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平成２２年度第３回石狩市浜益区地域協議会議事録 
 
日 時：平成２２年 ６ 月２３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） 
 
＝会議次第＝ 
 １ 開  会 
 ２ あいさつ 
 ３ 報  告 
        １）北門信用金庫浜益支店の石狩市浜益支所への移転について 
  ４ 協  議 
    １）石狩市過疎地域自立促進市町村計画（案）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）市民生活課長、はまます保育園長  古川 和志 
 

委 員 
  
田中 富子 

   
○  （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  大久保満彦   ○  （教育委員会）浜益生涯学習課長 新井 春生 
 委 員  二本柳辰男   ○  （支所）地域振興課地域振興担当主査 小島  工 
 委 員  渡邊真奈美   ○  （支所）地域振興課地域振興担当主任 須田  恒 
 委 員  渡邉 千秋     （本庁）企画課企画担当主査 森本  栄樹 
 委 員  白井かの子   ○ （本庁）企画課企画担当主任 畠中    潤 
 委 員  芦澤  肇   ○ （本庁）市長政策室政策担当主査 宇野  博徳 
 委 員  三浦 信悦   ○ （本庁）市長政策室政策担当主任 門井  理恵 
 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頂きまして、誠にありがとうございます。定刻になりましたの
で、ただ今から平成２２年度第３回浜益区地域協議会を開催いたします。本日、佐々木委員及び笹委

員から欠席との連絡を受けておりますことを報告いたします。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。 

尚、本日企画課から、森本主査、畠中主任、市長政策室から、宇野主査、門井主任が出席しており

ます。本日の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いたします。 

 
２ あいさつ 
【神田会長】 
 皆さんお晩でございます。 
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なにかとお忙しい中、またお疲れのところ協議会に出席いただきましてありがとうございます。た

だいま事務局のほうから、概ね８時ということを申されておりますけれども、議題としては石狩市過

疎地域自立促進市町村計画について、これが議題となっております。短時間ではございますけれども、

決められた時間の中で有意義な会議にしたいと思いますで、皆様方のご協力をよろしくお願いしてあ

いさつに代えさせていただきます。 
【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

忙しい中ご参集いただき、誠にありがとうございます。 

 今年は、春先からの不順な天候も今月に入ってからようやく回復し、農家では田植え作業も終了し、

サクランボも来週あたりから収穫の時期を迎えようとしており、浜ではウニ漁やナマコ漁が始まり、農

漁業とも活況をみせております。今後の天候と、豊作・豊漁に恵まれますことを期待しているところで

あります。 

 ４月末から始まった漁協青年部主催の「ふるさと朝市」も、今月初めの日曜日をもって終えておりま

すが、毎週１，０００人前後もの大勢のお客さんのご来場をいただき、今年もまた盛況のうちに終えて

おります。年々リピーター等の固定客も増え、しっかりと定着されてきており、青年部の次年度以降の

活躍に期待いたしたいと思います。 

 ５月の第２回地域協議会後の市及び区の動きでありますが、昨年７月、国の名勝指定となりました黄

金山で、例年より２週間遅れの先月３０日の日曜日に、山開き、安全祈願祭が執り行われ、当日は約１

５０名程の登山客が訪れ、頂上からの眺望を楽しんでおりました。 

旧適沢コミセン（ふるさと塾）につきましても、代表の田中照子さん外６名の「ふるさと倶楽部ガル」

のメンバーによりまして、「カフェ・ガル」が、６月１２日（土）にオープンし、初日７５名、日曜日

４０名の来客があり、早朝から日没後まで、一生懸命動き回っておりました。本当にお疲れ様でした。 

 オープン初日としては、まずまずの来客ではなかったかと思っております。ガルの方々はまったくの

素人であり、慣れるまで多少時間が掛かるかと思いますが、委員の皆様には引き続きご支援いただきま

すよう、お願い申し上げます。 

市議会についてでありますが、今月９日から２３日、今日までの日程で、石狩市議会定例会が開かれ

ました。今定例会では、昨年度の緊急経済対策関連等で繰越明許費を設定いたしました、地域情報通信

基盤整備事業費他の繰越明許費、繰越計算書の報告をはじめ、バイオマス資源の利活用検討調査のため

の事業費などの補正のほか、簡易水道事業の水道事業への包括に伴う条例の一部改正や、市税と使用料

等市税以外の債権回収対策を一体的に取り組む組織構築のための部設置条例の一部改正や、道の支庁制

度改革に伴う各種組合規約の変更などが、主な議案として提案可決されております。また市議会議員の

定数を現行２４名から２２名に改正する条例案が議員発議として本日提案され、可決されております。 

なお今定例会における浜益区関連では、繰越明許費の浜益ふるさと公園の転落防止柵改修や、国保診

療所の外壁等改修、柏木コミセン屋外階段の改修など工事を終えており、地域情報通信基盤整備事業に

ついては８月上旬から光ケーブル敷設工事を実施し、ＮＴＴによるサービス開始は、平成２３年４月か

らとなっております 

また、一向に治まる様子の見えない口蹄役問題でありますが、浜益区においても飼育農家はもとより、

市営牧場への立ち入り制限や消石灰による消毒などを実施し、侵入防止の徹底に努めております。一日

も早い終息を、念願しているところであります。 

本日は、北門信用金庫浜益支店の浜益支所庁舎への移転についての報告と、過疎地域自立促進市町村

計画（案）について協議いただくこととなっております。 

 本計画は、浜益区の今後の地域づくりにあたって、地域の自立促進のための指針となる重要な計画で

あります。委員の皆様の忌憚のないご意見をいただきたいと考えております。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。 
【神田会長】 
 それでは進行を務めてまいりますが、最初に事務局から北門信用金庫浜益支店の石狩市浜益支所へ
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の、移転についてご報告いたします。 
【支所：佐々木課長】 

