
平成１７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 ３月２０日（月） １４：００～１５：３０ 
場 所：浜益支所 ２階 庁議室 
資 料：第６回地域協議会会議概要 
    平成１８年度予算案の概要、主要施策の概要、主要事業一覧（浜益区） 
    石狩市総合計画策定基本方針、第４期石狩市総合計画基本構想（素案）、同（資料編）、 

総合計画策定スケジュール、石狩市総合計画策定審議会委員名簿 
グループテーマについての意見交換（観光・産業、福祉・環境、生活・文化） 

＝会議次第＝ 
 １．開  会 
 ２．会長挨拶 
 ３．議  事 

１）平成１８年度当初予算について（報告） 
２）第４期石狩市総合計画基本構想素案について（報告） 

 ３）グループテーマについて（グループ討議） 
４）その他 

 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 石橋 千春  （支所）区長 大原 嘉弘 
副会長 北嶋 富作 ○ （支所）部長 岩崎 雄三 
委 員 佐々木友治 ○ （支所）地域振興課長 加藤 美幸 
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 永塚 俊幸 
委 員 須藤 勝雄 ○   
委 員 岸本 教範 ○   
委 員 田端眞佐美 ○   
委 員 佐藤 文諺    
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    

傍聴人：なし 
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１．開 会 

【支所：加藤課長】 

 只今から平成１７年度第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。只今の出席委員９

名でございます。本日は会長が体調を崩されて入院中でありますので、北嶋副会長の方から進めさせて

頂きたいと思いますのでその旨よろしくお願いいたします。 
 それでは会議次第に従いまして協議を進めていきたいと思いますので、会長のあいさつに代わりまし

て北嶋副会長よろしくお願いいたします。 
 
２．会長あいさつ 

【北嶋副会長】 

 春から急に冬に逆戻りしましたけど、今日の吹雪のあと、ご出席いただきましてありがとうございま

す。今、事務局の方からもお話ありましたように石橋会長が帯状疱疹ということで診療所に入院してお

ります。元気でいましたけど「直々病むので大変なんだ。」と話していました。それから、同じ幌から

出ております委員の立浪さんのご主人が亡くなられたということで欠席されております。それから岸本

アイ委員さんが石橋さんの話によりますと「でかいマスクをして診療所に来ておられましたから風邪ひ

いたのではないか。」ということです。いずれにいたしましても今日も定数に達しまして会議が成立い

たしますので、これから第７回の地区協議会を開催し、進めて参りたいと思いますのでよろしくお願い

します。 
【支所：加藤課長】 

 それではこれからの議事につきましては、北嶋副会長の進行でお願いいたします。北嶋副会長お願い

します。 
 
３．議  事 

【北嶋副会長】 

 それでは次第の３番目、議事の(１)平成１８年度当初予算について事務局の方から報告お願いします。 
【支所：尾崎主査】 

 それでは始める前に、今回資料たくさんついております。一応、確認だけさせてください。まず一番

最初に今日の会議のレジュメあったかと思います。次に前回、第６回の協議会の会議概要、１枚のペー

パー表、裏付けております。その次が、石狩市議会の方で当初予算の審議をしているところですが、本

日、予算審査特別委員会の方で最終的なもの、それぞれ分科会が終わった後の部分が今開かれておりま

す。最終的には２３日の本会議で予算案が可決する見通しとなっております。この部分については資料、

予算案の概要というのがあります。これは後ほど詳しく説明しますけれども、それぞれの議員さん方に

配られた資料ですので、後で中をご覧いただきたいと思います。まず、この予算案の概要というペーパ

ーで７～８枚の小冊子があります。その次が主要施策の概要という少し厚めの資料があるかと思います。

それと次がＡ３の大きい縦長のペーパーになってますけども、これがですね、浜益区に関わる部分の主

要事業の一覧表になっています。それから次がですね、第４期石狩市総合計画素案ということで基本構

想の素案、これも小冊子になっています。それとその次が基本構想の資料編と、これも小冊子になって

います。それと続きまして、右上に資料１と四角で囲まれて書いてあるかと思うんですけど、それが総

合計画策定方針。これも小冊子になっております。それと次１枚物で資料２となっております総合計画

の策定スケジュール。裏にはですね、総合計画策定審議会委員の名簿ということで、こちらの方には、
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当協議会の方から立浪委員が審議会委員として出ていただいております。その名簿になります。それと

