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平成２２年度第５回石狩市浜益区地域協議会議事録 
 
日 時：平成２２年 ９ 月２９日（水） １８：３０～２０：００ 
場 所：浜益支所庁議室 
資 料：会議次第 

    資料１  ：石狩市過疎地域自立促進市町村計画（案） 
    資料２  ：石狩市過疎地域自立促進市町村計画（案）修正箇所 
    資料３  ：地域協議会第３期目における検討事項（第２期からの引き継ぎ） 
    資料４－１：高校通学支援 
    資料４－２：特産づくり 
    資料４－３：資料館整備構想 
    資料４－４：住宅整備 
    資料４－５：高齢者支援 
    資料５  ：議事録の作成方法 
＝会議次第＝ 
 １ 開  会 
 ２ あいさつ 
 ３ 報  告 
      １）石狩市過疎地域自立促進市町村計画（案）について 
 ４ 協  議 

     １）地域協議会第３期目における検討事項（第２期からの引き継ぎ）について 

     ２）平成２３年度の地域振興事業について 
     ３）議事録の作成方法について 
 ５ そ の 他 
 ６ 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  神田 一昭  ○  （支所）支所長  渡邉 隆之 
 副会長  岸本 教範   ○  （支所）地域振興課長  佐々木政人   
委 員 

   
笹  賢一 

 
○  （支所）保健福祉担当課長 

浜益国民健康保険診療所庶務課長 

  
木村 新吾 

 委 員  田中 富子   ○  （教育委員会）浜益生涯学習課長 新井 春生 
 委 員  大久保満彦   ○  （支所）地域振興課地域振興担当主査 小島  工 
 委 員  二本柳辰男   ○  （支所）地域振興課地域振興担当主任 須田  恒 
 委 員  渡邊真奈美   ○    
 委 員  渡邉 千秋   ○    
 委 員  白井かの子   ○   
 委 員  芦澤  肇   ○   
 委 員  三浦 信悦   ○   
 委 員  佐々木茂雄      
 委 員  寺山 広司      
 傍聴人：０人 
 
１ 開  会 
【支所：佐々木課長】 
 皆様、本日はお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。定刻になりました
ので、只今から平成２２年度第５回浜益区地域協議会を開催いたします。本会議は、協議書第９条第

２項の規定に基づき出席委員が過半数に達しておりますので、成立しておりますことをご報告申し上

げます。 
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本日の会議は、これまで協議をいただきました石狩市過疎地域自立促進市町村計画（案）について、

前回８月１１日の地域協議会の提案時からの変更分についての報告と、第２期から第３期目の地域協

議会の引き継ぎについての協議等について行ってまいりたいと思っております。会議終了時間は概ね

午後８時００分頃を予定しております。 

 それでは、開会にあたりまして、神田会長よりご挨拶をお願い申し上げます。 

 
２ あいさつ 
【神田会長】 
 皆さんお晩でございます。 

悪天候の中、日中お仕事でお疲れのところお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。

いま事務局のほうから説明ありましたけれども、概ね８時頃の終了ということで予定しているそうで

ございます。短時間ではございますけれども、その中で有意義な会議にしたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

【支所：佐々木課長】 
 ありがとうございました。続きまして渡邉支所長よりご挨拶を申し上げます。 
【支所：渡邉支所長】 
皆さんお晩でございます。委員の皆さまには日中お仕事等でお疲れのところ、また時節柄何かとお忙

しいところ、しかも悪天候の中ご参集いただきまして誠にありがとうございます。厳しかった残暑から

一転しまして先週末あたりから急に気温が下がりいよいよ秋へと向かっておりまして、山々の木々も少

しずつではございますけれども色づき始めたところでございます。 

ご承知の通り今年は遅い雪解けと低温によりまして、農作物の生育が春先に心配されましたけれども

天候も回復し、７月末の大雨によります水田への冠水や倒伏等もありましたけれども、お米につきまし

ては平年作を確保できると伺っております。しかし、秋サケ漁につきましては、海水温が高く全道的に

不漁の状況で、先週末あたりからようやく捕れはじめましたが、日曜日現在、不漁であった昨年よりも

さらに水揚げが落ち込んでおりまして、今後の海水温が低くなった後の漁に期待を寄せているところで

ございます。またふるさと祭りをはじめといたしまして、各種イベントへ多くの参加とご協力をいただ

き、盛会のうちに終えることができましたことに、関係者の皆様にお礼を申し上げます 

 さて、第４回地域協議会後の市および区の動きでありますけれど、第３回市議会定例会が９月１日か

ら１６日までの会期で行われまして、浜益区関連では７月末の大雨によります災害が起きました道路や

橋梁をはじめ、郷土資料館や水道施設など各施設の災害復旧事業費の補正や、前回の地域協議会でご審

議いただきました、石狩市過疎地域自立促進市町村計画が議決されております。また冒頭申し上げまし

たふるさと祭りと林道ウォークが今月１９日、日曜日に開催されまして、開会式途中まで小雨がパラつ

いておりましたけれども、その後天候も回復しまして多くのお客さんがおいでいただき、浜益の美味し

い食べ物やアトラクションを楽しんでおりました。来客の推定人数といたしまして、昨年は５，５００

人でありまして今年は雨模様ということで、１，０００人ほど少ない４，５００人という推定でござい

ます。そして試行期間として６月途中から営業しておりました、ふるさと塾のカフェ・ガルが今月２６

日の日曜日をもちまして、今年度の営業を終了しております。毎週金土日と祝日のみの営業でありまし

たけれども、１日平均３５名ほどの来客となっております。ガルの皆様には本当にお疲れ様でした。ま

たご支援いただきました委員の皆様をはじめ、区民の皆様にもお礼を申し上げます。来年度からの本格

営業に期待をいたしたいと思います、引き続き皆様方のご支援をよろしくお願いを申しあげる次第であ

ります。 

 本日は先の地域協議会やパブリックコメントでの意見により修正された後、９月議会に提案、可決さ

れました石狩市過疎地域自立促進市町村計画について、その修正となった個所等についての報告と、地

域協議会３期目におけます検討事項について協議となっております。合併より早いもので５年が経過し、

地域協議会も３期目の折り返しを迎えております。これまで区の抱える諸々の課題の解決に向けまして

真剣に議論をいただき、いろいろな取り決めをしてまいりましたが、人口の減少と少子高齢化の進展に

よりまして地域力の低下がますます懸念されております。地域自治区の設置期間も残すところあと５年

となりました、これまでの５年間を踏まえ、残る５年間をより実効性のあるものにしていかなければな

りません。現在おかれている課題等を的確にとらえ、これからの浜益区の目指すべき姿を明確にし、そ

の実現のために地域として、浜益区として必要としているものを掘り起こし、地域住民の意思を反映し

た区民の自主的、主体的な特色のある地域づくりについて、地域協議会を中心として取り組んでいかな

ければなりません。委員の皆様の活発な議論をどうぞよろしくお願いいたします。 



- 3 - 

 

