支所）教育委員会浜益生涯学習課長 渡邉 隆之 
委 員 岸本 教範  （支所）地域振興課商工観光担当主査 木村 弘一 
委 員 田端眞佐美 ○ （支所）地域振興課商工観光担当主任 宇野 博徳 
委 員 佐藤 文諺 ○ （本庁）企画調整課企画調整担当主査 本間 孝之 
委 員 岸本 アイ ○   
委 員 石橋ミツ子 ○   
委 員 田中 照子 ○   
委 員 立浪ゆかり ○   
委 員 木村 武彦    
委 員 寺山 広司 ○   
聴人：０人 
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１．開  会 

【支所：宮田課長】 

 皆さん大変ご苦労様です。予定されていた委員の皆様が揃いましたので、只今から第７回石狩市浜益

区地域協議会を開催させていただきます。先ず北嶋会長からご挨拶をいただきたいと思います。宜しく

お願いします。 
 
２．あいさつ 

【北嶋会長】 

 皆さん、改めまして明けましておめでとうございます。新しい年を迎え心を新たにいたしまして、委

員の皆様とともに残されたに任期を歩いて行きたいと思っております。日本経済についてはご承知の通

り、いざなぎの不景気を越えたという、好景気の事が報じられておりますけれども、多くの国民や私た

ち地方の者については、その実感が乏しい様な気がいたしております。平成１７年の１１月 1８日の第
３回地域協議会の資料によりますと、地域づくり基金の使途について、あるいは地域自治区振興補助要

綱、これらを見ますと色々な制約がありまして、中々難しい点も多くありますけれど、皆さんの英知を

結集いたしまして、より良い浜益区のために何をなすべきか、そういう時代に向って一層努力して参り

たいと考えておりますので、皆様の活発なご意見をお願い申し上げて、挨拶に代えさせていただきます。 
【支所：宮田課長】 

 有り難うございました。続きまして大原区長よりご挨拶をお願いします。 

【支所：大原区長】 

それでは開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げさせていただきます。会長の方からも今年初め

てという事で、明けましておめでとうとありましたが、新しい年を迎えまして１８年度第７回目の地域

協議会になりますが、今年は暮れから年初めに非常に暖冬という事で、除雪費は非常に助かるんじゃな

いかと思っています。今日の協議会のお願いや、私の今年にかける気持ちなどは今日（事前に）お配り

いたしました挨拶の中に入れておりますけども、これから一つひとつ目標を持って、何か具体的なもの

を作り上げる事を目標に委員の皆様や地域の人達のご協力を頂きながら、ぜひ実現していきたいなと思

っております。 
皆さんご承知のとおり今年は４月の知事選、５月の市長選、市議会選、７月の参議院選と選挙の年に

なります。市長選については５月ですけれども、１９年度の予算については通常言われております、骨

格予算という事でスタートする訳なんですが、その中で政策的なものにつきましてもやっと昨日、各部

のヒアリングの最終的なものが固まりまして、庁内的に公にされるのが来月の上旬、１０日以降になろ

うかと思いますが、それを経て市長の方から記者発表されるんじゃないかと思っております。 
いずれにしても今年は新市の総合計画がスタートしますし、財政計画も同じくスタートします。それ

から観光振興計画も案が今日報告される事になっていますが、浜益区のスタートが昨年とは違って目に

見える、そういう意味では色んな事業がスタートされる事になっています。村として出来なかった事業

なども、やはり合併効果という様な事で実現する事業が幾つかございます。全部をご紹介する訳にはい

きませんが、後ほど担当の方から資料を以ってご報告させていただきますけれども、斎場建設について

は来年度の当初予算、６月の選挙後の補正という事で計画いたしておりましたが、いろんな経過がござ

いまして、今年の１８年度の３月補正予算に上げていきたいという様な事が実は示されまして、それに

よって運用開始も早くなっていくのかなという期待もしております。 
それ以外にはいろいろハードの部分の事業などもございますが、温泉の改修工事だとか、従来中々出
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来なかったものもスタート出来る事になりました。今日担当も出席しておりますが、いろいろ苦労した

コミュニティバスの運行もこの４月からスタートするという事で、我々の身近な生活の中でも少しずつ

いろんな事が動き始めております。 
ただ残念ですが、浜高の存続につきましては２２日からですか、今週から願書の受け付けが始まって

おりますが、まだ正式な発表もございませんので分かりませんけれども、何とか１０人の壁を越えてい

ただきたいと、これまでいろんな活動もしてきておりますが、中々これを打ち破るというのは難しい状

況の様です。その説明については今後の結果を踏まえて、また新たな活動を起こす必要があるのかなと

思っているところであります。これは単に浜高の存続だけではなくて、地域に与える影響も大きいと同

時に、中学校に与える影響も非常に大きいと考えておりまして、合併以前、中学校の建て替えの事業を

あげていたんですけども、財政事情の中では中々思う様にいかないという事では、この浜高とリンクさ

れた中で、そういう状況も変わってくるのかなと私なりに考えていたところでございます。いずれにし

てもこの問題につきましては再度皆さんのご協力を頂かなければならないと思っております。 
それから高齢者の方は特に関心等あろうかと思いますが、この隣にあります高齢者生活支援センター