一番最後にお渡しした前回までのグループテーマについて、皆さんで検討された部分それぞれをですね、

担当するグループの分、まだ最後の部分に至ってないものですから、途中なんですけども前回まで話し

合ってた部分をまとめた部分のペーパーがいってるかと思います。以上ですけども全部ありますか？ 
【各委員】 

 はい。 

【支所：尾崎主査】 

それでは予算の部分ですね、これ、議会の方に今示された資料ということで先程も申したんですけど

も、一つひとつやると非常に長くなります。それで１番最初に市議会、各会派説明用とある予算案の概

要なんですけども、１枚めくっていただいたところにですね、一般会計、それから各会計毎の総額を示

した表があります。これが市の方の全体の予算枠ということでご理解いただければと思います。 

そして次の部分ですけども、主要施策の概要ということで結構厚いペーパーになっています。この部

分につきましては、主要施策の内容の説明と、その主要額が示されております。それで、この部分につ

きましてはそれぞれの部毎に取りまとめたもの、そして当然ですね、浜益地区に関わる部分も掲載され

ておりますので、後ほど戻られてから詳しく目を通していただければよろしいかなと思います。 

次のペーパーの方１枚、これですね。浜益区に関わる部分の主要事業ということでまとめています。

これがですね、浜益区に関わる全てではないんですが、主な事業ということで取りまとめております。

当然市の予算は浜益の分いくらかとか、厚田の分いくらとか、石狩本市の分いくらかとかというような

まとめ方はしておりません。それぞれの所管部で取りまとめしますので、例えば積算するなかで旧３市

村の分合わせていくらと。それを浜益の分、厚田の分いくらと分けること出来ないもの、どうしてもあ

るもんですから、浜益にかかる分だけはこれだけというのは資料としてお示し出来ませんので、ご理解

していただきたいと思います。それで、この一覧表につきましては浜益に関わる部分、事業ということ

念頭においてご覧いただければよろしいかと思います。それで、全部でですね、一般会計部分で１番目

のその浜益斎場建設事業から２０番目の道路橋梁新設事業ということで、一般会計としてはこの２０事

業、主要事業として取りまとめております。それと２１～２３につきましては、簡易水道事業の特別会

計部分ですね、この３事業を一応載っけてます。この部分については、予算案として議会に今提案され

て２３日に総議、可決される見通しとなっております。この部分についても、大まかな目安で浜益とし

て、こういうことが１８年度事業として展開されるんだろうということで押さえていただきたいと思い

ます。この中でですね、この表の中１６、１７、１８ですね、この３事業につきましては、地域自治区

の振興事業ということで、皆さんから予算案として提案することについてご承認いただいて、予算案と

して提案して審議いただいている部分ということで、これもそれぞれ事業費毎に掲載しておりますけれ

ど、この範囲で予算として成立する見込みとなっております。以上です。 

【北嶋副会長】 

これまでのご説明の中で、何かご質問ございませんか。無いようですね。よろしいですか。 

【各委員】 

 はい。 

【北嶋副会長】 

 それでは次に（２）の第４期石狩市総合計画基本構想素案について報告お願いします。 

【支所：尾崎主査】 

はい。第４期石狩市総合計画基本構想ということで、現在、市の方で準備進めてまして、素案、基本
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構想素案でございますけれど、今審議会に提案して逐次進めている段階です。この部分につきましては