簡単でございますが、開催にあたりましての挨拶に代えさせて頂きます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 
３ 報   告 
【支所：佐々木課長】 
 これより議事進行について会長に議長をお願いします。よろしくお願いします。 
【神田会長】 
 それでは進行を務めてまいります。 

報告事項１の石狩市過疎地域自立促進市町村計画（案）について説明をお願いします。 
【支所：小島主査】 

 それでは私のほうから、お手元に配布の資料１及び資料２に基づきましてご説明させて頂きます。 
 前回８月１１日の第４回地域協議会におきまして、石狩市過疎地域自立促進市町村計画について地域

協議会の了承を得たのち、若干の修正箇所がございました。資料２に修正箇所を載せております。１０

ページですけれども、前回お配りの資料では市債となっておりましたが、それをそれぞれ地方債、修正

箇所には下線が引いてございます、１０ページの下線が引いてあるところ、ここが市債から地方債に修

正２か所してございます。同じく１０ページの下の方には、平成２０年度決算による健全化判断比率の

状況ですね、こちらも追加してございます。これにつきましてはパブリックコメントで出された意見に

より、修正および追加になってございます。続きまして１８ページですけれども、この②一次産業の下

線の引いている部分について、修正しています。前回の地域協議会におきまして出された意見をもとに

磯廻り漁業の高齢化による担い手の確保ということで、こちらのほうを明記してございます。続きまし

て２８ページの３行目ですけれども、市有自動車乗合運行事業の記載なのですけれども、これが地区内

移動にはかぶってないということで、北海道との事前協議によりこの部分については削除しております。

続きまして４５ページですけれども、６教育の振興のところで体育施設、で事業内容スポーツ施設改修

事業、設備改修等を追加しております。これは厚田区の地域協議会の意見を、反映したものとなってお

ります。最後ですけれども４８ページで、これも同じくパブリックコメントの意見にありまして、集落

の整備の方針の２行目ですけれども、前回はここ集会所、高齢者施設などを整備し、というふうになっ

ていたのですけれども、ここを活用しに修正してございます。修正した計画案は９月の定例議会で審議

されまして、可決されております。 
過疎計画の修正箇所の説明については以上でございます。 
【神田会長】 
 ただいま説明いただきました、石狩市過疎地域自立促進市町村計画（案）について、ご質問ご意見

等ございませんか？もうこれは案ではないんでしょ？ 

【支所：小島主査】 

 出した時には（案）なのですけれども… 

【神田会長】 

 これは決定していることだから（案）は除いていいんでしょ。 

【支所：小島主査】 

 はい、そうです。 

【神田会長】 

質問ありませんか？ 

【全委員】 

 ありません。なし。 

【神田会長】 

 それでは、了解ということで取り進めていきます。 

 

４ 協   議 

【神田会長】 

 それでは次に協議事項１、地域協議会第３期目における検討事項について事務局から説明願います。 

【支所：小島主査】 

 資料３及び資料４が１から５までございます。前回の地域協議会におきまして、地域協議会第３期
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目における検討事項、第２期から引き継いだ部分について、次回からの協議会において具体的な検討

に入るということでご説明させて頂いております。資料３につきましては、前回配布の資料とまった

く同じものです。前回第２期からの引き継ぎのあった５項目、高校通学支援、特産づくり、資料館整

備構想、住宅整備、高齢者支援の５項目につきまして、それぞれ資料４の１から４の５まで５枚、項

目別検討事項ということで、シートを分けて作成しております。 

まず資料４の１ですけれども、高校通学支援については、現状と今後の方策というふうに分けてい

るのですけれども、現状で高等学校生徒遠距離通学費等補助制度というのがございまして、浜益高校

が平成２１年度募集停止から５年間の補助制度というのがあるのですけれども、これは支給例なので

すけれども、現在この網掛け部分が補助の支給対象になってございまして、現在平成２２年ですので、

今の高校２年生と高校１年生が補助対象になるそれで、これが平成２５年度で終了ということになる

のですけれども、概要の一番上にございます道教委の通学・下宿補助というのがこの制度なのですけ

れども、これに代わる補助システムの検討ということを考えてはどうかと、いうことで第２期からの

引き継ぎ事項であったのですけれども、これについては平成２６年度以降が無くなるということであ

ります。もう一点、通学生徒対象とした交通システムの検討ということで、現在の通学に使える交通

機関が札幌ターミナル駅の北海道中央バス１便しかないものですから、通学するとなると範囲が限ら

れてしまうということもあって、いろいろ地域協議会において花川地区、札幌市に下宿的なものを建

設してはどうかという意見もございましたし、事務局の方で現在の交通機関を使って通学できる高校

等も調べてはいたのですが、いかんせん朝が早い時間、夜が遅い時間ということになりまして、厚田

花川間については交通機関の本数は結構あるのですが、そこから浜益区へのアクセスということでシ

ミュレーションもしてみたのですが、実際のところ実現するとなると、厳しい時間配分というふうに

なっております。これについても委員の皆様のご意見をいただきたいと考えております。 

 続きまして資料４の２については、特産づくりということで新たな特産品、加工品これは地元の素

材を活用して、それらの開発に対する援助をしてはどうか、という意見でございました。また販売シ

ステムの構築も考えてはどうかということでありました。販売システムに関して、先ほど支所長の挨

拶にもありました「ふるさと倶楽部ガル」が経営するカフェ・ガルで、一部の農産物等の販売を行っ

ているということがございます。 

 資料４の３ですけれども、資料館整備構想ということで改修の検討ですね、現在地での改修がいい

のか、それとも移転新築がいいのかと、これらもあわせて整備構想の設定ということで、考えていか

なければならないということなのですけれども、今回の過疎計画にも地域文化の振興との中において、

浜益郷土資料館の改修事業ということも計画で載せてはおりますけれど、ここに過疎計画より事業計

画等抜記した部分ですけれども、これにつきまして事業費は約１億５千万円ですが、計画年度的には

過疎計画の後年度、２６年度２７年度というふうに計画しておりますので、具体的な検討に入るには

まだ時間があるのかなという感じがしておりますけれども、いずれにしても現在地での改修、移転ど

ちらにしても整備構想の策定委員会的なものを設置して、具体的な協議、検討に入っていかなければ

ならないのかなというふうに考えております。 

 つづきまして資料４の４ですけれども、住宅整備でございます。現在の市職員の減少、教職員の数

も減っているということで、教員住宅、職員住宅が空いている部分もあって、それらの利活用策の検

討を考えてはどうかということでございます。現状ですけれども、浜益区における住宅ニーズという

ことで今回８月に農協、漁協それから社会福祉協議会ですね、特養を運営されている、温泉も指定管

理で受けているのですけれども、そちらの方々にお話を聞いたところ、住宅ニーズはかなりあり実際

のところ、よそから働きに来ている方もいるのですが、かなり浜益の住宅状況が悪いということで、

特に特養では、実際のところ看護師さんが常駐の方がいらっしゃらなくて、毎日、札幌の方に送迎を

しているような状況だと伺っております。また漁業の方でも北海道の担い手支援対策で、研修生を受

け入れているというような状況もあるのですが、公営住宅は浜益区に１２戸しかなく埋っている状況

でもあり、なかなかそのへんの住宅対策というのが遅れているということがありまして、これらの住

宅整備というのは早急に手掛けなければいけない課題なのかなと、いま事務局の方では考えておりま

して、これらについても地域協議会委員の皆様に、空いている住宅、また新築がいいのか、そしてそ

のためにはどうすればいいのか、というような意見をいただきたいなというふうに考えてございます。 

 最後資料４の５ですけれども、高齢者支援の項目といたしまして支所職員の地域担当制の導入検討
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ですとか、特別養護老人ホームの増床等が挙げられております。支所職員の地域担当制の導入検討に