は４月から社協の方に事業を移すという方向で進んでおります。これも当初から特養ホーム等の状況も

大きく変わってきている中で、今後外部化、我々の仕事も外に出していかなければならない、状況も大

きく変わってきているところであります。 
それとこの１０月にはですね、合併後行革の一環として大幅な機構改革が予定されております。それ

は人員も含めて組織の見直し等、今内部的に議論されておりますし、この現在、支所の人員や機構とい

う様なものも含めて、この地域自治区としての機能、あるいは支所の在り方というような事も再度いろ

いろ中では議論されているところでありまして、いずれにしても大きく昨年とは違って、また皆様方に

はいろんな面で答申を頂かなければいけないというふうに私も思っておりますし、残された期間、全力

で皆さんと頑張りたいと思っておりますので宜しくお願いをしたいと思います。 
以上でご挨拶とさせていただきます。 

 

３．議  事 

 有り難うございました。３番目の協議からは北嶋会長の進行でお願いしたいと思います。会長宜しく

お願いします。 
【北嶋会長】 

 それでは協議の方に入りたいと思います。事務局にお願いします。協議の時間を長く持ちたいので、

説明はなるべく簡素にお願いしたいと思います。宜しくお願いします。 
【支所：尾崎主査】 

 それでは私の方から、座ったままで説明させていただきます。 
 先ず「地域協議会だより」の第８号と第９号、これは前回の地域協議会以降に発行したものですね。

お手元に配付したとおり、第８号につきましては第５回の地域協議会の様子を報告しております。第９

号につきましては新年号という事もありましたので、会長の挨拶も含めて第６回の地域協議会の様子と、

１年の総括的な部分で全部で４ページで編集、発行しております。以上です。  

【北嶋会長】 

 それでは先に進ませていただきます。２）の平成１９年度主要事業について。これも報告です。宜し

くお願いします。 
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【支所:宮田課長】 

 主要事業につきましては私の方から説明させていただきます。先程の区長の挨拶にもありましたが、

斎場建設事業については現在のところ１８年度予算の３月補正で計上されていくという事で進められ

ております。このままいきますと、３月の末に発注されまして、１１月に竣工、１２月末には共用開始

という予定になっております。 

 次に農業関係ですが柏木大成地区経営体育成基盤整備事業、継続事業で予算要求しております。 

それから林道関係では、継続事業であります林道毘砂別線、ふるさと林道幌床丹線改良事業、この２

本を、林業振興関係では、２１世紀北の森づくり推進事業、森林整備地域活性化支援交付金事業、民有

林の新植、整備、これらの事業予算を、畜産振興関係ですが、和牛生産改良組合に対する補助金、その

他牧野管理運営事業として御料地の牧場の予算を、水産振興関係では継続事業であります、ウニ種苗放

流事業、粗放的稚ウニ中間育成事業、あわび種苗放流事業、トド被害対策事業を要求しております。 

観光振興関係ですが、保養センターの改修工事、露天風呂改修と絨たんの張替えを、１８年度に引き

続き、第２回目の林道ウォークマラソン事業を要求しております。 

それから地域自治区振興事業といたしまして、前回の地域協議会の中でも協議されましたが、継続事

業であります浜益区コミュニティ普及推進事業として区民カレンダー製作、それからスポーツフェステ

ィバル、この２本を継続事業で要求しております。浜益高等学校存続支援事業については、前回の経過

もありますので、これまでの協議内容について説明していきたいと思います。１１月１５日の第６回地

域協議会の中でも、また別紙「浜地協だより」でも掲載されておりますけども、カレンダーの製作、区

民スポーツフェスティバルと一緒に浜高の存続支援という事で３本予算要求すべきという地域協議会

の意見でございまして、浜高につきましては当面する区の重要な懸案事項であるという事で、地域づく

り基金を活用して要求したいという事でした。私どもの考え方として、あくまでも１０名以上の入学者

の確保というその支援という事で考えてきまして、これまで市の教育委員会、本庁の企画財政部と協議

を重ねて来ました。また１２月２６日には田岡市長が区の方に参りまして、市長ヒアリングも行われま

したが、この中でも説明してきたところでありますが、新年度予算につきましてはご承知の通り３月議

会で審議されます。終わるのが３月の下旬になる訳ですが、その時期には既に２次募集は残されてはい

ますがほとんどの進路が決まりまして進学者の状況も判明している時期という事であります。予算化し

ても執行されない事も当然考えられます。このような事から地域のこれまでの存続を求める連絡会の活

動もありますけれども、地域の今後の取り組みの結果を見て２０年度以降の予算に向けての協議に立ち

ましょうという事でございます。実は明日存続を求める連絡会の総会を予定しておりますけども、短い

期間でありますけども、今ある財源の有効活用を図りながら最後まで取り組みを継続していく予定にな

っております。 

それからスキー場管理運営事業が平成１９年度を以って終了しますがこれに伴う予算を、そして、 

はまます保育園駐車場用地現況復旧事業、道路関係では、浜益区橋りょう補修という事で、内容は濃昼

橋の補修とその他、群別水源地線について要求しております。      

それから水道関係ですが、浄水濁度計の設置工事、継続事業であります水道事業配水管敷設外を、 

それから診療所の事業になりますが消化管スコープ購入事業を要求しております。 

また先程区長の挨拶の中でも触れられておりましたが、一般の方の利用も含めたスクールバスの新し

い運行について要求をしております。 

以上、このような内容になっておりますけども、通常かかる経常経費もかなり圧縮される見通しであ

り、主要事業についても全体的に大幅に圧縮された中で認められていくような状況であります。 
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それから集会所施設の改修事業という事で、市全体で予算要求しておりまして、これも大幅に圧縮さ