先程も申しましたけれど、当協議会の方から推薦ということで、立浪ゆかりさんが委員としてこちらの

方に参加されています。これ、地域協議会の方から推薦いただいて先月の末にですね、２月２８日だっ

たと思いますけれども、１回目の審議会が開催されました。それで立浪さんも参加されたようなんです

けど、その時に示された資料を今回添付させていただいております。総合計画につきましては合併に伴

う時に新市将来構想ということで、ある程度のものはお示ししてたんですけども、正式な総合計画と言

いますか、市として進んでいくもの、これは平成１９年度からの計画期間となる部分をですね、今年１

８年度の１２月までに何とか案を作成して議会の承認をいただくべく準備を進めている段階です。詳し

い内容については、ここで私共の方で中々説明といってもですね、市の方で直接進めている部分もあり

ますので、今後ですね、パブリックコメントと言いまして、浜益区民も含めた市民の皆さんに意見を聞

いたりとか、色んな部分出て来ると思います。これはまだ一番初期の段階の叩き台ということで、今後

ですね、地域協議会の方にも別な形で、又意見を求められることもあるかもしれません。それで今の段

階でこういう形で進んでいるということでご承知おきいただければ良いかなと思います。今後ですね、

色んな形の中で、もし皆さんの方から意見があれば協議会としてどんどん意見を出すことは全然やぶさ

かでありませんので、そういう形の中で皆さんからの参加なり、協力とかいうのは必要になってくるか

なと思います。 
それと１枚もので今後のスケジュール出てきます。今、これ基本構想ということで、実際の実施計画

もこの後、当然作られて肉付けされていくと。総合計画のひとつの結果としてはこの基本構想、それと

実施計画、市の方で今考えているのは基本構想、それと実施計画に基づくですね、財政計画についても

検討していくと、今準備進めておりますのでご承知おきいただきたいと思います。 
【支所：加藤課長】 

 私の方からもう少し分かりやすく説明させていただきたいと思うんですけども、資料１の石狩市総合

計画の策定基本方針とありますけども、そちらのですね、１ページお開きいただきたいと思います。１

ページの方にはですね、今までの合併協議で作られてきました「合併まちづくりプラン」と石狩で作る

「総合計画」がどういうふうになるんだということ、たぶん皆さん関心あるんでないかと思います。そ

れの分かりやすいのが１ページの方に書いてあります。「新市将来構想」の３原則５テーマ、土地利用

の方針、新市の重点施策とあるんですが、「合併まちづくりプラン」で作った新市将来構想、これは合

併協議会でパンフレット作ったものが皆さんの家庭に配付されたものがここになります。それを受けて

財政結果と共に作られた新市の建設計画、火葬場だとかその辺は盛りこまされて来てるんだけども、こ

の中には施策の方向、施策推進の原則、主要事業ありました。これの２冊の部分が今度は第４期の総合

計画では、それぞれ新市の将来構想が基本構想、それから地域建設計画の事業計画が戦略計画としてこ

ういう形で作られますよと。ですから全く新しい計画を作るということよりも、今合併協議で作られて

きた中身をまず根幹として、その後を引きずっていく、そう思われて間違いないかと思います。ただ合

併協議から２年経って、国の交付税だとか、補助金の、三位一体改革で財政環境が大きく変わって今年

の予算で行けば１１億ぐらい狂ってると言われてますんで、その辺の財政計画作る上で全く「まちづく

りプラン」がそっくり移行するっていうふうには中々考えにくいんじゃないかと。そこで支所としては

今まで「まちづくりプラン」等でやってきた事業については、それは２次計画作る際で、もしお金が足

りなければどれか優先度つけるとか、そういうことがこれから協議されていくのではないかと。そうい

うふうに思っていただければと。一般的には浜益村では計画作ってるのは、将来構想があって、次の計

画があって、次に実施計画作ってあるんですけど、どれにはどの事業やりますよと。石狩市では基本構
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想と２次計画にして、戦略計画は財政の構造上、柔軟的に出来るように、こんな仕組みにするというよ

うな方針が決められて、その流れに沿って計画が進められている。既に２月から１回目の審議会が進め

られて方針が示されて、この策定時期についても今年と去年の１７年度予算と１８年度予算に措置され

て、この中で計画が具体的に進められていくと。目標としては１２月の審議会に基本構想、これは地方

自治法に基づいた議決事項であげるそうですから、１２月の議会に提案して、議決をいただいた後、予

算に反映して１９年度からスタートさせたいというような計画プログラムになっております。ですから、

基本的には「合併まちづくりプラン」は全く無くなるというふうにはならなくて、それが根幹となって

引き継がれていくと。その中で地域協議会としても協議の中でどこかの場面で意見を言ってくことがあ

ると思うんですけど、具体的には市の条例で決まっている総合計画の審議会ありますから、そこで諮問

されて答申、後は地域の人方が意見を言う場所としては、パブリックコメントという場所、そういうと

ころで意見を言える仕組みとなっておりますので、ご承知いただきたいと思います。３月議会で関連予

算が認定されますと、４月からは具体的な地域説明会にも入ってくるスケジュール聞いておりますので、

又そうなりましたらご案内申し上げたいと思います。 

【須藤委員】 

 合併のことさ、あれは１８年の３月３１日までにということだったんだよね。この合併はようするに

三位一体をやるなかで、浜益はたまたま１０月に終わったことなんだけど。ただ今の話を聞くと良く分

かったんだけど、新市の戦略、浜益はこう作ってあったと。それは当然加わってくるだろうし、要する

に１市２村が合併したとき、例えばそのときの体制、１９年なり２３年なりとなれば、合併したときと

補助金とかのあれが変わってくるということだな。新市の計画もこれから又変わるっていうことなんだ

よね。そういうふうに解釈すれば良いんだよね。 

【支所：加藤課長】 

 そうですね、要するに国が財政環境が変化して、それが市にも影響受けて来てるものですから、計画

していた財政計画が変わってくると。 

【須藤委員】 

 だから何時いつまではこうして、駆け込みでも良いからという話があったんだけれども、国がそうだ

から、道がそうだから、合併する場合は特例措置がどうのこうのあったけど、それもどんどん変わって

来てる、好転しないで悪くなって変わって来てるのも事実なんだよね。 

【支所：加藤課長】 

 そういうことですね。一応合併による特例の地方債とか補助金とか、そういうルールは守られてるん

ですけど、現ナマが無いものだから開き直ってるんですよね。 

【支所：岩崎部長】 

 結局市民税が相当落ちて来てるというのがありますからね。交付税も思ったより来てない。 

【須藤委員】 

 それはずっとやって来てる中で、数字は出ないけれど、やっぱり、「これだ」って合併に踏み切った

のも事実なんだよね。それもあの時点から既に変わって来てるものがあったということで。 

【支所：岩崎部長】 

 あります。それも思った以上に国からの締め付けが大きかった。去年の９月段階では三位一体改革の

方向性が出来上がらんかったものですから、ある程度の分は見込んでたんですが、それ以上ということ

です。 

それから当然交付税につきましても１８年度から、今、竹中総務大臣の諮問でやってますから、それ
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がまた大きく変わる要素があるんですよ。交付税の算定の仕方が全然見通せない。 