 私からは、「北門信用金庫浜益支店の石狩市浜益支所への移転について」ご報告をさせて頂きます。

平成２２年４月に、北門信用金庫から浜益支店の老朽化に伴いまして、石狩市浜益支所への移転につ

いての要望を受け、平成２２年度第１回市有財産利活用検討委員会（平成２２年４月２６日（月））

において、浜益支所庁舎利用計画（案）及び浜益支所庁舎個別利用計画（案）を策定し、協議を行っ

たところであります。 
 本市では、これまでも未利用となっていた市有財産の民間への売却や貸付などによる歳入の確保を進

めて参りましたが、浜益支所においても職員数の減少など、執務スペースに余裕が生じて来ておりまし

たことから、執務スペースの集約を図り、余裕床の創出により、利活用を検討したところであります。 
 使用場所につきましては、浜益支所１階の東側（奥側）、占有面積につきましては、約９２．８９㎡

となる予定です。今後の予定ですが、関係機関との協議が終了した段階で、行政財産使用許可申請書の

提出がされ、工事につきましては、７月上旬から８月上旬までを予定しております。 
その後、店舗を移転し、現在の北門信用金庫浜益支店につきましては、取壊し工事に入りまして、そ

の跡地には、１２月末を目途に行員住宅を建設する予定と聞いております。 
移転の時期については、今のところ、８月上旬を予定しておりますが、正式に決まりましたら区民へ

の周知も行って参りたいと考えております。私からは以上です。 

【神田会長】 
 休憩いたします。 

 

４ 議   事 

【神田会長】 

 それでは、会議を再開いたします。 

次に石狩市過疎地域自立促進市町村計画について協議いたします。事務局から説明願います。 
【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、石狩市過疎地域自立促進市町村計画（案）、平成

２２年度から平成２７年度と書いてある資料に基づきまして、ご説明させていただきます。できる限

り地域協議会の資料を事前に配布というように思って、そのようにご説明しておりましたが、今回の

計画を作るにあたって浜益支所、厚田、本庁企画課との打ち合わせをしていたんですが、諸事情があ

りまして作成が遅れまして当日の配布になりました、大変申し訳ございません。前回に皆様方にお配

りしておりました未定稿という同じ計画があるのですが、基本的には計画自体に大きな変更は無く、

皆様一度眼を通されているかと思います。それで前回の地域協議会の時に、委員の皆様から頂いたご

意見を勘案しまして、取り入れるところは取り入れて私共のほうで計画を策定しております。全部説

明するには膨大な量ですので、かいつまんで説明させていただきます。 

計画書の１５ページをお開きいただきたいのですが、１５ページ（４）地域の自立促進の基本方針

というところがございますが、前回の地域協議会でこの部分についてご意見をいただいております。

基本方針として浜益において一次産業の振興は最も重要なので、もっと強調したような表現にした方

がいいのではないかというご意見をいただいております。それも含めましての基本方針ですけれども、

その部分について説明させていただきます。 

厚田、浜益区はこれまでの過疎法に基づく取り組み等により、道路や橋梁などの社会資本の整備や

医療施設・交通手段等の充実を図り、地域住民が安心して暮らすことのできる生活環境の整備に取り

組んできました。 

『また、恵まれた地域資源と大消費地札幌に隣接する強みを生かした取り組みとして、新たに朝市

や観光案内所などを開設するとともに、消費者に直接農産物を届けるサービスなどを展開し、観光と

一次産業の相乗的な振興にも力を注いできました。 

全国的に進行する人口減少や、高齢化の波は両区においてさらに際立っており、地域にはいまなお

一次産業の担い手不足や、交通・教育のサービスの維持など多くの課題が山積みしています。 

そうした中、平成１７年の合併を機に、両区には地域自治区が設置され、地元住民で構成する「地

域協議会」を核とした地域づくりが進められており、住民自らが地域の歴史文化・自然環境を保全す

る活動を始めたほか、高齢化する住民の移動手段を補完する「過疎地有償運送事業」や遊休公共施設
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を活用したレストラン運営を手掛けるなどの動きも生まれてきました。 