れた中で認められる見通しです。浜益区については平成１９年につきましては幌会館の屋根の葺き替え

が取り組み予定となっています。 

以上が浜益に関連した予算要求の概要でございます。 

【北嶋会長】 

 今、宮田課長の方から１９年度の主な事業について説明ありましたけれども、何かご質問ございませ

んか。 

【後藤委員】 

 はい。火葬場の関係なんですけども、どの程度の規模なんですか。中の構造については。 

【支所:宮田課長】 

 かまの部分だけ一部２階建てになりますけれども、平屋建ての建物になります。後中身につきまして

はかまと休憩室、事務室、集骨室、控え室が２８畳間ぐらい。 

【後藤委員】 

 かまは１基なんですか。 

【支所:宮田課長】 

 はい。 

【後藤委員】 

 この機会に聞くんですけど、１基の稼働時間はどのぐらいになるんですか。 

【支所:岩崎部長】 

 １時間半で集骨できると思います。 

【後藤委員】 

 そうしたら休憩室で待っているという事になるんでしょうか。 

【支所：岩崎部長】 

 基本的にはそれでいいと思います。近ければ会館の方に戻ってというのは差し支えありませんけれど

も。そのまま待っていられた方が良いんじゃないですか。あと、万が一だぶった場合については時間差

を設けてもらってやるか、あるいは一つは厚田の方に行っていただくか、そういう方法もない訳ではな

いですけども。 

【田中委員】 

 ここで全部やれるという事であれば、今まで何箇所か使っていた火葬場は廃止という事ですか。 

【支所：岩崎部長】 

 閉鎖ですね。あと約束はできませんけど、毎年少しずつ解体していきたいなという事で考えておりま

す。 

【後藤委員】 

 仮に設置した場合、ボイラーマンというのかな、管理人というのかな。これはやはり資格を持った人

がやる事になるんですか。 

【支所:岩崎部長】 

 資格というのはあまり聞かないんじゃないですか。特にこういう資格がないと携れないというのはな

いと思うんですよ。 

【田端委員】 

 ボイラーではないですからね。 
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【支所：岩崎部長】 

 ええ、後はこんな事を言うと何ですが、ちゃんと焼けるのか、その辺は試運転と言いますか、業者の

方が来てやっていただけますし、多分厚田がそうですけども、公務サービスに委託しますから。公務サ

ービスの方で単に一人雇うという考えでいるのか、それとも厚田で今関わっている人をこちらによこす

のか、それはまだ詰めてないんですけども。ですから資格の問題はないと思いますよ。 

【佐々木副会長】 

 これは火葬場を作るのをお願いすると同時に今浜益にある火葬場が残る事になるので、最初は全部こ

れ（解体）をひっくるめた予算で申請していると思うんだけど、恐らく火葬場を作るときにお金かかり

ますので、即時はできないと思うんですが、何年か後にはこれは撤去してもらえる事になるんですか。 

【支所：宮田課長】 

 はい。その予定です。 

【支所:岩崎部長】 

 先程言いましたように、そのような考え方で支所の方でおりますので。 

【佐々木副会長】 

 急でなくても良いんだけども、５年も１０年も投げられると痛んで潰れるような状況になるから。で

すから何年か後にはこれを片付けてもらいたい。これを各自治会で片付けるという事になると大変なお

金掛かる訳ですし。 

【支所:岩崎部長】 

 そうですね。６００万ぐらい掛かるのかな。ですから解体費に補助制度だとか、全く無いものですか

ら、まるまる１００％掛かるんです。一応、財政サイドとこちらの方は１年に一つずつという事で５年

なりどうしても６年なりという事で考えています。 

【北嶋会長】 

 他に何かご質問ありませんか。 

【支所:岩崎部長】 

 あと先程言った露天風呂につきましては、昨日市長ヒアリングの中で１９年度と２０年度で一つずつ

やろうという事になったんですよ。先に何をやるか見積りを今取り直している。という事は一応女性の