【須藤委員】 

 いや今聞いたのは、ただ説明の中で終わったことだから良いんだけれども、要するに我々もそういう

ふうに賛成したんだけれども、すなわち反対した人でも、賛成した人であっても、とにかく現実は今の

ところ特別良くなるんじゃなくて、何とかそういうのを頼みながらという、まずこういう策定も市の構

造改革も戦略計画も合わせてやって行かなきゃ駄目ということなんですね。 

【支所:加藤課長】 

 財政計画もきちんと作るんですけども、１０年間の見通し、中々立てずらいんだと思うんです。良く

なるかもしれないし、計画よりも悪くなるかもしれない。又、一歩逆の見方すれば、もし合併しなかっ

たらっていう考えになれば、ぞっとしますよ。 

【須藤委員】 

 そこなんだよ。どうだったかなと。それの方が良かったのかなと。 

【北嶋副委員長】 

 今、課長が言ったように黒字になるというのはかなり後に伸びますね。 

【支所:加藤課長】 

 それほど今、国の方の財政再建に向けて取り組んでいるのが、地域にもこういう影響を与えて来てる

ということで。立場上これ以上言えませんが、それは石狩だけに限った現象じゃなくて、もう日本全国

の市町村が今そういうふうになっていると。非常に厳しい状況です。そこでやはり地域協議会の存在と

か大きくなって、自分達はどこまで自分達のこと出来るのかということを話し合うっていうか、必要な

部分で出て来るんじゃないかと思いますね。逆に言えば、その昔は役場でやっていたものを自分達に押

しつけるのかというふうになるんですけど、元々昔は自分達で井戸掘ったりしてたんですけど、それは

議員とか首長が、私がすぐやりますとか、そういう政策とってやって来たじゃないですか。それが又昔

に戻っていくような形になるんですかね。今、又そういうことで地域協議会の存在が改めて認識される

んじゃないかと思いますけど。計画作りはそのような形を経て１２月に作られていくと。今までの「ま

ちづくり計画」を全くそっぽ向くものではないんですよ。 

【須藤委員】 

 高校は昔のように戻るかもしれないけども、時代が違うからそうはならないね。 

【支所:加藤課長】 

 策定のスケジュールの関係で、報告のまとまり方はですね、逐一又協議会の方に情報提供されると思

いますので。経過については以上でございます。 

【北嶋副委員長】 

 今の（２）の関係で何かご質問はありませんか。 

 よろしいですか？それでは（３）のグループのテーマについて、お計らいしますけども、今日はグル

ープの討議は欠席が多いんで、省略して次会にしたいと思いますけれどよろしいですか。 

【各委員】 

 はい。 

【北嶋副委員長】 

 一応、お手元に先程尾崎主査の方から資料配付されておりましたが、若干、事務局の方から概要だけ

でも説明していただければ。簡単で結構です。 
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【支所：尾崎主査】 

 それではですね、前回のグループテーマ、それぞれ検討された部分、その続きをということで予定し

てたんですけど、今日は欠席されている委員が多いのでグループによっては意見交換が出来ない。その

ような部分あるのと、このような天候でもありますからグループテーマについてはですね、続きは次回

以降ということで。 

それで前回までの話し合われた部分、私の方から簡単にご紹介したいと思います。まず観光･産業グ

ループ。ここは前回の協議会の中で話し合われたのが、環境の整備ということで、住民意識の高揚を図

っていきましょうということで、主体的に話し合われたようです。 

まず現状と課題については、農業関係者が学校に花の種を提供しているよと。それと旧村道、今の市

道ですね。草刈の状態が今、悪いと。公共施設の草刈の状態も悪いと。特に会館や旧学校跡地等ではそ

ういう現状ということですね。それと柏木、川下は農家が互いに草刈を行っているが、浜益はそういう

ことがない。それと漁港関連道路は船主会で年２回行っている。そういう現状と課題があるということ

で挙げられておりました。 

 それと目指す姿はということで、旧中央小学校の草刈等、市の管理が悪いところ、区内施設周辺の草

刈等は協働で行うこととしましょうと。それと公共施設周辺の環境整備、利活用を再考するということ

と公民館等、古い施設については撤去も考えた方が良いんでないかと。それと小果樹を道路沿い又は河

川沿いに植える。それとサイクリングロード案だとか環境美化にも繋がって行くのではないだろうかと

いうことが出されています。それと子ども達に未来の浜益を描いた作文を書いてもらうのはどうだろう

かと。これは一部合併前に実施済みの部分もあるようです。それと住民のアイデアもどんどん募集して

いって、住民にも浜益のことを考える方法を探っていくことが必要になってくるのではないかと。それ

と利用されていない区内の施設周辺の整備もどんどんして行きましょうということで、これらを目指す

姿として整理されております。 

そうすることによって期待される効果ということで、施設周辺の草刈等を市と住民が協働で行うこと

により、住民の環境美化に対する意識が芽生え、よっては浜益区全体の環境の整備に繋がっていくので

はないかと。それと古い施設は撤去し、今ある施設の活用方法を再考することにより、利用しやすい環

境を住民に提供出来るようになるのではないかと。それと環境美化整備に力を入れることにより、浜益

を訪れた人が又来たいと思える心を植えつける、将来的に観光の発展に繋がって行くのではないかとい

うことで、期待される効果としてまとめております。 

その他特記事項として、区長の方から他の市町村の実践事例について視察研修をしてはとの案が出さ

れていた。長沼町でドブロクの特区を取っている。現在製造化に向けて技術を習得している最中である、

視察に適した環境ということで出ております。特区のアイデアについては、八田商店の技術を伝承して

もらい、みそや醤油、こうじはどうか等、意見が出されたようです。それも地産地消を考えていくと、

産業団体、商工業者が自ら進んでアイデアをどんどん出していく必要があるのではないかと。それと船

で海岸からの絶景を見せていくこと。又観光ガイドを住民が行う観光ボランティアの育成等、これらを

今後検討していって、浜益の観光振興を図っていくことが必要でないかということでまとめられており

ます。 

この部分についてはそれぞれ部会の方に配っています。まだ途中なものですから、ある程度整理出来

た段階で皆さんに又資料としてお渡ししたいと思います。今日はその前回の話し合われた内容というこ

とでおさえていただければと思います。 

 続きまして福祉･環境グループ。こちらの方はまず除雪サービス。作業員の不足、ボランティアの確
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立ということをテーマに前回話し合われています。前回ですね、木村座長がちょっと欠席ということだ