地域の自立には、そこに住む住民が自ら地域を考え、地域に愛着と誇りを持って地域づくりを実践

することが何よりも重要です。 

これまでの取り組みの中で芽生えてきたこうした動きを大切に、今後も地域と行政が一体となって

様々な課題に取り組むとともに、生活インフラの整備のほか、基幹産業である一次産業と観光の連携

を柱として、経済の振興と活力ある地域づくりを進めていきます。』と、この様な感じで、最後の方

で基幹産業である一次産業と観光の連携を柱として、活力ある地域づくりを進めていきます。という

ような表現にしております。 

続きまして、個別の計画についてご説明させていただきます。 

２６ページをお開きください。自立促進政策区分としてそれぞれ１から１０まであるのですが、ま

ず１番目産業の振興の区分でございます。お手元に配布の資料の事業内容のところに、太字にしてい

る部分があります、これが浜益区においての計画とご理解いただきたいと思います。それと網掛けの

計画があるのですけれども、網掛けの部分は浜益区と厚田区共通の計画です。何も示していないもの

が厚田区の計画、とご理解いただきたいと思います。 

前々回に過疎計画に登載する事業計画についてということで、浜益支所内部の担当課で集約した事

業計画を、皆様にお示ししております。基本的には一次集約した事業は、ほとんどがこの計画に載っ

ているのですが、一部、中にはその後の協議により登載は見合わせた事業、その他、前々回の事業計

画には載せていなかったのですが、その後担当課長の協議により新たに掲載した事業等ございます。 

産業振興の部分につきましては、上から三つ目の野菜特産づくり施設整備事業から始まりまして、

牧野草地整備事業、牧野機械施設整備事業ですね、それから林業の部分で市有林整備事業につきまし

ては、厚田区・浜益区にございます市有林の間伐ですとか、下草刈りの事業を行うものでございます。 

その下、ウニ種苗放流事業、アワビ種苗放流事業、地域水産物供給基盤整備事業につきましては、前々

回のお示しした事業に載せているものでございます。観光又はレクリエーションのところですが、海

岸環境整備事業（クローズアップはまます整備事業）、それと道の駅整備事業、浜益保養センター整

備事業、これも前回お示しした事業計画に載っていたものでございます。 

（９）過疎地域自立促進特別事業と書いているのですが、今回の計画から過疎債がハード事業だけで

はなくて、ソフト事業も充当が可能ということで、この二つについてはソフト事業、集落のソフト事

業の分ですね。起業支援事業ですけれども、これにつきましてはコミュニティビジネス等の起業セミ

ナー、今回「カフェ・ガル」のオープンということもありますけれども、地域において課題を解決す

るためのコミュニティビジネス、それらの研修会など予定してございます。一番下の観光事業育成事

業ですけれども、観光事業者を対象におもてなしの心を養成する、いわゆるホスピタリティの養成講

座ということを計画しております。この二本についてはいわゆるソフト事業ということでございます。 

続きまして３１ページでございます。交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進というこ

とでございまして、市町村道の整備、市町村道及び農道、林道ですね。これらの事業は、前々回の事

業計画に登載したものをすべて載せてございます。前回の地域協議会で防災の件について、ご意見を

いただいたのですけれども、災害対策ですね、これについては区として取り組まなければならない事

業ではないか、というご意見をいただいておりまして、内部、本庁所管課とも協議して、（５）電気

通信施設等情報化のための施設というところで、防災行政無線施設整備事業をここに登載しておりま

す。（６）自動車等自動車ですけれども、市有自動車運送車両整備事業、浜益滝川間の有償運行して

いる事業ですけれども、これは実は、前回、前々回の計画には載っていなかったのですが、使用して

いるワゴン車を昨年新規購入しまして、概ね年間４万キロ前後走行することから、前回も２０万キロ

弱で更新しておりまして、その分の車両の更新ということで計画に登載しております。１０番目の過

疎地域自立促進特別事業ですが、浜益滝川間の有償運行事業ですね、これはソフト事業分ということ

です。浜益混乗バス運行事業につきましては、スクールバスの部分で一般混乗を行っていますけれど

も、そちらの運行委託費に過疎債を充当したいという考えです。札幌浜益線運行費補助事業ですが、

これは現在市から北海道中央バスに運行費助成として、３００万円を上限に助成していますけども、

ソフト事業としてこちらにも充当可能ということで、これも合わせて新規の事業としてここに載せさ

せていただいております。幌新川改修事業につきましても、前々回の分に登載した事業計画でござい

ます。 

続きまして３６ページでございます。生活環境の整備ですけれども、本年度から水道施設の改修事
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業ということで、千代志別、床丹、送毛の水道施設において、インフラ整備について載せております。