露天風呂を先にやるとなると営業しながら直したいという事ですから、外と中の方を遮断するというか

見えないように塀を工作するという作業も考えなくてはならないものですから。これもまるまる１０

０％一般財源、市の負担ですから。 

【北嶋会長】 

 大きく変わるんですか。 

【支所:岩崎部長】 

 大きくは変わらないですね。今は小さい玉砂利でやっているんですが、どうしても中に水が入って剥

げてくるんですね。今度はもう少し大きいような石で。 

【支所:大原区長】 

 あと、牧野管理の方で群別も何とか１９年度も残してもらいたいという事で昨日、お願いをしており

ますので。 

【支所：岩崎部長】 

 改良組合の皆さんに手弁当でお手伝いしてもらう様になりますけども、継続する形で。 
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【寺山委員】 

 改良組合の人達もみんな協力をするという事で。かえってその方が自覚が出て良いんじゃないかと。 

【支所:大原区長】 

 そういう事で、御料地の方だけという事で、予算は群別の方、中々首を縦に振ってくれなかったんで

すけども、改良組合のいろんな協力という事で１年間残しましょうという事で落ち着きそうです。 

【北嶋会長】 

 それと宮田課長、私の方から一つ質問します。高等学校の存続問題で、新聞で木古内町の問題が出て

いましたけど、あのような形で同窓会が一人当たり５万円、入学費ですか、補助しますというのが載っ

ていたんですが、浜益といいますか、石狩の場合その辺の補助という事については何か話し合われてい

るんでしょうか。 

【支所：宮田課長】 

 その辺の取り組みが予算ヒアリングで問われた訳です。明日の存続を求める連絡会の総会の中では今

ある財源を活用して、総会の中で決定していければ木古内のような形で入学者を対象に父母の負担の軽

減を図るというような事で助成していくことを提案したいと思います。 

【北嶋会長】 

 今のところ何名になるかは分からないんですか。 

【支所:宮田課長】 

 まだ分からないです。明日が確か締切なんですよね。まだ公表できないという話です。 

【支所:大原区長】 

 当初、予算では下宿料の一部負担、通学する生徒の通学費、バスの助成などをあげておりましたけれ

ども、さっきお話したように不確定要素が多いので、その結果を見た中でどうするかを検討せざるを得

ないという事になったんですよ。だから存続が駄目という事になるまでの間は何らかの形で活動もする

し、それに対する支援策等は継続して考えていくという事になると思います。ですから１９年度予算で

直ぐに何かという事はありませんけれども、存続を前提にした取り組みについては、基本的にそれはど

ういう方式を考えるかという事についてはこれからまた詰めることになります。その部分については一

応了解してもらったと理解はしています。 

【北嶋会長】 

 他に質問はありませんか。 

【後藤委員】 

 はい。先程高校の件で課長の方から話しありましたけれど、１９年度予算は今のところ０だという事

で、そのまま地域の取り組みを見ながらいろいろ考えますというのは、定員割れ、例えば１０名以下に

なった場合に、それは駄目だという話になっているんですか、どうなんですか。 

【支所:宮田課長】 

 今までの活動の結果、１０名以上になった場合、確保できた場合ですね、今度は２０年に向けて取り

組みというのが我々としては差し迫っているんですけども、その２０年に向けて何らかの予算の交渉を

していく、協議していくという事になります。１０名になったから今区外から来ている何名かの人に直

ぐ予算付けというふうにはなりません。今後の取り組みについて、予算の協議を進めていくという事で

ございます。 

【後藤委員】 

 仮にね、１９年度は１０名切りましたよと。そうなった場合にどうなるんですか。 
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【支所:宮田課長】 