ったので、北嶋副会長が仮座長ということで話し合い、協議の方進めていただきました。そちらの現状

と課題ということで従業員の不足が問題だと。１人で一軒しか出来ない人もいる。雇用保険の問題も当

然出て来るだろうと。詳細はペーパーで報告、社会福祉協議会から直接もらうか、直接説明してもらう

ということで、これは主に除雪サービスの部分を話し合われているようなんですけども、平成１６年度

までは１戸当たり５千円の単価でされていたと。非課税の人については無料と。合併後はそれが単価５

千円が３千円になってるということで整理されているようです。それと窓下の排雪については平成１６

年は１４戸、平成１７年は１９戸、それでシーズンで２回実施で３回目以降が有料となる。基本は３０

分で６００円２５人で対応ということで、これはかなり詳しい数字をまとめてるんですけど、ボランテ

ィアの人々に対する報酬なり、保障をもっと充実させるべきでないかということで、今後の検討課題と

してまとめられております。 

特記事項としまして、入浴サービスの送迎について平成１８年度からは添乗員を随行させない方向で

考えているようだということで、この部分については社協の方に後日確認して、協議していく必要があ

る項目だということで出されております。それと毘砂別の老人クラブで出た話ですが、移動するのにバ

スは出るんですけど、足の確保が難しくなるのかなと。金額についても現在１００円で平成１８年度以

降についてはまだ未定で、増額になるかもということでまとめられています。それと別なテーマでもう

一軒、下水道の問題ということで、予算や各戸負担の部分、住環境の整備というテーマについて協議さ

れたようです。この問題については本来行政でやるべきことではないだろうかと。それと個人負担が多

すぎる。高齢者が多すぎて対応できないのではないだろうか。新築については問題ないが、古い家屋に

ついては多方面で問題が生じてくるのではないかということで、この部分についてはかなり問題として

は残りそうだなということで協議されていたようです。福祉環境グループについては以上です。 

 それと最後３つ目なんですけど生活・文化グループ。こちらではゴミの減量化と資源化をテーマにし

て協議されたようです。この部分については、目玉としてまず最初に取り組みたいテーマでもあると。

最終的にはこの問題をメインテーマとして取り組むべきだろうということで確認されております。それ

と地域協議会全体で石狩市の方にありますリサイクルプラザ、そちらの施設見学についても、皆さんで

是非行きたいですね、ということでグループの方で話し合われておりました。 

まず、ゴミの減量化と資源化の現状と課題ということで、資源回収については現在、砂川の方から業

者が来てやっていると。それで牛乳パック、古紙、ビール瓶、一升瓶など集めていくということで、浜

婦連も古紙回収については取り組んでいるという現状だそうです。それと自分で堆肥化出来る物、出来

ない物があるので、コンポストの補助制度もあるので、それらの制度についても区民に周知徹底すべき

ではないかということであります。それとホタテの貝殻は、現在燃やせるゴミで出しているのでちょっ

ともったいないのかなということで話が出ました。それと浜益区の一人当たりのゴミ搬出量が、今現在

の石狩市の倍くらいあると。これはグループとしても何とか倍ぐらいある量を少しでも減らすべきだろ

うということで、ゴミの減量化を住民に対して徹底していく必要があるんでないかと。ゴミの有料化と

いう問題も出て来ております。この有料化についてはイコール減量化、ゴミを減らしていくと、そうい

う狙いがあるのではとまとめられております。それと石狩市では緑のリサイクル制度もあるということ

で、草や落ち葉も集める、出せる制度があるそうです。それと目指す姿として飲食店等で出る残飯をで

すね、何とか堆肥化出来ないかということで、ゴミ処理機で発酵させ、畑へ又戻して、循環型農業を目

指すことによってゴミの減量化にも繋がっていくのかなと。それを将来的に導入できないかなと。それ

と利用可能な電化製品、タンス等、今はリサイクルプラザの方に引き取っていただいて、ある程度リサ
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イクルして、又低価格で販売するという制度を石狩市の方で取り入れて実際やってるんですけども、そ