その他のところで、個別排水処理施設整備事業、いわゆる合併浄化槽ですけれども、本年度から厚田

区・浜益区において、個別で浄化槽設置希望者に対して、市の方からそれぞれ５戸、補助するという

ことで募集しております。この事業についても過疎債充当可能ということで、浜益区・厚田区の分の

計画ということで平成２７年度までの分で計画に載せてございます。 

続きまして消防施設ですけれども、前々回お示しした資料には、実は消防施設の計画というのは載

っていなかったのですが、消防事務組合と打ち合わせしまして、防火水槽整備事業及び水槽付き消防

ポンプ自動車整備事業、小型動力ポンプ付携帯車整備事業の３本を新たに載せてございます。 

（６）過疎地域自立促進特別事業ですけれども、この２本はいわゆるソフト事業でございます。ま

ずは空家等活用促進事業についてですけれども、厚田区・浜益区において住宅事情が悪いということ

は、委員の皆様十分ご承知のことかと思います。特に浜益区においては、高齢者がお一人で住んでい

て、こう空家になっている住宅というのが、結構あるということもございまして。それらの空いてい

る住宅を活用して、都会からの住宅を借りたいという方々に対しての、調査資料だとか利用を促進で

きるような、仕組みを考えなければならないということもありまして、空家の活用促進事業というこ

とのソフト事業ということで、メニュー出しをしてございます。続く環境保全活動支援事業でござい

ますけれども、今年厚田区でやまどりの会というのが環境事業ということで、森林の整備等を手掛け

ているのですけれども、浜益区においても、これらのような住民主体による環境保全活動への取り組

みが出来ないかなということで、この事業も載せております。 

（７）その他ですけれども、浜益墓参道、柏木墓参道整備事業、旧火葬場解体事業でございますけ

れども、墓参道と斎場の解体につきましては、本来過疎債充当になじまないのですが、今回登載事業

を出すにあたって地域として必要な事業で、地域のコンセンサスが得られているものであれば、出来

るだけ過疎計画の中に登載していきたいということもございまして、墓参道につきましては自治会か

ら何年も要望が出ておりますし、火葬場の解体事業につきましては、本年度から年次計画をやってお

りまして、徐々に実施していくということで、地域として必要な事業だという意味合いで、こちらの

方に載せてございます。 

続きまして４１ページでございます。医療の確保の分ですけれども、入院施設整備事業につきまし

ては国保診療所のベッドの整備事業でございます。下から２番目の医療機器整備事業につきましては、

医療事務システムの整備ということですね。そのうえの医師確保対策事業ですけれども、今回のソフ

ト事業で地域医療の確保ということに、過疎債充当が可能になったということで、これは診療所の先

生の人件費相当分ということで考えてございます。 

続きまして４５ページです。教育の振興でございます。これにつきましては前々回お示ししました

分として、浜益小学校校舎改修事業、浜益小学校屋内体育館耐震化・改修事業、それから浜益中学校

屋内体育館整備事業、この浜益中学校につきましては、浜益高校への移転が予定されておりますので、

現在ある道立浜益高校の体育館が耐震化になっていないので、こちらの部分の整備事業ということで

ご理解いただきたいと思います。スクールバスの部分では、厚田区・浜益区とも現在、区内を運行し

ているスクールバスが、浜益では２台あるのですけども、古いものを更新ということです。その他の

部分で教育バス整備事業、バスについてなんですが現在区内を運行しているスクールバスが２台、そ

れは一般の方も乗れる一般混乗というシステムで運行しております。その他に教育バスが１台、それ

から福祉バス１台、合計浜益区としては４台バスがあるのですが、スクールバスは平日毎日運航して

いまして、その他の教育バスと福祉バスが、福祉バスは毎週月曜日に高齢者を対象とした温泉サービ

ス、その他に各種高齢者団体の事業ですとか、その他教育バスでいうと学校教育、実はかなり利用回

数が多くて、今回教育バスの整備と併せて後ほど福祉バスの整備ということで、いわゆるバスの更新

ということで２台分を考えております。集会施設の分につきましては、それぞれの会館整備事業でご

ざいます。この事業につきましては、昨年度の地域自治区振興事業におきましても、いろいろご意見

をいただいた分でありますけれども、位置づけとしては避難所に指定されているということ、防災の

関係も合わせて、地域として必要な事業であるということで載せております。 

（４）過疎地域自立促進特別事業についてですけれども、相互交流支援事業、これはですね現在も

実はやっているのですけれども、旧石狩市の学校と厚田区・浜益区の学校間の交流事業というのをや

っていまして、これはソフト事業という意味合いで掲載しております。 

続きまして４７ページでございます。地域文化の振興等ですけれども、最初にあげているのが資料
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収集保存管理施設等の整備事業、厚田区・浜益区ともになっているのですが、前々回の浜益区におい

て担当課で出してきたのが、浜益郷土資料館の改修事業、厚田区については現在リニューアルオープ

ンしております厚田の資料館ですか、ということで書いているのですけれども、事業内容としまして

は個別の、厚田区、浜益区の資料館という文言は除いてですね、保存管理施設等の整備事業というこ

とで考えてございます。続きまして地域文化保全活動支援事業ですけれども、これもソフト事業なの

ですが、住民による地域の歴史・文化的な保全活動に支援ということで、ソフト事業ということで考

えております。その他ですけれども史跡名勝の整備活用事業ということで、こちらも前々回出してい

ますが、名勝として指定されております黄金山の案内看板等の整備事業でございます。 

４９ページですが、集落の整備の中で集落活性化対策事業ということで今回のソフト事業の一つと

して、集落それぞれの活性化対策、なんらかの対策を考えていかなければならないということで、メ

ニューに載せてございます。 

足早に説明させていただきましたけれども、過疎計画の説明については以上でございます。 

【神田会長】 
 ただいま事務局から説明ありました、市町村計画についてご質問ございませんか？ 
【支所：小島主査】 
 失礼しました。項目で飛ばした項目がございますのでご説明します。３９ページ高齢者等の保健及

び福祉の向上及び増進の部分で、高齢者福祉施設整備事業、特養の増改築をメニューとして載せてお

ります。先ほども申しました福祉バス整備事業これを載せております。そして補足として、本庁企画

課のほうから説明があります。 
【本庁：森本主査】 
 いま小島主査の方から、いろいろと説明がありましたけれども、私共の方も、過疎法に基づく過疎

計画をどのようにしてとらえたら、というと変ですけれど、両区の将来の自立の促進に向けて、どう

いうことをしていかなければならないか、いろいろな形で協議してきております。最終的にはこの計

画の基本的な考えが、先ほど小島主査から１５ページの方で説明をしていただきました、この自立促

進の基本方針の中にすべて集約されていると思っております。それは合併を機に、いままでなかった

今回ガルがオープンしましたように、地域の方々が自分の地域を考えて活動し始めたというのは、大

きな前進かなと思っております。私共もこの動きは非常に大切で、重要だと思っておりますので、今

後ともそういった動きをバックアップ十分していきたいと思っているのが１点と、やはりそうはいっ

ても両区の基幹産業というのは一次産業ですので、一次産業の振興がなければ、安定した雇用と収入

の拡大とならないものですから、やはり一次産業プラス観光、メインの観光をベースにしながら、経

済の振興と地域の活性化を促進していくことが、この地域の自立促進に向けて非常に重要なことだと

思って、この基本方針に基本的に集約させていただきましたので、本庁、支所ともに協議しながら今

後地域の皆様とそういう形で、向かっていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

これをベースにしまして、産業振興から医療、生活基盤のほうに、それぞれ計画を掲載させていた

だきましたけれども、ここの事業につきまして正直に言いまして、財源的な担保というのはまだとれ

ている物ではございません。これは多分皆様方もご承知かと思いますけれども、過疎計画というのは

地域振興なり、自立促進に向けて必要な物をすべて掲載すべきもの、ということで私共もとらえてお

ります。裏を返せば、この計画に載っていなければ必要な財源である、過疎債を活用できないような

形になっておりますので、地域振興に向けて大切な事業すべて網羅させていただきました。今後につ

きましては、当然財源的なものもありますし、個々の優先順位等、事業の精査というのも必要となり

ますので、個々に、年度別に精査しながら実施していきたいと思っております。計画の基本的な考え

と事業の掲載の基本的スタンスをご理解の上、審議いただければと思っておりますのでよろしくお願

いしたいと思います。 

【神田会長】 
 それでは質問を受けたいと思いますけれども、ありませんか？ 
【芦沢委員】 
 ４月に市町村計画で年度別の事業計画を示しましたよね？具体的に言って、いまの計画の中で事業

内容となっているのですけれども、事業内容というのは名称ですよね。この事業の具体的な中身がど

うなのだということが、解らなければこの事業内容の計画の検討というのは、すごく難しいような気
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がするのです。ですから４月に示した事業計画、この年度貼り付けの事業計画が生かされて、今日の