ついては、内部でも具体的な検討には至っておりませんが、特養の増床につきましては過疎計画の方

にも掲載してございます。これについては小規模特養のシルバーハウジングというのでしょうか、こ

れにつきましては過疎計画の後年次、ということで計画に載せさせていただいております。配食サー

ビスの拡充につきましては、先ほども言いましたカフェ・ガルの営業のなかで、高齢者を対象とした

配食サービスを一部実施している、というような状況がございます。 

今日の地域協議会におきまして項目別検討事項について、今回５本あげていただいているのですが、

もちろんその５本以外のことで地域の直近の課題、解決しなければならない課題、地域の特色ある事

業にむけてどんな事業をやったらいいのか、その事業をやるためにはどういうふうにその事業を進め

ていけばいいのかということで、この５本、その他の部分についてどれもこれも一緒に進められると

いうことは難しいなと思っていまして、ある程度絞った中で急がれるものというか、来年度の予算に

組み込めるようなものについて、協議をしていった方がいいのではないかなと事務局では考えており

ます。これについて皆様のご意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【神田会長】 
 それでは、地域協議会第３期目における検討事項について説明が有りましたが、このことについて委

員各位の積極的なご意見をいただきたいと思います。ありませんか？ 

【白井委員】 
 ちょっと質問なのですけれど、資料館の整備構想というのが後期の方という、事務局の説明だったの

ですけれども、いま立ち入り禁止ですよね。それをそのまま後期までほったらかしにしておいて、大丈

夫な状況なのでしょうか？ 

【支所：新井課長】 
皆さんご承知かと思いますけれど、７月の下旬に大雨で資料館の基礎、擁壁ですね。長さ１０メート

ル崩落しました。先ほど渡邉支所長の挨拶の中にありましたけれど、９月定例会で復旧の予算が議決し

まして、基礎のコンクリート打ちをやりだしているところです。閉館は１０月で通年終りなのですけれ

ども、復旧は１１月までには終わらせて、来年は通常通り５月からオープンするということで進めてお

ります。 

【神田会長】 
はい、その他にありませんか？ 

【神田会長】 
ひとつ、私の方から質問したいのですけれども、特産づくり４の２、これ市の方で補助制度なかった

かい？ 

【支所：小島主査】 

 産業振興奨励補助でしょうか？ 

【神田会長】 
 なんか、厚田のシソジュース等で聞いた気がするのだけれど、市民が自発的に行う活動に対していく

らかの補助制度を行っているはず。自治会連合会の総会等で市の担当者が説明している。申し込み等し

て、活動内容を審査して審査基準に受かれば…そんな補助制度がなかったかな？ 

【支所：渡邉支所長】 

 自治会の関係でそういう補助制度とか無かったでしょうか。産業振興奨励補助事業となるとまた別な

補助となりますから。 

【神田会長】 
 それから石狩高岡のミニトマトの栽培農家も補助もらっているとか、結構対象団体があると思ったん

だけど。 

【支所：小島主査】 

 補助率はどのくらいでしょう？ 

【神田会長】 
 わからない。補助率とかわからないけど、厚田区、石狩でも実施していると聞いている。 

【支所：渡邉支所長】 

 厚田区のシソジュースの栓をする機械の購入では、基金を活用していると聞いていますが。 

【神田会長】 
 基金ではなく。補助制度で。 
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【笹委員】 