 指針からいくと募集停止になると思うんですけども、何らかの事情で浜益地区に特例を認めてくれれ

ば１０名以下でも何年か継続になると思いますけれども。その時、市の援助を仰ぐ事になるならないと

いうのはまた別途、話していかなければならないと思います。あくまでも１０名を確保するという前提

で来ているものですから､色々な不確定要素が多すぎるという事でございます。 

【後藤委員】 

 わかりました。 

【北嶋会長】 

 他にございませんか。なければ終わらせていただいて宜しいですか。 

【各委員】 

 はいの声 

【北嶋会長】 

では、主要事業についての説明を終わらせていただきます。続きまして３）の各種委員の報酬額の改

定についてご説明願います。 

【支所:尾崎主査】 

 はい。それでは私の方から。昨年１０月に本庁の方からこちらに来まして、「総合計画」と「石狩市

財政再建計画（案）」という事で地区に入って説明会もしました。市としては非常に財政的に厳しい状

況の中で平成１９年度から平成２３年度までの５ヶ年間で、実質平成２２年度の収支を黒字にする事を

目標として財政再建計画を策定しました。市が行っている全ての事務事業について聖域を設けずに見直

しを行うという基本設定の元に各種委員の報酬についても少し見直しをさせていただきたいという事

で、地域協議会の委員の報酬につきましてもそれぞれ１０％ですね、削減させていただきたいという事

で計画の中に盛り込まれております。会長職については現行の２万円から１万８千円に、各委員につい

ては１万８千円から１万６千２百円にそれぞれ削減という事で、申し訳ないんですが市の財政が厳しい

中で委員の皆様にご協議いただきたいという事で示されております。以上です。 

【北嶋会長】 

 どうでしょうか。何か聞いてみたいという事ありませんか。 

【各委員】 

 なしの声 

【北嶋会長】 

 ではそういう事で、報酬の改定については、報告のとおりという事で。それでは４）ですけれども、

新交通システムについてご説明お願いします。 

【支所:宮田課長】 

 新交通システムの説明という事で、今日の協議会に本庁企画財政部の事業担当をしておられます本間

主査に出席いただいております。ご紹介いたします。 

【本所：本間主査】 

企画調整課の本間です。よろしくお願いします。 

【支所:尾崎主査】 

 担当の本間主査みえられていますけど、説明は私の方から。細かい内容でお聞きしたい事があれば本

間主査にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは資料に基づきまして、浜益区

のバス運行についてという小冊子で説明させていただきます。 



 9 

（中略）～ 資料「浜益区スクールバス運行」「浜益・滝川間乗合自動車運行」により説明 

 