れも一つの方法なんでしょうけども、むしろ自分たちだけでもお互いに、必要ある人もいれば、そのま

までも交換したりとか、そういうシステムを確立していってはどうかと。これらについては広報や掲示

板を活用して誰々さんが例えばこういう物を今使わないで余っています、どなたか要りませんか、みた

いな形で必要ない方は必要ある方に譲って、交換してという仕組みを確立してはどうだろうかというこ

とで出されていました。それと天ぷら油の活用なんですけども、これらをある程度集めて資源化、石鹸

とかに今出来るようなんですけども、そういう形で資源化を図っていくこと。それらについては飲食店

とか自治会、婦人会にも協力、要請をしていきましょうということで、まず実践計画して、まず住民が

やれること、すべきことでさっき言いました廃油の再利用ということで、それらはリサイクルプラザで

回収して、最終的には石鹸にして販売してはどうかと。それと行政としては各公共施設にコンポストを

置くと。そして発酵促進剤として米糠だとか籾殻、草等を入れることによって発酵がより進むというこ

とで。特にイメージとしてあるのは小中学校、給食の残飯だとか結構出るものですから、給食センター

にそういう施設を用意してはということをまとめられておりました。それとデマンド交通システムの部

分も少し触れたんですけど、目指す姿といいますか、例えば診療所の診療日の部分なんですけども、例

えばバスを走らせるにしても全地区からではなくて、例えば急に具合が悪くなるとかそういうことは別

として、ある程度定期的に病院にかかっているのであれば、診療日も地区割りして例えば月曜日であれ

ば北方面だとか、次、別な日は南方面だとかにすれば、迎えに行くバスも効率良く行けて、あっちにも

こっちにも行かなくても良いように、そういう診療体制についても何とか検討出来ないだろうかと。そ

れと配食サービス行ったときに色んな情報をもらってきて、それらを情報交換してもらえないだろうか

と。上手くデマンド交通システムを活用していけないだろうかということで、この部分については、時

間が無くて途中で終わったようなんですけども、大体そういうようなことが出されていました。 

以上３グループの方からは、まだ途中なんですけども、前回その程度までですね、話し合いがされた

ようです。以上です。 
【北嶋副会長】 

それでは、このグループテーマにつきましては未完のまだ段階ですので、固まった段階で最終的に全

体会議にかけて、委員会としての意見をまとめたいと考えておりますので、そういうことでよろしくお

願いしたいと思います。 
今の関係につきまして、区長の方から何か要望とかありましたらお願いします。 

【支所：大原区長】 

 今日は皆さん、色々な事情で欠席されている方が多いんで、グループテーマの中身についてはまだこ

れからということだと思っております。それで前回、そしてさっきもご紹介ありましたけど、皆さんこ

れから春に向けて農業の方も忙しい時期になってきます。全部こういう議論だけでなくて、外に出てで

すね、先進の地域の人から色々お話を聞くというのもどうかなと思ったりしていまして、4 月に出来る

かどうかは分かりませんけど、その辺皆さんのご要望も聞きながらですね、全員参加というのは中々難

しいんでしょうが、そういう取り組みも是非やっていただければ良いなと思います。 
 後は個々のグループ毎の中身については、これから色々詰めていただいて手をつけられるものからで

すね、１８年度当初予算というのは出来ましたけれど協議会の中での取組みで予算的なものが出てくる

場合には補正も含めてですね、地域振興の中でやれるというようなものを一つでも二つでも出していた

だいてですね、取り組んでいく必要あるんじゃないか、そういうふうに考えます。 
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【北嶋副会長】 