 石狩の農業支援センターでも事業の取り組みって結構あるのですよね。 

【支所：渡邉支所長】 

 農業支援センターの中での様々な取り組みというのもありますし。 

【笹委員】 

 農業予算の、石狩の本予算みたいな感じになるのだろうけども…。 

【支所：渡邉支所長】 

 いえ、あくまでも支援センターの中での予算であって、そこでの事業になりますから。 

【笹委員】 

 高岡のミニトマトは支援センターの補助と聞いているけど… 

【支所：渡邉支所長】 

 であれば、市の直営事業ではなくて、一旦農業支援センターのほうにお金が入って、その支援センタ

ーという会計の中から、特色のある事業に対して支援していくという形だと思うのですけれどね。 

【三浦委員】 

 地域重視ということで、地域の特産づくりだということで、一括、道なり市町村に交付金を配分して

その地域に生かされた事業を行うのであれば、どんどん使ってくださいという交付金ですか、出てきま

すよね。ですから浜益区の方で、さっきの高校生の通学補助やら、まあ補助金ということであれば決ま

り文句も出てくるだろうから、まあそういう交付金というものが出てくれば、よそにないというか、ど

うしてもこういうものをやって欲しいという地域の人の声が大きければ、石狩市のほうにお願いしてそ

れを完全にやってもらうというようなことの…いまは特産づくりだとか、高校支援だとか、例えばこれ

から出てくる限界集落の支援事業だとか、そういうものを国から来る交付金の中でやれるような方向づ

くりを出来ないのかなあと思っているのですよね。いまであれば、教育関係であれば文部省の補助金だ

とかいろいろあるのだけど、今度からは各都道府県だとか市町村に一括交付して、それを地域の判断に

よって、何でも使ってもいいわけじゃないのだろうけど、使ってもいいよというようなものが出てくる

とすればね、そういうような事業を網羅してそれに充てるというような方向づくり… 

【支所：渡邉支所長】 

 ですから、もしそうなれば市の直営事業というのが少なくなって、地域のそういう取り組みが増える

ということになりますから、はたして地域からそういった事業があがってくれば、また別でしょうけれ

ども、市の方からこういう事業はどうですかというような事ではなくて、やはりそういう団体からこう

いう事業やったんだけれども、そういう制度がないだろうかというような声をですね、地域協議会の中

でどしどし出していただければと思うのですけれどね。 

【三浦委員】 

 いまの浜益区では、例えばこの高校生の通学・下宿だとか、いま言う農業の特産品だとか、漁業の特

産品だとか、商工観光にはなにを整備するのか、いまの郷土資料館を整備するのか、いままで郷土資料

館を整備するとすれば文部省に補助金申請あげるのだろうけれど、例えば補助金があるとすれば。それ

が例えば交付金だとかそういうものが使えるとすれば、それでね補助金代わりにして請求をする、とい

うような、いままではいろいろな縛りがあるのだろうけれど、今後そういうものができれば、ある程度

縛りがないから、これは議会さんにお願いするなり市長さんにお願いするなりね、そういうものをこう

あげていけば、ある程度柔らかく整備できるような気がしているのですが…。 

【支所：渡邉支所長】 

 その事業の中味に因ってくると思うのですよね。何もかにも交付金が使えるということではなくて、

やはりこういう部分で財源はどこに求めるかということであって、どうしてもその財源が手当てできな

い場合は、地域づくり基金を使わせてもらってというようなことになると思うのですけれど、まずその

前に事業そのものをみんなで話し合ってもらって、というような形の中であげていかなければ…、市町

村の先行でということには、なかなかならないのかなと思うのですね。 

【神田会長】 
 いま国の方針は、紐付き補助をだんだん失くして、今までは文部省とか建設省とかいろいろな省の紐

付き補助で、これでなければだめですよというようなものは失くして、市町村に一括交付金でよこして、

市町村が、われわれは、今年度はここを重点的に整備したいとか、市長の考え方で今年は資料館を整備

しますよ、とか小学校を整備していきたいとか、色のついていない交付金でやるというのだから、我々

はやっぱり浜益区は浜益区の重点要望をあげて、そして市長に、そっちの方に目を向けてもらうという
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のが、そういうことをしなければ地域協議会の意味が無くなってしまう。そして地域協議会の意見も重

要だけれど、市としてもやはり市町村合併をした以上、浜益区、厚田区、そして石狩市の住民の意見を

隈なく目を通してもらって、そして浜益区ではここがいま大事だなということを、地域協議会からあげ

ることも大切なことだけれども、あげなくてもある程度把握してほしい。市はそれで飯を食っているプ

ロなのだから、そのくらいのことはやってもらわないと困る。 

【支所：渡邉支所長】 

 市として、やらなければならない部分にはついては積極的な事業展開というのは、当然やっていかな

ければならないと思いますけれども、その地域の中で、地域協議会としてこういった取り組みをしてい

った方がいいのではないかと、そのための財源をどこかに求めたいと、そういった話が話し合われた中

で財源をどこに求めるのかという段階で、いろいろと検討していければなというふうに考えております。

ただ交付金自体も詳細の部分までは示されていないものですから、どの部分はどういう使い方がいいの

か、交付金充当が出てくるのかということまで、そのへんがまだ見えてきていない部分があるものです

から、そういう部分が有る程度見えてきた中で、こういった事業に取り組みたいということであれば、

そうしたらこれは交付金の充当な事業として持って行った方がいいのではないかと、そういう話を支所

の方から皆さんに相談を持ちかけることも、しなければならないと思っていますけれども。 

【三浦委員】 

 それも出てくれば、人口の多い方にかなわない面もあるから。まあそのへんなんだけどね。交付金が

一括で来ると、どうしても人口の多い所に充当されやすくなると思うのだけれど、それはそれとしてね、

やはりその同じまあ１億は１億にしてもその、例えば合併してね、厚田・浜益区は困っているので、そ

っちの方を優先…旧石狩市の人たちからは文句は言われるんだけれども、どうやっても文句は言われる

んだろうけども、まあそういう方向づけだから、今までと違った困った事業を丁寧に詳しく、それを市

長に申し出ないと、というような気がするのだけれどね。だから一番先に出てくるのは生活に関わるも

のだよね。だからそういうものは、金がないどうのこうの言ってる意味ないと思うんだ、だからそうい

うのはがっちりやっていかないと、だんだんみんな困るような事が出てくるのではないかなと。 

【笹委員】 

 これ、事務局の方の来年度の予算に向けて、どういう日程で取り組んでいくのか、話し合いのポイン

トになると思うのだけれど、先ほど支援センターの話も出たけれど、支援センターの場合は農協が出資

したなかで、石狩農協がそこで事務所対応している絡みで、北石狩農協は金も出していない派遣もしな

いという絡みで、非常に農業関係に関しては市とは疎遠になっているのですよね。そういう面もあるの

でね、こういう地域協議会の中で農協等と打ち合わせなどしたりしてね、特別というと申し訳ないです

けれどそのへんもお願いしたいなと。 

【支所：小島主査】 

 いま笹委員のご質問にあったスケジュール的なことで言いますと、来月１０月の末ぐらいに次回の地

域協議会を予定しているのですけれども、その時には平成２３年度の地域振興事業として、原課、担当

課が考えるものの調書を出す予定にしております。ですからそれまでに、１０月に入ると担当課も予算

の確定に入るのですけれども、そのような意見があればですね、直接職員に言っていただくですとか、

そのような形にしていただければ。 

【笹委員】 

 なんせね、本当にその市との、なんていうかパイプが絞られている感じがするんだよね、農業関係は

ね。非常にまずいというか…。支援センターを通らないで一発でいけば、討論が違うのでないか順序が

違うのではないかと、いろいろ難しいところが有るんだよね。できれば地域協議会である程度フォロー

してくれれば助かるなと。 

【芦澤委員】 

 お尋ねしたいのですけれど、いまこの２期目からの引き継ぎ事項ということで５項目あるのですけれ

ども、この５項目は具体的に議論された中身というのは何もないのですか？ただ今後の方策ということ

だけで、具体的にこれらを議論した中身というものはないのですね。 

【支所：小島主査】 

 そうですね。 

【芦澤委員】 

 無いのですね。であれば、この５項目はいずれにしても具体的に検討しないとならないですよね。で

あれば、この５項目の検討に入らなければ時間もなくなるし、次回の１０月までに、例えばこの中で２

３年度事業にするというのであれば、もう具体的に検討してね、持っていかなければ時間がないと思う
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のですよね。これが全部必要なのか、さっきも云った通り項目を絞って議論するのかね、そういうこと