【北嶋会長】 

今までの説明の中で何かご質問はありませんか。 

【立浪委員】 

 はい。まず浜益滝川間のバスについて、従来のような大きなバスではなく、公用車を使用するとある

んですけど、今現在ある車を使用するんですか。 

【支所:尾崎主査】 

 そうです。 

【本所:本間主査】 

 今、厚田でスクールバスとして使用している９人乗りといいますか、実際は１０人乗りなんですけど

も、運転手が１名乗りますのでお客さんとしては９人。４ＷＤのワゴン車、ハイエースです。 

【立浪委員】 

 厚田で使っているものですね。私は浜益支所で使っているものというイメージだったものですから大

変だなと思ったものですから。わかりました。それと運行委託会社予約センターに利用する前日までに

予約するとなっていまして、それは良いんですけども、いつから予約を受け付けますか。 

【本所:本間主査】 

 基本的には利用しようとする１ヶ月前から。先程言ったように、２月の下旬に発注しまして、準備な

どで３月の２０日ぐらいから受け付け開始出来るかなと。それで最初の運行が１日は日曜日なものです

から、２日からの運行となります。以降の部分については２０日ぐらいを目途に受け付けセンターを設

置して電話番号を決めまして受け付けを開始したいと。 

【立浪委員】 

 病院関係利用する方、結構いると思いますので。それと次のスクールバスの方もそう何ですけど、今

現在バス停の管理を何処がやっているか分からないんですけど、今後バス停の管理はどうなるんですか。 

【本所:本間主査】 

 資料の７ページをご覧頂きたいんですが、右側の方に路線が載っていますがこの地区については今あ

るバス停については市のスクールバスの運行では使う予定はありません。というのはこれらの地区全て

フリー乗降にしますので、基本的にバス停は置きません。ただし、今２３１号線沿いについては札浜線、

るもい号とか沿岸バスも使っていますので、その部分についてはそのまま、国道沿いの物については残

って使われる。それは路線バス会社がそのまま使うと。ですから市としては１、２ヶ所あるんですけど、

今の停留所をそのまま使う、スクールバスとしても乗降する場所としては浜益と群別の間にある学校跡

地の場所の停留所、ああいったところはそのまま使いますと。でも基本的には２３１号線沿いは市が使

う物ではないので、そのまま設置している中央バスが管理すると。４５１号線沿いに関しては柏木とい

う所で言えば、この●（黒丸）が停留所なんですけども、この●については撤去される事になる。北空

知の方と連携とって４５１号線沿いについては基本的に地区内道路ほとんどありませんので撤去され

るのはこの辺の部分で、あと温泉以降、御料地までの停留所はそのまま残ってこの停留所を使うと。そ

の部分は市が停留所を貰いうけて、道路占用をとって管理すると。そういう事で今考えています。委託

の場合、運行主体が石狩市ですから、運行だけを業者に委託してその他、色々な部分は市が管理すると

いう事です。 
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【立浪委員】 

 わかりました。有り難うございました。 

【北嶋会長】 

 他にありませんか。 

【寺山委員】 

 はい。ワゴン車を利用すると（資料に）書いてあるんですが、仮に浜益以外の方が海水浴等で浜益に

来たいという場合、そういう事はないという想定ですか。 

【支所：本間主査】 

 基本的に１日１往復で朝滝川に向って２時に戻ってくるという便しかありませんので、そういう意味

では２時の便で向こうからこちらに来るという事はありますよね。但し予約しないと乗れない。 

【寺山委員】 

 あと、１０人以上乗る日が年間何回かあると思うんですが、９人以上になった場合、その人はお断り

すると言ったんですが、そういう日が何日にもなった場合、じゃ乗れない人はずっと乗れないというふ

うになるんですか。 

【支所：本間主査】 

 昨年２回、１週間の利用人員の乗降調査を春と秋やったんですが、１０名を超えるというのはデータ

としてはないんですね。いいとこ７名というのがあるぐらいで平均で５．５名という事ですので、９名

という枠の中でほぼ断るという事はあまりないのかなと。ただその日に集中するという事がないとは言

えませんが、残念ながらそれは予約順番制で９人になった段階で１０人目の人が来た段階でやはりお断

りせざるを得ないと。 

【寺山委員】 

 若い人はみんな車を持っているので困る事はないと思うんですけど、やはり一番困るのは高齢者の方

なんですよ。だからそういう事で断られるのが２日とか３日とか続いたりしてもかわいそうなのかなと

いうのを思ったんです。１日、２日の事なんでしょうけど。それを検討していただきたいなと。あと滝

川から来て宿泊とかして予約してないから乗れないとかそういう場面も起こり得ると思うんですが、そ

ういう事も何か良い方法があれば検討してもらいたいなと。これは全部高齢者の方の話なんですけども、

例えば入院していて退院するときに予約してなかったから帰って来れなかっただとかそういう事もあ

るかと思うんですが。 

【田端委員】 

 今の話は前にも出たんです。仮に滝川で不幸があったと。急に予約して乗れたんだけど、親族で９人

以上になったと。そういう場合とか可能性はあるんだよね。 

【岸本委員】 

 例えば急に当日行きたくなった。でも前日予約していないからそういう場合は９人乗ってなくても乗

れないという事ですか。 

【支所:尾崎主査】 

 受ける会社の方でそういう部分は対応してもらえるんじゃないかと思いますけども。 

【支所:本間主査】 

 例えば朝７時とか７時半とかギリギリ何とかなりそうな時間、例えばといったら何ですが、とりあえ

ず電話してみてくださいと。要は運転手なり運行会社でその時間帯はもう浜益に向って来ていますから、 

浜益で人を集めている間に、もし間に合うのであれば最大限そういうのは出来るのかなと思いますけれ
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ど、いつまででも良いよという訳にはいきませんから、やはり前日までにというふうにさせていただき