協議の中で、この中身を協議するという考え方でいいのかどうか？この事業内容がはたして、具体的

にどういう内容なのかっていうのは、この計画書見ただけでは解りませんよね？具体的な事業量だと

か、具体的な事業内容が解らなければ、この事業がはたして本当に浜益の区の地域振興のために、必

要かどうなのか？いや逆にもっと必要なものがあるとして、ここに無かったらね、事業計画に載せら

れない、という事の出てくるような気もするものですから、だから４月に示した事業計画の中では、

具体的な事業内容が示されていない事業も結構ありなすよね。道路だとかなんかは具体的に、事業量

とか示してあって、ああ、というような理解は出来るのですけれど、例えば草地整備事業なんて言う

のは牧草地の更新となっているのですけど、その中身はそうしたら具体的にどうなのかとなったら、

どういう草地の更新をするのかということが分からないのですよね。その点の具体的な中身の協議と

いうのは、今後になるのですか？ 
【支所：小島主査】 
 集約したものは当然あってですね、事業費はこれから、当然原課から上がってきたものがそのまま

行くということではないのですが、道の方との協議には当然その資料は出すのですよ。出すのですが

…実は今後パブリックコメントを実施するにあたって、また議会の承認を得るというのも、実はこの

部分だけなのですね。実際のところ、今回事業計画を出す段階について、いろいろ本庁の方とも打ち

合わせをしたのですけれども、事業費自体が担保されている訳では無いと言う事と、事業内容のとこ

ろに項目として上げておけば、なんとかなるのではないかな、という考えもありまして。 
【芦澤委員】 
 例えばね、基盤整備の中で前回ウニ・ホッキ資源調査事業というのが載っていたのですけど、今回

落ちているよね。 

【支所：小島主査】 

 はい、説明し忘れたのですが、落ちた事業２本あります。このウニ・ホッキ貝資源調査事業、これ

と共同防除整備事業いわゆるラジコンヘリ、この分については、団体の方と打ち合わせをして実現可

能ではないということで、見合わせたという事です。 

【芦澤委員】 

 例えばウニとか、ナマコとか、アワビとかこれだけの種苗放流をしているのに、調査もしないでは

たして、放流している場所が適正かどうか分らないですよね。だからそういう調査は必要だと思うの

ですけど、今回の中で落ちているから放流しただけで放流の成果が表わされないでね、そういうこと

も懸念される気がするものだから、放流はしているが調査もしないで放流の成果が求められる時に、

はたしてどうなのかという気もするし、あと…。 

【支所：渡邉支所長】 

 ナマコについては、毎年水産普及所の方で調査しているのですよね。特に今年については、去年よ

り一回り大きなもので固体制限を設けて資源確保に努めています。調査していないという事ではない

のです。ウニの関係については、水産物供給整備事業の中で生物調査の部分も入っていますので、ホ

ッキについても、去年普及所の方で調査はしているのですけれど、前回の残った分が大きくなって、

新たな資源が増えているという事ではないという事です。そういった報告は頂いております。 

【三浦委員】 

 郷土資料館は書いているの？ 

【支所：小島主査】 

書いております。資料館については４７ページ地域文化の振興等のところで、一番上にある資料収

集保存管理施設等の整備事業、という具体的な名称が浜益郷土資料館と厚田歴史館というので、最初

は載っていたのですけれど、これは生涯学習部の方の判断で名称が変わりました。 

【三浦委員】 

それともう一つ。来年度高校が無くなるのですよね。中学校がそこに行くと。将来的に今年の国勢

調査で、人口はどれだけ出るか解らないけれど、いずれ小学校も、もうテーブルの上に挙げてもいい

のではないか、という気がするのですけれど、そうすれば浜益小学校の校舎整備だとか、耐震構造だ

とか、この二つ合わせればおそらく１億から７，８千万円くらい行くのだと思うのですけれど、そう

いう事業等々も出てくるのではないかと思うのですけども。 
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【支所：小島主査】 