 ありがとうございました。それで加藤課長にちょっとお聞きしたいんですが、１９年度予算に反映さ

せるためには、いつ頃までに意見として集約されたらよろしいんでしょうか。全部どうなるかは分かり

ませんが、大体いつ頃までに。 
【支所:加藤課長】 

補正予算は１０月の始めぐらいには、方針とか示されて来るんじゃないかなと。去年の場合は合併も

あってですね、２ヶ月ぐらい遅かったという気がしてますから、その辺の日程については１０月の始め

ぐらいまでにある程度こういうものをイメージして形作られれば、予算の方にあげていけるんじゃない

かなという気がしますけれど。 
【北嶋副会長】 

少しでもね、やっぱりまとめていかないといつまでたっても上に上がっていかない。 
【支所:加藤課長】 

そうですね。ですから区長お話されましたけれど、すぐ出来るものとか、やっぱり１、２年検討する

ものとか、何年ぐらいかかるものとか、その中でテーマをある程度分類していって、そういう出来るも

のは予算に反映していくという考え方が良いと思います。その方が早めに出て来るのかなと思います。

それは毎月これから地域協議会開かれるのであれば、本庁の情報仕入れてタイミング見計らってやるの

が良いと思います。 
【後藤委員】 

 例えばね、区長の方からお話し合ったんですけど、観光産業の問題で先進地域の視察ということで、

長沼方面のドブロク特区の紹介ありまして、それで視察をしたら良いんじゃないかと。私たちのメンバ

ー全員がそれは良いことだと。その事例を参考にしながら今後話を進めていこうと。そうなった場合、

視察に関して予算付けがどの程度出来るものなんだろうと。 
【支所:加藤課長】 

 あの、例えば地域協議会の予算というのは開催経費しか今無いんですけども、そこで先進地視察をす

る場合でしたら、地域協議会では予算がからない方法、例えば市のバス使って弁当は自分たちで出して

もらって、それぐらいであれば日帰りですよね。予算なくても出来る方法で考えたいと思います。一泊

とかなれば難しいですけども。 
【須藤委員】 

 あの、各分科会でさ、日にちとかは決めてないけどさ、一応予算かかるものであれば、日分けはする

だろうけども、一応１０月だと。やれるものはやると。でも例えばその各３分科会でさ、こういう方向

でいこうと決めても、それはその分科会一つで決めたことであって、そしてそれを全体の中でどうです

かと、そういうことでしょう？ 
【支所:加藤課長】 

視察に関する経費ということですよね。予算に関係するものとしては、考え方として地域協議会で何

かやろうとして振興基金を充当するというものと、例えばその地域協議会で行政に持っていこうという

ことを要望しますとかいって直接やるものと、又自分たちが色んなことをこれから検討する材料として

先進地を見に行きたいというのは、予算の分け方が違うから、今お話しされているのは先進地を見に行

きたいっていうことですよね。それによってもし良いことがあってやれるものがあれば、この基金を使

うものが無いかどうか、市に訴えるものが無いかどうかを検討するために、まず見に行きたいっていう

ことを言ってるんですよね。視察に行くための経費というのは特に無いんですけども、市のバスとか使
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えば出来るんでないかと私は思っております。その次に発展していって、何か事業化して予算化してい

った場合に財源をどうするかというのは又別の話で、区民みんなに諮っていくことになるかと思います。  
【北嶋委員】 

 ちょっと確認したいんですが、今、後藤さんが言ったように区長の権限で簡単に視察に行ったりとい

うこと出来るのでしょうか？ 
【支所：岩崎部長】 

 それは可能ですよ。経費的にそんなにかかる訳でもないですから。市のバスを使えば１回でも２回で

も。 
【支所：加藤課長】 

 ですからさっき言った、リサイクルプラザも見に行くとか、長沼行くとか、それからもっと観光のと

ころ行きたいとかなれば、市のバス使えば交通費かかりませんから、それは区長の権限でも如何程にも

出来ます。 
【北嶋副会長】 

 分かりました。 
【支所:大原区長】 

 それとさっきちょっとお話ししたのはですね、１８年度の地域協議会でのクリアした事業としていく

つか載ってますけど、皆さんと時間が無い中で１８年度当初予算で何とかやったということもあります

ので、そういう先進地事例を見た中で、どうしてもこれは早くやらなきゃいかんというもので、基金使

ってやるかどうか、またそれは話し合いあるんですが、当初で載って無かったけど、是非１８年度中に

手をつけたいというものが出てくれば、それを補正してもらうっていうのが可能だと思うんですね。特

に１８年度は事業を検討する時間が無かったですから、是非１８年度についても緊急を要して、こうい

うものを地域振興基金使ってでも１８年度中にやりたい、やるべきだ、そういう議論が出れば皆さんと

ご相談しながら進めて行きたいと思います。結局来年度に向けた事業というのは色々議論された中で、

また１９年度当初で要求していくということで、１０月から１０月末なりに出していただくことになろ

うかと思います。 
【北嶋副会長】 

はい。他に何かありませんか？ 
【後藤委員】 

もう一点良いですか。生活文化の方ですか、この中でちょっと話し出てたので。ホタテの貝殻の問題

出てたんだけれども、今北海道でも何箇所かホタテの貝殻再利用してやってるところあるんだけれど、

それで浜益でもヒトデが結構あがるんだよね。我々も循環型農業ということで藁をいくらか出すという

ことで、そこでちょっとね、ヒトデと藁を堆肥化して利用ということでね、やってみるんだけども、た

またま海にいるものでね、カドミウムが含まれるということあるらしいんですけども、それでね、色ん

な分析しなければ堆肥として使えるかどうか分からんけども、ただそういう点でさ、そういうことをや

っているという事例もあって、これもどこかでやってるんだよね。そして広がってるんだわ。だからそ

ういう関係で出来れば金もかかるもんでもないし、我々の方でも堆肥作ってるから対応出来るんだよね。

だからそういう制度的な部分、そういうのは我々出来ないことだから、こういうものを有効利用して、

お互いに投げ物でね、ホタテの貝殻なんかを再利用していけたり出来ないかなと。色んな機械も今はあ

るだろうからね。 
【田中委員】 
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 浜益の場合はホタテの貝殻はほとんど出ないですよね。生貝として貝ついたまま出荷しちゃうから、