で進めていかなければ、時間がなくてこれが全然具体的な検討に入っていけないのではないかと思うの

ですよね。 

【神田会長】 
 これについて、事務局の考え方を説明してください。 

【芦澤委員】 

 それで、この５項目の中で、例えば各課の中でいま検討されているという話なのですけれど、この５

項目のなかに２３年度事業で具体的に出ていく項目、というのがあるのかどうなのかというの、いまは

分からないのですよね。 

【支所：小島主査】 

 事務局の立場としてなのですが、レジュメの次に２３年度地域振興事業についてというのもあるので

すが、住宅整備につきましては、なんらかの形で対策を立てて、実際に手がけなければいけない項目だ

と言うふうに考えております。やり方についてはですね、いろいろとあるかと思うのですけれども、先

ほど説明した住宅ニーズの聞き取り調査で、もうちょっと詳しく説明させていただきますと、実際のと

ころ市の企画課それから管財課、市長政策室それと私も支所の地域振興課で浜益区の住宅確保対策につ

いてという話し合いを１度持ちました。私どもで市の住宅事情だとか、このような浜益に住宅がないと

いう、困っている声がこういうふうにあるのだということで、実際報告しましてですね、市としても浜

益区の住宅状況の悪さについては、何らかの方策を取らなければいけないな、という認識でいまおりま

す。私どもも実際に漁協の支所長にした聞き取りですとか、社会福祉協議会の職員にも聞いているので

すけれども、浜益で１次産業を振興したいと、農業漁業を振興したいと、で観光も振興したいというこ

とで、新規就業者を求めようとしても実際のところ住むところがないと、空いている住宅が有っても都

会のニーズに合わないといいますか、古くて設備も悪くて、というようなことがあって、実際に労働力

が不足しているような、例えば漁業の方ですとかあるのですけれども、働き手を雇いたいのだけれども

住むところがないと、ますます悪いサイクルというのでしょうか、ところがあるものですから、これに

ついてはなんとかして…。 

実は住宅問題については、市営住宅があれば一番いいとは思うのですけれども、公営住宅の長期計画

ですとか、公営住宅ですと所得制限があったりですとかありまして、どうしても一次産業の方々を対象

とできないものですから、公営住宅ではなくて、浜益区の現状に合わせたような形の、新たな住宅のよ

うなものができないかなと、今事務局の方で考えておりまして、そのためにどうすればいいのかと、新

築がいいのかと、民間の不動産業がないような状況で厳しい面もあるのですけれども、この辺について

はなんとか検討してですね、来年度に向けて何らかの形で事業計画を立てていきたいなと、事務局では

考えております。 

【神田会長】 
 事務局の方にお願いがありますけれども、この資料の４の４で今後の方策で職員住宅・教職員住宅の

利活用策の検討ということなのですけれども、検討するに現在利活用できる住宅戸数等、調べています

か？ 

【支所：小島主査】 

 いま手元にないのですが、内部でおさえたデータがあります。 

【神田会長】 
 そうでなければ、委員さん方がね、新築でいいのか、こんなにも利活用できる住宅があるのであれば

新築でなくそれを活用できるのではないかというような判断の基準にね、戸数等わかれば次回のときに

でも示してください。 

【三浦委員】 

 職員住宅も空いてるし、教員住宅も空いているのがあるのでしょ、１０戸ぐらいはあるのでしょ。 

１戸３００万位として、１年１千万かけて改修するのであれば、３千万あればいいのだよね。だから

それを３年計画でやれば１０戸出来るよね。だから建てる気になれば、２千万くらいかかるわけだから、

手っ取り早いのは１千万以内でできるなら３戸やそのへんできるわね、そうすれば３年やれば１０人の

受け入れ態勢ができるわけだから。それやって今度中学校が無くなるから、中学校の住宅が空くからさ

らに増えるわけだよね。 

何年も住んでない柴野団地のだったら、ちょっとうーんと考えられるけど、中学校の住宅、例えば中

学校の先生が６～７人いるわけだから、その住宅を３００～５００万くらいかけてやれば６戸ぐらい全

部できると思う。 
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一番先は改修だよね。新築よりも。 

【支所：渡邉支所長】 

 三浦委員いうとおり、ある住宅でも基礎が本当にダメだというような住宅もあるだろうし、ある程度

調査した中で、最低限の予算をかけて、今求められているのが浄化槽と風呂、そういった水回りの部分

が求められているものだから、最低限その部分だけでも改修していきたいな、と言うふうに考えていま

すけれども。いま委員の方でその事業が採用するとして、取り組む事業でないかということで判断した

ときにはまた…。 

【笹委員】 
 いやだから需要と供給のことだからね、需要がどの程度あって、どれだけ…必要限度、最低限度これ

だけ供給していなければだめだというのを、きちっと押さえてね。そしていま言ったように中学校が移

動するとかそういった状態と、それから職員の方もね、市の方に移動していって職員住宅の空き状態は

どうなのか、いろいろな状況を踏まえて需要が１戸しかないのに、３戸用意したってどうもならないと

いうことだと思う。 
【三浦委員】 

 いま事務局の話を聞いて４、５人はいるなと感じてね、これはね…。 
【芦澤委員】 

 ちなみにその人数というのは、農協漁協では把握はしていないの？いるんでしょ？例えば農協、漁

協、社協だとかね、そういう実際に雇用している団体が、どのくらいの人数が住宅を求めているか、

まずそこからでてこなければ、ここでの議論にならないのでは？ 
【笹委員】 
 農協は職員関係ではまずないのだけれども、大きく農家をやっている人たちがこれから研修生等を引

き受けた場合に、必要性がある、ないというのが若干出てくると思うのだけれど。 
【支所：小島主査】 

 社会福祉協議会に聞き取りしたところによるとですね、現在、先ほども言いました看護師さんを一

人送迎しているということがひとつ、職員が２名不足していて、職員の入れ替わりも激しいものでし

て、区内で募集していてもなかなか応募がないということで、やはりどうしても区外の方からも受け

入れざるおえない、ということでいま２名不足しているということですね、現在、浜益温泉の方でも

職員が２名、石狩市外から通勤しているということで、社会福祉協議会でいうと５名のニーズがある

というふうには伺っております。 

そのほか漁協の支所長に聞き取りしたところによると、道の担い手確保対策事業で昨年度１名、今

年度３名で今現在４名が研修中なのですけれど、それぞれ研修受け入れ先の、いわゆる親方さんが住

居を確保しているそうなのですが、それもかなり古いような状況で、漁協さん側の立場としては単身

者向けのアパート的なものがあればいいと、いうふうに話を聞いております。やはりユニットバスだ

とか水回りなんかは、最低限今の若者のニーズにあったような設備が必要だと聞いております。 
【笹委員】 
 結局、変なものを作ってもね。 
聞いた話だけれど、先生方でも札幌から浜益まで通っている先生もいる、教員住宅の状態があまりに

も良くなくて、通っている人もいるというぐらいだから、浄化槽だとか風呂だとかの整備をしてあげな

かったら、せっかく作ってもこんなところなら住めないと、住まなかったら何にもならない。 
【支所：渡邉支所長】 
 改修に耐えられる住宅となれば、限られてくるのですよね。いま中学校で校長・教頭が入居している

住宅が高校の閉校に伴って移りますから、そういう部分を何戸か利用していくということで事務局の方

も考えているところなのですけども。 
【三浦委員】 

 いま３万から４万の間であればいくらでも借りるというような職員の人が多いはずだから…。 
【支所：小島主査】 

 実は、聞き取りに合わせて家賃はどのくらいがいいですかという質問をしたのですよ。それによる

とですね、私どもより低めの２万から２万５千円位かな、という声が多かったです。 

【神田会長】 
 この件についてはですね、事務局の方で考えているのは、今日いろいろとディスカッションしても
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らって、そして次回の協議会において再度協議を行いたいと思いますので持ち帰って検討してくださ