たいと。 

【田端委員】 

 前回も話し合ったんですけども、例えば滝川から浜益に来たいんだと。ただし、浜益から滝川に来る

人が誰もいないんだと。そういう場合はどうなるんですか。 

【支所:本間主査】 

 運行します。前日に予約があれば。 

【支所:尾崎主査】 

 滝川から片道だけでも迎えに来ます。あとは９人オーバーしてというのが年に何回あるのかなという

事を想定した中で、本当にそうなったら困るという部分、じゃ大きなバスを用意するのかという事にな

ると、それが中々効率良くないからという事でこういう仕組みで今までの利用実績を考えた中で検討し

てきたので、あまり頻繁にあるようであれば何か対策も考えなくてはならないと思うんですが、とりあ

えず運行してみた中で使い辛い部分、使いやすい部分もあって今後の課題にもなるのかなと。ですから

区内の路線もこれで絶対に今後変わらない訳ではありませんから、臨機応変に区内の入る路線も延ばし

たり逆にここ要らないんじゃないかという部分も随時見直していく事になると思います。今市で営業す

るという許可出すんですが、必ず市の中で公共交通会議を以ってそこで決定するという事が決められて

おります。浜益からは既に御料地の河上さんが自治会の方から推薦いただいて委員として出席していま

す。その中で色々議論する場もありますので、その中で決定していくという事です。ですからこれはも

う絶対に変えられないという事ではないという事を理解していただきたいと思います。 

【支所:岩崎部長】 

 いろんな事を想定しながらやっていますけども、想定外の事も運行していれば必然的に起こり得る可

能性も絶対にないとは言えない。ケースバイケースで解決していくしかないと思います。また次回改善

できればと思います。 

【北嶋会長】 

 ただ、あまり想定した以外の事ばかりだと。浜益の場合に限らず、交通の足の部分がもがれてしまう

とどんな事をしても過疎化がより早く進むんじゃないかという気がします。それはそれとして、この関

係は地域協議会の方としては了解しますけれども、区民への周知については今後各自治会に入って説明

するとか、そういう計画ございますか。 

【支所:尾崎主査】 

 はい。各地区に入っての説明会は今後予定しております。それと細かい時間を定めて学校とも協議し

なければならない部分もあります。それと予約の方法とかも含めた中で地区に入って説明していきたい

と考えています。４月からの運行ですから、３月の中にはそれぞれのご家庭にわかりやすいものをお配

りしたいと思います。 

【北嶋会長】 

 寺山委員からも先程あったように、若い人は車を持っているから心配いらないんだけども、やっぱり

私達の年代以上になると車を持っていない人も多いので、その辺十分に配慮していただきたいと思いま

す。それではこの議題については宜しいでしょうか。 

【各委員】 

はいの声 
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【北嶋会長】 

 それでは次に進ませていただきます。５）の「石狩市観光振興計画（案）」についてご説明いただき

たいと思います。 

【支所:木村主査】 

地域振興課の観光を担当しております木村です。それでは「石狩市観光振興計画（案）」につきまし

てご説明したいと思います。まず初めに計画策定に至りました経過でございますが、近年、観光に対す

る価値観の多様化や平成１７年１０月の３市村合併による社会、地域環境の変化に伴い観光事業を取り

巻く環境が大きく変化していることから、新たに観光振興計画を策定することになりました。計画策定

に当たり、平成１８年度当初より外部有識者をアドバイザー委嘱いたしまして観光振興の様々な角度か

ら提言をいただいたり、関係団体からの意見集約を行った外、札幌国際大学との共同研究で観光意向調

査を実施しその調査結果も参考にしながら検討を重ね、昨年１２月上旬、素案が完成したところでござ

います。この計画は昨年１１月に策定された第４期石狩市総合計画（戦略計画）の下位計画に位置する

もので、戦略計画で目指す街のテーマ３の「元気で活力あるまち」の（４）観光の振興で施策の目的、

現状と課題、施策の内容、成果指標等が記載されております。本日、ここでは内容についての説明は省

略させて頂きます。 

それでは「石狩市観光振興計画（案）」につきましてご説明いたします。 

 

（中略）～資料「石狩市観光振興計画（案）」により説明 

 

以上、観光振興計画案につきましてご説明いたしました。 

この計画案を一口で言うならば、観光振興について、市はこう考えています。市民や事業者、観光協

会及び市の役割はこれこれです。地域が潤うため、共に汗をかき協働していきましょう。ということに

なるのかなと自分では考えております。 

最後になりますが、現在、計画案につきまして、パブリックコメントを実施しておりますので、「こ

こはこうではないか？」「こんなことも考えられるんじゃないか？」といったご意見等ご頂戴頂ければ

と思いますので、宜しくお願いいたします。長時間に亘り、お時間をいただき有り難うございました。  

【支所：尾崎主査】 

 それでは、時間の関係で短い説明になってしまったんですが、今説明ありました通り観光振興計画

（案）という事で示されております。それでですね、１月１０日から２月９日までパブリックコメント

という事で、全市民を対象に意見募集という事で今受け付けております。ですから後で時間ありました

ら皆さん目を通していただいて、それぞれご意見あるかと思います。それで何かあれば遠慮なく市の方

でも支所の方でも受け付けておりますので、ご意見いただければと思います。それで北嶋会長、方向性

なんですが、あくまでもそれぞれでご検討いただくという事で、協議会として手を上げるとか、そうい

う部分については取り組み出来ないというふうに考えておりますので宜しくお願いします。 

【北嶋会長】 

 木村主査、宇野主任有り難うございました。只今説明ありました「石狩市観光振興計画（案）」につ

きましては、今日いただいたばかりですからお帰りになってから検討していただいて、ご意見があるよ

うでしたら市の方でも支所の方でも提言をしていただければ有り難いと思っております。それから私か

ら一言申し上げますと、ここに田中（一房）委員もおりますけれども、愛冠を海から見た景色というの

が素晴らしいんですよ。１４年か１５年ぐらい前になるんですが、雄冬と増毛を航行していた元の浜益
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丸で愛冠まで行ってその船長が浜益にこんなきれいな所があるのかと。その人も漁師だから知っている

はずなんですけども、びっくりしていたというのがありますので、その辺も大事ではなかろうかという

ふうに思っておりましたので、一言だけ言わせていただきました。という事で一応計画（案）につきま

しては後日ゆっくり読んでいただいて、先程申し上げた通り対処していただければと思います。 

 