小学校の建て替えという意味ですか？ 

【三浦委員】 

改築とあったよね。例えば小学校を中学校と統合するということを考えれば、そういう事業がしな

くてもいいわけだよね。そうすれば、結局、教育部門だけでいえば、郷土資料館が例えば２７年にや

るとしたら、早めの対策も出てくるというような気もするのだけれど。いずれ父兄の人にも話さなけ

ればならない問題だから、おそらくほっとけない問題だと思うのだけれど。通学バスの問題もあるし、

そろそろこの機会に、来年やるか再来年やるか分からないけれども、おそらくこのテーブルの上に挙

げた方が、おいた方が、必要でないのかなというような気がしてならないのだけれど。 

【支所：新井課長】 

小学校の現状から説明させていただきます。いまのところ１学年概ね１０名ぐらい、という状況で

す。それでいま、１年生から６年生までの間、そしていまはまます保育園の方、今問題になってきま

して、１０名切っています。正確な数ではないのですが、６、７名とそのくらいになっております。

そうすると、複式学級という問題が発生してきます。連続して確か６名でしたか、こうなると出てき

ます。そこらへんで、いま三浦委員が言われるような懸念が出てくると思います。但しですね、浜益

中学校が高校に移ります。それで教室数なのですけれども、小学校が入るまでのスペースがございま

せん。 

【三浦委員】 

そうか…だけれどもいずれ考えなければならないよね。 

【支所：新井課長】 

今の現時点では、小学校自体耐震化の実施設計、今年やっております。そして来年は補強工事をや

ります。そういった事からいくと将来的にはですね、何年間か使ってくるという事なのですけれど、

ただ、後何十年、１０年２０年のスパンになると三浦委員の言われたように、どうなの？というのは

あります。ただし、そして浜益区内小学校中学校ですね、確かに一つずつありますので、そこいらあ

たりのあり方というのは、やはり…ですね。あと何十年、１０年、２０年先は、やはりいま言われた

ようなことが出てくるのではないのかなと、私は思います。 

【三浦委員】 

校舎の前の小グラウンドは、なにも使っていないから。 

【神田会長】 

小学校、ワーストに入っている説明だったけれども、今年度、国の方で予備費使って耐震化工事、

予算出す。そうなったら…ワーストに入っているのなら、この計画は計画で良いのだけれども、優先

的にやれないの？ 

【支所：新井課長】 

それで、小学校に入ったのですよね。今年、実施設計で予算組みますよね。 

【神田会長】 

国の方でも、新たに耐震工事が出されています。もう一つ企画の方に聞きたいのだけれど、先ほど

説明で、過疎債には不適切なことはあるかもしれないけれども頭出しはしておく、という説明があり

ましたので分かるのですが、高齢者福祉施設整備事業、特養、これもいままでの関係なら、もう補助

枠は無いから駄目ですよ、そういうようなことが説明されていたのですけれども、今回はこの様な頭

出ししているからとの説明で分かります。それと、４５ページの校舎の改修事業等、本来過疎債にな

じまない、以前は統合に伴う関係等なら過疎債はなじむけれども、そうでなければ起債は義務教債で

やるという事なのですが、今回は過疎債になじむ事業なのか？ 

【本庁：森本主査】 

今回、法律が３月で失効しまして、４月に延長されたのですけれども、大きな法律の改正点といえ

ば起債スタイル等について、いままで校舎の統合に係る改築でなければ使えなかったのですが、要件

が撤廃されましたので。 

【神田会長】 

文教の方は適債事業だということで分かるのですけど、高齢者の、特養の関係はどうなのですか？ 

【本庁：森本主査】 

おそらく市では、介護保険の計画なりがありますので、３カ年の計画を作っておりますので、その
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中で最終的には位置づけされるかされないか、というのも出てくるのでしょうけれども、高齢者の施

設はですね対象になったと思うのですよね。 

【神田会長】 

前回もこれに載っているように、希望を持たせた事業内容なのだけれども、これは国の補助事業の

対象外というから、浜益区とか石狩市内の枠ではもう補助は付かないから、これは駄目ですよという

ことで、見送られてきた関係にあります。希望は持ったのだけれど、しかしこれは名前だけ載って…。 

【本庁：森本主査】 

これについては、つい最近、本庁保健福祉部サイドと支所の保健福祉部の方と話し合いを要しまし

て、私の聴いている限りでは、今まで載っていた形ではなくて、特養の増改築、小規模特養９床、シ

ルバーハウジング３０床を、そういった形で場合によっては計画をするかもしれないので、一応メニ

ューの頭出しをしてくださいと、私の方は聞いておりますが、おそらく難しいという事で私共も聞い

ておりましたけれども、その辺、本庁と支所の方で、両サイドで協議しながら、形態を変えながら実

施しうるのであれば可能だということで、今回掲載させていただきました。 

【神田会長】 

もう１点、最近、国の方では閣議決定するとかしないとか、各省庁からの補助金制度を廃止して、

地方に対する一括交付金制度、というのが出てきていますね。そういうふうになった時には、補助付

く付かない関係無く、一括交付金制度であれば目的に沿った一括交付金制度だと聞いていますけれど、

そうなった場合は過疎債の適用も楽になると思うのですが、その点どのように感じていますか？ 

【本庁：森本主査】 

まず、一括交付金についてはいま、衆議院に付託になりまして継続審議になっていると言っていま

すので、私も詳細はまだ承知していないのですけれども、いま聞いている国の数値なりはもうきてい

ますので、聞いている限りだと、そこまで詳細が不明なのですよ。 

【神田会長】 

はい、分かりました。その他ありませんでしょうか？ 

【支所：木村課長】 

私の方から、特養の件で説明させていただきます。当初は５０床という形で計画に載っていたと思

うのですけれども、３０床を超えますと広域的なという事で、周辺域の調整が出てくるという事で、

浜益にはなじまないという事で、現在の２０床に９床増設、最大２９床の地域密着型、という形で増

改築なりしていく方向で先日お知らせしました 

高齢者向け公的賃貸住宅シルバーハウジングという名称なのですけれども、それを３０戸という計

画をしております。 

【支所：渡邉支所長】 

三浦委員ご存じでしょうけれど、２９床までであれば小規模適用という事で、浜益の人を優先的に

入れるのですけれど、２９床を超えると広域的な部分で浜益以外の人で重度の人がいれば、そちらの

人が入れますので、施設が出来たとしても浜益の人が入りたい時には入れない可能性があります。 

あともう１点、有資格者の確保も年々厳しくなってきているので、そういう部分でも…。地域の事

を考えれば一番、浜益に合っているのかなと。頭出しだけしておけば、事業自体やる時に制度が変わ

って、出来るのかなと。 

【神田会長】 

ただ我々、当初から心配したのは市の方で財政が許して、それを認めてくれればいいけれど、２９

床や３０床では赤字ばかりですよね、建てない方がいいですよ。というのが他の町村の指導だったん

です。５０床以上でなければとても採算が合わないですよ、浜益の財政では、とても持ちこたえてい

けませんよという事で、３０、４０床なら採算が合わないことははっきりしているのです。そういう

赤字続きを石狩市の財政当局が、頭出しをするのはいいけれども、予算査定の段階で認めてくれるか

どうかというのが、一番ネックになるのですね。 

【本庁：森本主査】 

この特養の関係はですね、介護保険の計画、もともとそちらの計画があるので、そこにまず載るか

載らないかが実施の有無だと思います。いま２１、２２、２３年まで、３カ年作成していますので、

次、第５期が２４、２５、２６年だと思いますので、当然、増床することによって介護保険の方にも

跳ね返ってきますので、そういうことを勘案しながら、載せるか載せないかという判断になります。
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それに載れるのであれば、当然実施の可能性も高くなりますので、財政当局もありますけれど、計画