いということで、次回にはある程度こういうあれを、ということでピックアップしてもらいたい腹積

もりらしいのですよ。それで、持ち帰って検討して各委員が次回の協議会に優先順序を出すというの

も可能ですが、今日の時間の中で資料４の５までの中で検討してもらって、そして次回までの目安を

各委員さん方が、つけられるような状態にしてもらいたい。 
そして全般にわたって協議していただきたいと思いますけれども。 

【笹委員】 
 高校支援問題の来年度の取り組みとしては、道の支援がある中でそれを継続していく段階になると思

うので、その支援が切れた後に市なり、地域がどのような対応をしていくのがベターなのかということ

を、来年あたりから該当父母等に様々な調査をお願いしたいなと、いろいろな方向付けを調査しながら

見つけていくのがいいのではないか。 
浜益区も子どもが減ってきているのが現状だけど、浜益区に住んでいるために高校に行けない、その

ような状況にならないために地域全体で支援してやっていかざるをえないというのが、私の考えです。 
【白井委員】 
 高校生に関してなのですけれども、本庁に対する声を大きくする意味にも、厚田区と協力というのは

出来ないのでしょうか？厚田はとりあえず通えるのだけれども、ものすごい負担が掛っているというこ

とを厚田の父兄の方から聞いたことがあるのですよね、ただ通っているだけだよと、親も子も疲れてい

ると、だからそういう意味で同じ立場になるわけですよね、道の支援が消えた時には、若干は向うの方

が有利ですけれども通えるという点で、でも親子ともども負担がかかるということは一緒だと思うので

すよ。個別に声をあげるよりは、厚田区と浜益区が共同で、こういうふうにしてほしいという大きい声

にしたほうが、通りがいいと思うのですよね。 
そういう意味で厚田区の父母と話し合いはできないでしょうか？ 
【支所：小島主査】 

 実はですね、この補助制度は道立高校の再編に基づいて出来た補助制度なのです。ですから浜益高

校が閉校になって、遠距離通学を強いられる生徒の負担軽減を図るという制度なのです。 
【白井委員】 
 だからそれは分かるのですけれども、それは切れてしまうわけですよね。 
【支所：小島主査】 

 そうです、平成２５年で切れます。 
【白井委員】 
 その先を考えた場合、その先を単独で浜益だけでやっていくのは無理がある、いますぐどうこうでは

なくて。先を見据えて一緒にやっていかないかいということはできないのでしょうか？ 
【支所：小島主査】 

 実は厚田区の生徒は、通える、いわゆる通学できるバスの便数があってですね、補助をもらってい

ない状況なのですよね。以前は浜益高校があった時にも、浜益の子供は浜益に通って、厚田の子供は

厚田に高校が無いので、当時の石狩、札幌市の高校に行かなければならないと、交通費もかかるとい

うことで、いわゆる厚田の生徒の親御さんからみると、浜益は恵まれているというような見方をされ

ていたのではないのかなと、私は思っているのですけれども、実際のところこの補助制度いま浜益で

受けている保護者もいるかと思うのですけれども、それが無くなって浜益がそのあとも浜益区だけで、

その補助を受けるということに関しては、私は厚田区ではすんなりいかないのかなと、いきなり歓迎

する立場ではないのかなというふうに考えておりましたが。 

【神田会長】 
 ただ、いま白井委員が言ったのは、浜益区も厚田区も石狩ないし札幌に通うのに、そうとう子どもさ

んも疲れるし、親も経費的に困ると、そういうことでお互いに厚田区と浜益区と協力して、何らかのい

い方策を考え市サイドにぶつけるとそういう協議の場を設けられないのかと。 
【笹委員】 
 地域協議会も平成２７年度終わってしまうもので、その後は当然、市がそれに対する理解を持って対

応してもらわなければならない、地域協議会で対応できる期限は平成２７年度までだから、それ以降は

市には当然お願いして継続してもらう形にならざるをえないと思う。そのときに厚田区もね、状況はこ
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ういう状況ですよということで、協力していくような考え方も持っておかなければならないよと。浜益

だけでなくてね。 
【神田会長】 
 高校通学支援は、前に話をしたときに通学の支援だけれども、交通費だけでなく石狩近郊に学生寮を

作って、そこから通う方法ができないかというような話もここで出たよね。以前幌中で千代志別の中学

生を通わせたときに、寮を作って、寮母さんを置いて、そして学校の先生を一人住まわせて、そういう

ような方策、北海道でも初めての方法だったのだけれども、テレビ取材等きたけれど、浜益、厚田の子

どもたちが高校へ通学するとなると、いまの交通状態では限られてしまうから、そういう面では石狩等

に寮等を建設して、入りたい子供たちはそこから通うというような、そういう方策もひとつこの中で検

討するというのはどうでしょう。 
【笹委員】 
 それは、非常に簡単ではないのではないか。 
【神田会長】 
 簡単ではないけれども、そういう子どもが結構いるのであれば、それは…。 
【笹委員】 
 地域協議会だとかね、なんとかで対応しても、市の監督責任が当然そういうところに発生してくるし、

ただこちらでお願いしてね、そういう施設どうのこうといってもね、そこで問題等発生したときにね、

だれがそこの責任者だという時に浜益区地域協議会です、といっても通用するわけでもないし、当然市

のという形になる…。 
【神田会長】 
 それはね、笹委員、市にお願いして、市が設置したら、市の管理のもとに置かれるのだから。 
【笹委員】 
 当然そういうふうになればね、市の教育委員会等ね、何年もかかって方向づけをきちっと持っていか

なければ、簡単にここでね、寮の建設お願いしますとか、簡単な問題じゃないはずでしょう。 
【神田会長】 
 いやいや、それを言ってしまったら地域協議会の意味が無くなるよ。浜益区、厚田区の住民の要望を

良しとして、石狩市が建設したら石狩市の管理だから、責任は当然石狩市の持つ…。 
【笹委員】 
 それと、いまの親御さんがね、寮にね、はたして石狩市に寮があるのだからそこに行きなさい、とい

う形で入れてくれるかどうか。一人か二人の子どもね、たとえば出るといったら札幌の高校等行くとな

ったら、ようするに石狩の高校を限定しているのだけれども、これから将来的に石狩に寮を作って、そ

こから札幌の高校に…。 
【神田会長】 
 通ってもいいですよね。 
【笹委員】 
 そういう形になると、なんかまたおかしい話になるのでは？昔は確かに幌にそういう寮があって、取

材に来たということもあるかもしれないけれど、いまどき１５，１６才の者を寮に５人や１０人、入れ

てはたして納得するかどうか？ 
【神田会長】 
 今までね、札幌では共済組合等で不便な子供たちを受け入れる施設があって、そこから自分の好きな

学校に上がっている子供たちはたくさんいる。 
【笹委員】 
 それもあわせてね、父兄の意見も非常に大切なことだから…。 
【神田会長】 
 それはわかります。 
ですのでこういう計画を作って、それに賛同できる人が…学校に上がりやすいような…あとはいくら