４．その他 

【北嶋会長】 

その他につきまして何か。 

【支所:尾崎主査】 

一つだけ。区民カレンダーの件です。この経過といいますか、１８年度版を現在使用されていると思

いますが、１９年度版につきましては１２月に実行委員会を開催いたしまして、今作成、それぞれ準備

に入っています。１８年度版で使い辛いという意見あった部分、仕様を変えまして旧浜益村時代のプラ

スチック付きとＷリングの形に戻してという事で業者の方と相談しながら製作に当たっています。大体

５０万程度の事業費で何とか出来そうだという目途がつきました。それと広告募集につきましても１８

日まで受け付けたんですけど、２４件を基本にしていたんですが、希望者が多くて今３６件までになり

ました。それで３６件もう固まりましたので、そういう形の中で何とか今年も出来るという事で４月の

頭といいますか、３月下旬には各自治会の方に配付出来るかなと思っておりますので報告だけさせてい

ただきました。それで今年の製作については先程皆さんにも紹介しましたけれど、１９年度についても

コミュニティ事業という事で地域づくり基金の方が１部対象となる１億円事業の一環という事でござ

いますので宜しくお願いします。 

【北嶋会長】 

その他に何か。 

【田中一房委員】 

 はい、１つだけ。避難場所というのは決まっているんだろうけども、区内の避難場所をちょっと聞か

れたものだから。例えば浜益地区は何処とか。今度の地域協議会で結構ですから情報をいただければと

思います。 

【支所:宮田課長】 

 分かりました。 

【北嶋会長】 

 津波とかの災害になりますと毘砂別等では会館になってるんですよね。一番危ない。 

【支所：大原区長】 

 それはやはりおかしいと思って再度見直すはずなんですよね。各地域でそういうのを意識し合ってい

かないと。実は私も全部わかってはいないんですけども。前のまま同じになっている場所があるんです

よ。津波対策の避難場所は大体学校とか何ですけども、今の柏木の小学校にしてもあそこに避難しても

津波が来たらどうしようもないんだけれども。策定し直さないと駄目かなと思っているんですね、それ

は早急に。気にはなっていたんです。 

【北嶋会長】 

 去年だったかな。私の方にも来たんですが、乾パンと水が配布になったんですね。毘砂別の会館に置

いてるんですけども。そういうのは幾らか配布になっています。 
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【支所:宮田課長】 

 市からですね。 

【北嶋会長】 

 詳しくは次回報告いただくという事で。 

【支所：大原区長】 

 今会長の方からお話ありましたけれど、自治会の会議が２月にあるんですが、それと合わせて今自治

会の方にも今日、会長、副会長おられますが班編成も大分人の出入りがありまして各自治会ともかなり

厳しくなっているという事で、その話や地区の防災も含めて消防団の方もかなり人数も少なくなったり

高齢者の方が多かったりしますので、そういう事も含めて直ぐという事ではないにしても、見直してい

かないと、話し合いしていかないと駄目じゃないのかなと考えております。今の話で良く分かりました。 

【田中一房委員】 

 宜しくお願いします。 

【北嶋会長】 

 では次回の日程はどのようにいたしますか。 

【支所：尾崎主査】 

 はい。２月やるか３月やるか、今緊急にというのは特にありませんが。 

【北嶋会長】 

 とにかく９月までの任期なので、それまでに２０年度の方向性を決めていかなければなりませんから。 

【支所：大原区長】 

 ２月どうしようかというのもありますけれど、まだ具体的に呼ぶ人とか決めていませんけれど、外部

の人で色んな提言というか、あるいは専門におやりになっている人の話も聞くとか、皆さんの色んな検

討の中でのアイデアになるような事を話していただける人に来てもらいたいと思っています。 

【北嶋会長】 

 予算要求の中身でも地域自治区振興事業という名目ではほんの少ししかありませんけれども。 

【支所：大原区長】 

 これは厚田も来年度、浜益のスポーツフェスティバルみたいな事業を組んだだけなんですね。それも

２０万か３０万かという事業。 

【支所：尾崎主査】 

 色々と付帯条件が付くものですから。市の規定路線で乗れない補助事業となると本当に限られてくる

という部分。後はもうそれぞれの地区で個性、趣向、工夫を凝らした中で随時要求していくのは構わな

いと思いますので。 

【北嶋会長】 

 前回１１月の時にね、区長と課長の方からお話し合って私申し上げましたけれど、１７年度の第３回

目の資料を見ると、何かがんじがらめになっていると。 
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【支所：大原区長】 

 使うために何かやるという事ではなくて、やはりもうちょっと思い切って使えるような事にしないと。

使わなければ使わなくても良いんじゃないかという、他の予算でやれば良いという事ですから。ただこ

こでもある程度予算も厳しい中でも我々が議論したもので何とか一つぐらいは仕立てたいというのは

思いとして、やってみたいというのはあると思うんですよね。ぜひそれを何か見つけ出そうとは思って

いるんですけども。 

【北嶋会長】 

 では次回について。 

【支所：尾崎主査】 

 ３月という事になると、２１日水曜日はお休みですから２８日ですね。ですけれども水曜日にこだわ

らないのであれば２０日とか２２日にずらすとか。あまり年度末というのも行事が入りそうですよね。 

３月２２日の木曜日に予定するという事で宜しいでしょうか。時間はまた日中１３時３０分からという

事で。 

【北嶋会長】 

 では確認します。次回の地域協議会は３月２２日木曜日１３時３０分からの予定です。 

 

５．閉 会 

【北嶋会長】  

 では、長時間に亘りましてご協議いただき有り難うございました。第７回目の地域協議会をこれで終

了いたします。 

 
平成１９年２月２４日議事録確定 

 
石狩市浜益区地域協議会 
会 長  北 嶋 富 作 

   