加工屋さんがここに居ることによって貝殻が出るんだけれども、ここに居る訳でもないからね。全道に

加工貝として出ちゃうから残らない訳ですよ。成貝として揚がる分は３００ｔだから、しれてるんだわ。

だからそれを再利用するとなれば、他から貝殻を仕入れて来ることになる。だからそういうのはやって

るとこに任せた方が良いと思うんだわ。 
【後藤委員】 

 たまたまね、生活の方でそういう話があったからね、良いことだなと。 
【北嶋副会長】 

 他に何かございませんか。 
【支所：尾崎主査】 

 いずれそれぞれのグループで話されていることというのは、どこかの段階で、又皆さんで全体の中で

協議していく場合があると思いますので、その時に色々意見出していただいて、又お願いしたいと思い

ます。後ですね、基本的にさっき言ってた視察の部分についても、課長言われてたようにもし行くとし

たら後々のこともありますので、出来れば全委員であわせて一緒に行くと。グループだけで行くという

ことではなくて、後々考えたときに、いずれにしても全体で協議しますので、視察についてもスケジュ

ールあわせて何とか皆さんで行けるように日帰りコースということで、お昼だけ用意していただくか、

それぞれ食べていただくかという部分になると思いますけども、そういうことで今後、日程、場所も含

めて協議していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 
【北嶋副会長】 

 他に何かありませんか？よろしいですか。 
【各委員】 

はい。 
 

４．そ の 他 

【北嶋副会長】 

 それではその他の方でご相談申し上げます。次回の日程の関係なんですけども、石橋会長入院中なも

のですから、その辺、会議は１８年度になる訳ですが、一応事務局と会長の方に一任して早めに連絡し

てもらえるように、それぞれの委員の日程もありますからそのようにしたいと思います。よろしいでし

ょうか。 
【各委員】 

はい。 
【支所：尾崎主査】 

 北嶋副会長、事務局から１点よろしいですか。 
【北嶋副会長】 

はい、どうぞ。 
【支所：加藤課長】 

 私の方から 1 点だけですね、お願いありまして、ご提案させていただきます。実は合併協議におきま

して新しい市民憲章を合併後検討するというふうに決まっております。今ある市の憲章も浜益の憲章も

廃止して全く新しい市民憲章を作るんですけども、そのためにですね、学識経験者とか、一般公募とか 
地域協議会から推薦する人とか選んでいただいて、審議会とは違う、そういう堅苦しくなく検討委員会
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を設けて作りたいということで、実は生活環境部の市民生活課の方で担当しておりまして、浜益の方か

ら１人推薦してほしいと照会ありました。市民憲章は、「市制１０周年記念」が今年の７月１５日に行

われるということで、その場で市長の方から公表する予定だそうです。それでそれまでの間、３回か４

回ぐらい委員会を開催したいと。最初の委員会は顔合わせというのもあって今月の２９日か３０日ぐら

いに開催したいということで相談来たんですけども、本庁の担当の方からですね、実は立浪さんの名前

出されて来たんですけども、たまたま立浪さんは、今、旦那さん入院中で、こちらからは話しかけずら

いということで断ったんです。それで２０日に協議会開かれるから、その時に相談して違う人を選んで

推薦していただくということで話をしています。出来れば若い人を推薦していただければと言われてま

して、若い人が余りいないということなので、どなたか引き受けていただければ。こちらで推薦という

形を取らせていただければと。 
【各委員】 

 それで良いと思います。 
【支所：加藤課長】 

 よければ地域協議会の推薦ということで、個別にあたって推薦させていただいてよろしいでしょうか。 
【各委員】 

 はい。 
【北嶋副会長】 

 後、何かご意見なり、ご質問なりありませんか。 
【各委員】 

 なし。 
【北嶋副会長】 

 それでは協議会を閉める前に、区長の方から１７年度の協議会について一言お願いしたいと思います。 
【支所：大原区長】 

それでは１７年度の協議会について、私の方から一言だけ申し上げさせていただきます。皆さん大変

タイトなスケジュールの中で会議を開いていただきありがとうございます。１８年度、来月からまた月

一程度、あるいは時間帯の問題もありますけども、皆さんのご都合聞きながらですね、また内容につい

て詰めていただきたいと思っております。ご承知してると思いますが、浜益区の人事でございますけど

も、２名退職するということを報告いたします。また本庁サイドから一人来ていただくということで交

換で課長職が１名行くという段取りで今進んでいます。最終的な形はまだ決まっておりませんが、管理

職ではそういう形。それと一般職で４名本庁に異動ということで、交換入れますと５名行って１名来る

と。田岡市長の考えもありまして支所との交流というかそういうことで。こちらの方もギリギリ、去年

９名行っておりまして、今年１人来られるとしても４名行くということで支所の方もちょっと寂しいで

すけども。ただ予算の内容見ても、観光中心として産業と色んな形で交流しながらですね、この地域を

高めていくというようなことで、ある部分では我々の目標とその辺においてですね、体制づくりも含め

てこれから頑張っていきたいと思います。いずれにしても協議会、２年目というか、実質的にはまだ１

年目なんでしょうけども、今後重要な案件、つまり先程も説明、報告ありましたけれども新市の総合計

画、それが１８年度で策定されていますので、それに対するご協議もいただくことになろうかと思いま

す。４月６日には「きらり」で区民に対して内容の説明会も組まれておりますので、それで担当の部所

サイドが来まして中身の説明をするということです。合併から大幅に財政的な状況が変わりまして、合

併前に色んな事業が予定されていましたが、ある程度お金に左右されることもあるかと思いますけども、
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何とか見直ししても、書かれている計画を何とか推進出来るようにしていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたしたいと思います。本当にありがとうございました。 
 

５．閉  会 

【北嶋副会長】 

 それではこれをもちまして第７回目の地域協議会を終了したいと思います。皆さんどうもご苦労様で

した。 
 
平成１８年 ４月２０日議事録確定 

 
石狩市浜益区地域協議会 
副会長 北 嶋 富 作  

   