いいものを建てても、親が入らせたくないと思ったら無理な話なのだけれども、そういうような浜益、

厚田この交通の悪い、そういう中でこういう方策もあるのではないかということを、検討したらどうか

ということですよ。 
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【芦澤委員】 
 新井課長ね、例えば大学の寮とか、いまある札幌、石狩にある既存の施設の中で、そういう寮的な施

設って、例えばこのような浜益の子供が他の実情から、受け入れてくれるような、そういう施設って無

いものなのだろうか。 
【支所：新井課長】 
 私、中学校の学校祭等のときに教室を見てみたら、下宿・寮ですね、専門業者のポスターが貼ってあ

りました。値段が、正確ではないですけれど５万円か…。 
【白井委員】 
 私のところで３番目が、琴似の学生会館で月額５万ちょっと…。そのかわり２食付いて、大きい共同

浴場があって、シャワーが朝から浴びられる感じで、そして病気の時は寮母さんが病院に連れて行って

くれるような感じ、最低５万５千円ぐらいですね。 
【芦澤委員】 
 結局、なるべく負担が軽減できる施設でね、一般の下宿と比べて値段的に安くて、受け入れてくれる

ような、こういう実情を考慮してもらえる施設が無いかどうか、調べてもらったら分からないのだろう

か。 
【笹委員】 
 まだ期間がまだあるのだから、調べるべきです。 
【支所：新井課長】 
 あと、それと保護者の意向が一番ですね。 
【笹委員】 
 そう、せっかく段取りしても保護者がだめといえば終りだからね。 
【支所：新井課長】 
 やはり、札幌に親戚がいるからそこから通わせたい。でなかったら浜益区は保育園から中学校までみ

んな一緒ですよね、そうだったら集団で生活させたい、という考え方の保護者もいるでしょうし。ひと

つの考え方としてですね。小さい時から一緒ですし。 
【支所：渡邉支所長】 
 前に参考までに、本州の方の合併した市町村で、高校が無くなって、合併したその市の学校に通う生

徒に対して、その市の中の一般の家庭で下宿として子供たちを受け入れて、その下宿代に対していくら

か助成するという形で、あくまでもそこの市の、自分たちの市の学校に入るという、ですからいま言っ

た札幌市の高校に入って、というようないろいろなケースが出てきた場合、はたして市として地域の、

役所のお金を使って、そのへんどうなのか、というようなことも考えなければいけないですし。 
確かに白井委員おっしゃったとおり、厚田区の子どもたちも通っていますから、そういった部分で厚

田としてどうなの、ということを聞くことが必要だと思っていますけれどもね。 
【白井委員】 
 ある程度声が大きくならないと、本庁の方で取り上げてくれないと思うのですよね。 
【支所：渡邉支所長】 
 厚田の部分は事務局等に聞いてみたいなと思っておりますけれども。 
【白井委員】 
 こういう部分をケアしないと、１次産業の担い手である若い人たちはどんどん出ていくわけだし、私

も息子に戻ってこいとなかなか言えないですものね。 
【神田会長】 
 その他、なにかありませんか？ 
【笹委員】 
 順番に資料館とか…。資料館はいいのか？ 
【二本柳委員】 
 いいのだけれど、移転とかの話でしょ。修理とかは別にして。 

【支所：渡邉支所長】 
 今日の段階で、そういうのを話し合っていくべきだとか皆さんで決めてもらって、次回もってことで

あれば次回以降でも…。 
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【神田会長】 
 今日はある程度皆さんで話し合いして、問題点等浮き出しておいて、次回の協議会で各委員の意見で

言ってもらうと、今日は結論出せないからね、今日はお互いに話し合いをしていきたいと思っています。 
【支所：渡邉支所長】 
 いま会長が言った通り、ある程度これからの話し合いの中で、この部分についてはこういう話し合い

をしていった方がいいのではとか、いま二本柳委員が言った場所の問題だとか、そういった部分を検討

した方がいいのではないかとか、ある程度方向性というか、話し合いのそのへんだけでも目指していけ

ればいいのですけれど。 
【二本柳委員】 
 国道のそばの方がいいのでは？ 

【支所：新井課長】 
 最初ですね、今の場所、それから海浜公園ですか、例えばの話ですけれども、出てきて物販店と一緒

にするとかというような、考えられるでしょうけれど、やはりどうするかというのは、金額が多い…高

くかかる、かからないというのは別にして、位置をどこにするというのは地元、特に地域協議会の考え

方が最重要視されます。 
【二本柳委員】 
 やっぱり、最低限でも国道のそばでなければどうにもならないよ。 
【三浦委員】 

 いや、この資料館、中央小学校の校舎か群別の体育館に移したら？ 
【二本柳委員】 
 前に話した時に、道の駅構想ありましたよね、それとくっつけるのもひとつの手かなと思うのですよ

ね。例えばこの近辺で言うと、小平町の番屋みたいにね。ああいう手も無きにしも非ずかな、という。 
【白井委員】 
 岡島からこっちとむこうは全然人の流れが違うから、やっぱり資料館、そして浜益の資料を見てほし

いというのであれば、少しでも多くの人に見てほしいよね。 
そうなると移転なんだろうけど。 
【神田会長】 
 資料館も全面的に新築でやるのか、それともやっぱりいまあるニシン番屋風のやつで、浜益はニシン

漁で栄えて、その番屋を今資料館にしているということで、今後も存続していくのかによってはやはり

場所も決まってくるよね、今あるやつは白鳥番屋の復元でこういう所に建ってて、すぐ目の前でニシン

が捕れた所ということで、今の建物が最適だと思うけれども、厚田区みたいにコンクリートでできたあ

あいうところで、資料館としていろいろなものをやるのだとしたら、場所を移してもね。ニシン番屋風

であれば小平町の資料館も元々あったところで海のすぐ前で…。 
【二本柳委員】 
 あそこに道の駅あるんだよね。 
【神田会長】 
 番屋のところに併設したんだよね。 
【二本柳委員】 
 私、去年資料館に１年いたんだけどね、苦情は入りづらいのと、大型バスが入れないということだね。

それで看板を見逃すらしいんだよね、何メートル先ってあっても…。 
「きらり」みたいに見通しがいいところだったらいいんだけれど…。 
【笹委員】 
 「きらり」の側に持ってきたら？ 
【神田会長】 
 いや、そこもいいよね。 

【芦澤委員】 
 最高の場所だと思うよ。 
【二本柳委員】 
 移転した方が私はいいと思います。 
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【神田会長】 
 まだこれから、議題もありますので今日はこの辺で閉じてよろしいでしょうか。だいぶ意見も出たよ

うですから。 
よろしいですか。 
【全委員】 
 はい。 
【神田会長】 
 それではこの件につきましては次回の協議会において、再度、協議を行いたいと思いますので、持ち