に載るか載らないかが、多分実施のカギになると思いますので。 

【三浦委員】 

赤字だから出来ないというのではなく、住民サービスということから考えれば、皆さんから税金や

保険料を貰っているのだから、住民サービスという事で赤字であろうが、地域が必要であればやらな

ければならない。 

【支所：渡邉支所長】 

本庁の福祉対応の方でも、そういった部分を理解しておりますから。 

【三浦委員】 

赤字だから何でもかんでも、市ではやらないという事にはならないと思います。そうしたら税金と

るなという事になりますよね。極端な話だよ。だからその地域にどういうものが必要なのか、考えて

もらいたい。高校生の寄宿舎の関係もあるだろうしね。 

【神田会長】 

他にありませんか？ 

【芦澤委員】 

最後にひとつ確認なのですけれど。この市町村計画に頭出ししていたら、年度別の実施計画を協議

するのですよね？この協議会の中でそれはやらないのですか？ 

【支所：小島主査】 

いえ、そこまでは…。 

【芦澤委員】 

やらない？ 

【支所：小島主査】 

はい。 

【本庁：森本主査】 

今回の出てきているメニューの中には精度が高い物がありまして、まだ所管レベルで協議して地域

として必要だとこのぐらいのレベルのものも混ざっているのですよ。逆にがっちりしているものであ

れば、予算もしっかりしてこういうふうにやるというのも決まっているのもありますし、いま地域で

こういうものが必要だけれども、詳細についてはこれから話し合っていかないと決められないという

のも、混ざっているものですから。 

【芦澤委員】 

例えばね、年度貼り付けした時に、後年度で年度貼り付けしているけど、この事業は前に持ってく

るべきではないかという議論だとか、例えば診療所の施設整備の中で、エレベーター設置だとか、郷

土資料館通りの整備の中で駐車場整備必要でないのかとか、という議論が実施計画の時にできるので

あれば良いのだけれど、出来ないのであればいまのこのなかで、含めて議論しておかなければ駄目だ

という事になる、なのかね。極端な話をしたときにね。だから例えば事業貼り付けして後年度にして

いるけれど、この事業は前に引っ張って実施するべきでないかとか、この地域協議会の中で議論され

ないで実施計画が出来上がってスタートという事は、いきなり市町村計画だけが地域協議会で議論さ

れて、後は地域協議会ではそこまでも必要でない、というのは年度貼り付けだとか良いんですけど、

事業内容での議論というのも各委員さん方もいろいろな区民の話を聞いてきて、そういう議論もある

と思うのですよね。この場で、議論された中で、実施計画が年度別に張り付けられて、スタートして

いくのが私は望ましいという気がするのですけれど。 

【神田会長】 

芦澤委員の意見は十分分かります。たまたま、この地域協議会にかけているのは市町村計画そのも

の、これを良いかどうか？こちらの意見を聞いて、よしとなればこれを議会にかけて、そして道のほ

うに、国のほうに出す。そしてこれに基づいて次には実施計画、実施計画は国には上げないのですよ

ね。実施計画そのものは。 

【本庁：森本主査】 

これのベースになっている実施計画ですね。上げないです。北海道までです。 

【神田会長】 

議決事項はこれまで、だから議決されたら今度実施計画作る時は、今度はこちらの方からのお願い
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だけれども、市部局でこれに基づいた実施計画を作ったら、それを地域協議会に見せてほしいと、石