帰って検討をお願いします。 
 次に協議事項２の平成２３年度の地域振興事業について、事務局から説明願います。 
【支所：小島主査】 

 平成２３年度の地域振興事業について、先ほど項目別検討事項にもございましたとおり、これらの

事業のも含めましてこれから予算作成に入って行くんですけれども、次回の地域協議会、１０月末の

地域協議会のときにはある程度、担当課の方から調書が上がってくると思います。その後の、１１月

の例年で言いますと中ごろに開催する地域協議会で、地域振興事業としての取り扱いについての是非

について、地域協議会で決定していただくということになりますので、実質次回の地域協議会までが

新年度の地域振興事業として、特に新しい事業をあげる場合は次回の地域協議会までにあげなければ

いけないんですけれども、もちろん作成の方は当然担当課の方ではやるんですけれども、その前段で

委員の皆様から地域振興事業としてふさわしいプログラムがあれば、ぜひご意見をいただいてその意

見を、ということは皆様方、各団体から出ていらっしゃる方、１号委員の皆様がおりますので団体の

意見も集約していただきたいのはもちろんですけれども、地域の声ですね、区民の声をぜひ拾ってい

ただいて事務局の方に寄せていただければな、というふうに考えています。ですから次回の地域協議

会までに地域振興事業として考えられるものについて、委員の皆様からのご意見をいただきたいとい

うことです。 

【神田会長】 
 事務局からそういうような話が出ました。これについては協議等があるわけではなく、事務局からの

要望として受けるということでよろしいですね。委員の皆様、いろいろな案がありましたら次回の協議

会で発表していただきたいと思います。 
 それでは次に協議事項３の議事録の作成方法について、事務局から説明願います。 

【支所：小島主査】 

 議事録の作成方法ですけれども、皆様方のご発言が多く、事務局の説明内容も多くて作成にかなり

の日数を要しているというのが現状でございます。 

全文記載ということもありまして、少なからず委員の皆様の活発な意見交換を妨げている面もある

のかなというふうに考えておりまして、この１０月で地域協議会も丸５年を迎えるということで、地

域自治区設置期間１０年の折り返しを迎えるということで、事務の簡素化を図る意味も含めまして皆

様方により以上、活発に意見を出していただくためには、現在の全文記載の議事録から要点筆記の議

事録というふうに改めたいと考えています。 

変更時期につきましては、次回、平成２２年１０月以降に開催する地域協議会から、要点記載の会

議録というふうにしたいと思いますが、いかがでしょうか？ 

【神田会長】 
 ただいまの議事録の作成方法について、事務局の説明とおり承認することとしてよろしいでしょう

か？ 

【全委員】 
 はい。 

 

５ そ の 他 

【神田会長】 
 それでは承認することといたします。 

 次にその他ということで、地域づくりワークショップの開催の件について事務局から説明願います。 
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【支所：小島主査】 

 お手元に資料がありませんが、今年度地域協議会アドバイザーをお願いしております札幌学院大学

の河西先生、実は７月にワークショップを１回やっておりまして委員の皆様にも何名かご出席いただ

いた会議ですが、河西先生と打ち合わせをして今浜益での１次産業、農業漁業、特に若手を中心とし

た１次産業従事者とぜひお話をしたいという事がありまして、河西先生にもう一度来ていただくこと

になりました。期日は１０月６日、来週の水曜日です。午後６時から「きらり」を会場に。今回のテ

ーマはですね「浜益の農業漁業の振興を考えよう」という仮テーマですけれども、ぜひ農業、漁業関

係の皆様、また地域協議会の委員の皆様にもぜひ参加いただきたいと考えてございます。明日改めて

ご案内の方発送いたしますので、ぜひともご参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

【神田会長】 
 次に前回の地域協議会で、笹委員及び寺山委員より意見・質問がありました消防防災関係について、

事務局から説明願います。 

【支所：佐々木課長】 

 ８月１１日開催の地域協議会の中で、笹委員の方から柏木分団の建設予定のご質問、ご意見がござ

いました。９月２日に消防本部の部長課長が支所に来まして、回答を持ってきております。棒読みに

なるかもしれませんが、回答を読ませていただきます。 

 「柏木分団の建設予定については、市全体の分団の在り方だとか、用地の部分、それと財源等も総

合的に検討を行ってまいります。」という回答でした。ですからいつ建てなおすとかという具体的な

回答はいただけませんでした、市全体の消防分団の在り方をいま検討しているよ、というような状況

でした。 

このことにつきましては、浜益の消防がいま市役所の支所に移転しておりますけれども、この４月

１日の運用が決定したということで、昨年中に４月１日からこちらに来ますという事がすでに決定し

てありますが、旧浜益消防署の再利用の観点から、分団詰所の老朽等が著しい柏木分団及び川下分団、

さらには浜益方面本団に打診し了解をいただいたうえ、両地区の自治会長とも分団が良ければ問題が

ないとの回答を得て、両自治会回覧にて周知したという経緯がございます。笹委員のご質問について

はだいたいそんな所かと思います。 

 寺山委員の方から、柏木分団と毘砂別分団が合併したことによりまして、毘砂別分団の建物が撤去

されたと、このことによってサイレンもなくなったと、毘砂別の分団員は事故があっても気づかない

状況だと、それはなんとかならないのかと、いう意見がありました。これにつきましては本部の方と

いたしましては 

 「平成１９年１２月に開催されました、浜益消防団消防団活性化委員会で毘砂別分団と柏木分団の

統廃合及び毘砂別分団の解団をもって、建物及び車両の運用、並びにサイレンの停止について了承さ

れたと、このことについて平成２０年４月１日に統廃合しております。また消防団の招集につきまし

ては、通信指令室から管轄の分団長に順次電話することで現在は対応しております。分団員の招集に

ついては分団内の連絡網等の活用により対応をいただいております。」とのことです。 

また通信指令装置の更新を平成２４年度を目途に現在計画しておりまして、整備後の分団員の招集

につきましては、メールの一斉配信または電話によります順次司令で、通信指令の方から操作により

自動的に招集されるシステムを導入する計画予定となっている、ということでございます。以上よろ

しくお願いいたします。 

【神田会長】 
 これについて何か質問ありませんか。 
 なければ次に次回地域協議会開催の日程について、事務局から提案あります。 
【支所：小島主査】 

 先ほども１０月末というふうにご説明しておりましたが、事務局案として１０月２７日、同じく水

曜日で開催したいと考えておりますがいかがでしょうか。 

それと１０月になるので開催時間を６時からというふうに考えております。 

【神田会長】 
 よろしいですか。 
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【全委員】 

 はい。 
 
６ 閉   会 

【神田会長】 
 それでは時期開催は１０月２７日水曜日午後６時からです。 
以上をもちまして第５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２２年１０月２７日議事録確定 
 
                                 石狩市浜益区地域協議会 
                                 会 長  神 田 一 昭 