狩市での過疎計画の対象は厚田と浜益だけ。地域意見の反映としてキャッチボールがなされて当然だ

と思う。そういう話し合いの場を持つ予定は無いのですか？ 

【本庁：森本主査】 

芦澤委員が言われた通り、最初この計画を作るにあたって一番困ったのが、本来事業のメニューを

積み上げて本文にと思ったのですけれど、そう進めると最後に何年に何をどれだけやるという話にな

ると、財源的な意味合いになるものですから総合計画みたいなガッチリした確実にやる計画に載って

いる事業しか上がらなくなって来たのですよ。それ以外の事業を何年にいくらやるかというと、なか

なか根拠がどこにもなくなってしまって、そうなると本庁の全体のオーソライズが得られなくなって、

今回、本来はこの計画書を早めに皆様にお配りして、見ていただく予定だったのですけども、最初逆

の方から積み上げていくことによって、そこで最初に行き詰ってしまったのですよ、そうなると総合

計画に載っているような、何年に何をやりますよ、というがっちりしたもの以外は、そこで全部はじ

かれていくような形になって、そこで行き詰まって最後原点に戻ってこの計画とは、と考えたら実際

財源がありきの計画なのでしょうけども、地域の要望をまずリストアップをさせていただいて、その

後に逆なのでしょうけれど、個々の事業を年度目途に判断していくしか、そうしないと結局最終的に

そういうふうにやってしまうと、総合計画に載っている小さい計画になってしまうのですよ。それで

あれば、地域振興に資するものにならないという事ですね。そういった形で最終的に精査させていた

だいた関係で、小島主査の冒頭の話にあったのですけれど、事前にお配りするのが遅れたのは、方向

転換を何度もしながらやっているうちに、時間をかけて皆様に申し訳ないのですけれど、何年度に何

をやる、金額もいくら、というのを積み上げていくと、本庁の全体のオーソライズは相当厳しくなる

と思いますので、この事業内容のほかにどんな感じのものをやりますか程度であれば、お示しはでき

るのでしょうが、それについては４月に出した事業とほぼ内容的には変わっていないと考えていただ

いて結構です。お示しできるのはその程度かなと思います。 

【神田会長】 

今度は、企画、財政も絡んで、何年度には起債の総額はいくら、今年度はいくら、来年度はいくら

というような縛りがかかるのでしょう？ 

【本庁：森本主査】 

財政再建計画期間中で、平成２３年度までは起債の枠は単年度１０億円と決まっているのです。一

人当たりの借金額を減らしていきましょうと、やっているものですから当然その枠の中でも縛られて

はきますので、そういう面で私共このジレンマというのは変でしょうけれど、こちらが積み上げてい

くとこちらに載るのが少なくなるし、それであれば本来の法律の趣旨から外れるのではないかという

ことで、実施しうるものはある程度上げて、その都度本当に必要なものを…、５、６年の間に情勢変

化というのがありますので、その都度判断していくのがこの計画自体だな、ということを認識しなが

ら最後計画を今回出させていただいておりますので。 

【芦澤委員】 

わかりました。なかなか区民が、計画が、浜益区の地域振興がこの計画書見てどうなるのと感じた

時にこれを見て、絶対わからないですよね。やっぱり実施計画を見て、あぁこんな事業もやっていく

ことによってこういう地域になるのだなというふうに、感じ取ることになるのではないかなと思うか

ら、パブリックコメントのあたりは実施計画の主なるものは…。あ、無いのだよね。 

【本庁：森本主査】 

すべてお出しするにしても、４月に出したような内容で…。事業費にしてもはっきり整備されてい

るものではなく、年度ごとしか出せないので、出しても内容のどんなものをやります程度であれば…。 

【芦澤委員】 

いや、それで結構だと思うのですけれどね。 

【支所：小島主査】 

いわゆる、例えば道路改良工事何メーターの、ということですよね。 

【本庁：森本主査】 

やりそうだ程度のレベルはお出しできるのかもしれないでしょうけれども、個々の年次はちょっと。 

【芦澤委員】 

いやそれはいいかと思うのですよね。第一次産業というのは、中身は第一次産業と観光の連携とい
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うことを、基本方針にうたっているのだから、区民が感じ取ることのできる進め方をしていってほし

い。わかりました。 

【本庁：森本主査】 

変更になるたびに、議会の議決が必要になるものですから。 

このまままるごと載せて、じゃあ実際やるときまた変わりましたとなると、また議会の変更、変更

とになるものですから。ある程度、正直４月にいただいたベースにして、なるべく事業が前後左右し

てもいいような形の事業内容しておけば、実際やる時また変わりますよね、増えたり減ったりという

のはありますから、それまで対応しうるということで議会の議決はこの程度にしておけば、ある程度

実際の時、結構弾力的にできるということで、こういう表記にさせてはいただいたところなのですよ。 

道の協議をこれからしていく段階で、ここにいえというかもしれませんが、地域としてその都度そ

の都度考えていかなければならないので、それによって事業の幅というのは変わってきますので、そ

れは弾力的な運用的な形でとお願いしようと思っています。出せるものは事業内容ですね、何を何棟

ぐらいたてる…参考資料的なものであればお出しできます。それはあくまでも参考資料ということで。 

【芦澤委員】 

 分かりました。 

【三浦委員】 

分かりました。 

【神田会長】 

それでは時間も迫ってまいりましたので、過疎計画の関係はこれでよろしいでしょうか？ 

【本庁：森本主査】 

今後のスケジュールなのですが、今日本日浜益の地域協議会に素案をかけておりまして、来週の月

曜日２８日に厚田の地域協議会にも同じような形で、この素案をかける形にしております。そのまま

これを基本的にベースにしながら、７月からパブリックコメント等の実施をしまして、同時並行で時

間がない物で北海道の協議を行う形をとっております。それらの最終的な反映を踏まえて８月の上旬

に再度、地域協議会の中で最終的な意見の締めをいただきまして、９月の定例会のほうに上程してい

きたいと思っておりますので、そういう形でよろしくお願いしたいと思っております。 

【神田会長】 

それでは、この石狩市過疎地域自立促進市町村計画については、次回へ継続審議といたします。 

次にその他として事務局から報告お願いいたします。 

 

５ そ の 他 

【支所：小島主査】 

 私の方から２点ご説明いたします。お手元に資料を配布しておりますが、来週６月３０日水曜日で

すけれども、ふれあいタウンミーティング２０１０浜益会場という事で、きらりで行われます。市役

所の担当課が市の状況を説明するのですが、目玉メニューとしまして今回、一番最後にカフェ・ガル

オープン物語ということで、今回、地域交流施設運営実施事業で手掛けていたオープンまでの経過に

ついてですね、井戸端倶楽部のメンバーでもあります佐々木委員、寺山委員、渡邊委員に出演いただ

いているのですけれども、スライド上映がございますので、また別な団体にもお願いするのですけれ

ども、協議会委員の皆様にはぜひとも来週水曜日、ご参加いただきたいなというふうに考えておりま

す。 

 続きまして、前々回４月の地域協議会時にアドバイザーとしてお願いいたしました、札幌学院大学

の川西教授をお招きしましてのワークショップの日程を、７月７日、再来週の水曜日に予定しており

ます。後ほどそれぞれご案内お出ししますけれども、地域協議会委員の皆さんにはこちらぜひとも受

講していただきたいな、というふうに考えておりますので、ひとつよろしくお願いしたいと思ってお

ります。以上です。 

【神田会長】 

それでは、次に事務局から次期協議会の開催についての提案があります。 

【支所：小島主査】 
 いま、森本主査の方から過疎計画のスケジュールについてのご説明もあったのですが、パブリック

コメントの結果を集約するのに、当初の地域協議会の計画では７月の後半にやる予定だったのですが、
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ちょっとずらしまして、集約した結果を踏まえて確定した計画をお示ししたいと思っております。そ

の都合上、８月の２週、９日からの週なのですけれども、後半お盆等も入るので、出来れば私共の方

で１１日の水曜日ぐらいまでに開催したいな、というふうに考えております。基本線で８月の１１日

の水曜日というふうにと、今考えているのですけれどもいかがでしょうか。 
【神田会長】 

 皆さんどうですか？ 

 ８月１１日午後６時半からということで、よろしいでしょうか？ 

【全委員】 

 はい。 

【神田会長】 

 次期開催は８月１１日午後６時半からです。 

 
６ 閉 会 
【神田会長】 
 以上をもちまして、第３回浜益区地域協議会を閉会致します。ご苦労様でした。 
 
 
 
 
 平成２２年 ７ 月２３日議事録確定 
 
                                 石狩市浜益区地域協議会 
                                 会 長  神 田 一 昭 
 
 


