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平成２２年度第２回石狩市浜益区地域協議会議事録 

 

日 時：平成２２年 ５ 月２６日（水） １８：３０～２０：００ 

場 所：浜益支所庁議室 

資 料：会議次第 

    資料１：浜益区地域交流施設運営実証事業 

資料２：石狩市過疎地域自立促進市町村計画事業計画策定の考え方について 

資料３：石狩市過疎地域自立促進市町村計画（未定稿） 

 

＝会議次第＝ 

 １ 開  会 

 ２ あいさつ 

 ３ 報  告 

        １）浜益区地域交流施設運営実証事業について 

  ４ 協  議 

    １）石狩市過疎地域自立促進市町村計画について 

 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        

 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】 

 本日、大変お忙しい中をお集まりいただきまして、ありがとうございます。ご案内の時間となりま

したので、只今から平成２２年度第２回浜益区地域協議会を開催いたします。本日、渡邉千秋委員、

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させていただきます。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、成立していることをご報告申し

上げます。本日の会議終了時間は概ね８時頃を予定しております。それでは、開会に当たりまして神

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】 

 お晩でございます、日中何かとお忙しい中、またお疲れのところ協議会に出席をいただきまして、
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ありがとうございます。只今、事務局のほうから説明ありましたけれども、概ね８時を目途というこ

とで１時間半ぐらいの会議でございますけれども、今日報告事項が１件と、協議事項として石狩市の

過疎地域自立促進市町村計画、これがメインでございますので、協議をいただきまして決められた時

間内に終わりたいと思いますので、皆さん方の協力よろしくお願い申し上げます。終わります。 

【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。委員の皆さんにはですね、日中お仕事等でお疲れのところ、また時節柄

なにかとお忙しい中ご参集いただきまして誠にありがとうございます。 

 ご存じのように、今年は遅い雪解けと肌寒い毎日が続きまして、農作業も若干遅れ気味でございま

したけども、なんとか先週の土曜日曜あたりから、ようやく気温も上がりまして、農家では一斉に田

植え作業が始っております。今後の天候に期待をしているところでございます。 

それと、ふるさと朝市のほうも今週の日曜日を入れまして、あと２回ほどとなりましたけども、毎

週千人前後の大勢のお客さんのご来場をいただきまして、大変盛況を博しております。特に今年は前

回の協議会中でも申し上げておりますけども、朝市を中心といたしましたバスツアーを２回ほど実施

しまして、４５名、２回合わせまして９０名近くの参加者が見まして大変好評を得ております。 

それと今年も、この朝市に漁協青年部、女性部に加えまして青年会メンバー、そして支所職員が準

備作業や販売、ＰＲ活動にボランティア等で参加しております。これからもこのように区民が協働し

て、参画していける事業や活動ができるだけ区民の間から積極的に提案されまして、支所もまた区民

の活動を、しっかりとサポートしていけるように努めてまいりたいと考えております。 

それと旧適沢コミセン、ふるさと塾につきまして、代表の田中照子さん他６名の方々による、ふる

さと倶楽部ガルのメンバーによりまして、来月の１２日、土曜日オープンの予定となっております。

委員の皆様方には引き続きご支援をいただきますよう、お願い申しあげます。 

さて、連日新聞やテレビ等で報道されております、宮崎県で発生しました家畜口蹄疫による被害で

すが、宮崎県内で感染拡大の様子を見せております。浜益区においても、黒毛和牛の飼育や養豚を行

っておりまして、畜産農家の方は大変心配をしていることと思います。国をはじめとします関係機関

等の的確な対応と感染経路の遮断、それとウイルスの撲滅と早期解決を強く望んでいるところであり

ます。 

それから市議会についてでありますけども、明日明後日、２８日の金曜日に第１回臨時議会の開会

が予定されてます。提案の中身でございますけども、国保会計の繰上充用をはじめ、市民税にかかる

給与所得者の扶養親族申告書の提出義務、それからたばこ税の税率改正などの市税条例の一部改正が

審議される予定となっております。また来月６月９日から第２回定例会が開会される予定となってお

りますけども、議案等についてはまだ示されておりませんけども、主に補正予算をはじめとした案件

と伺っております。なお議会の結果等につきまして、しかるべき方法で区民の皆さまにお知らせして

まいりたいと考えております。 

本日は冒頭申し上げました、浜益区地域交流施設運営実証事業によります旧適沢コミセンでのカフ

ェ・ガルオープンについての報告と市の過疎地域自立促進市町村計画の本文の原案について協議いた

だくこととなっております。どうぞよろしくお願いします。 

【支所：佐々木課長】 

 ありがとうございました。これより議事進行につきましては会長に議長をお願い申し上げたいと思

います。よろしくお願い致します。 

 

３ 報  告 

【神田会長】 

 それでは進行を務めてまいりますので、議事進行にご協力をお願いいたします。はじめに報告事項

として、平成２２年度浜益区地域交流施設運営実証事業について事務局から報告をお願いいたします。 

【支所：小島主査】 

 それでは、私の方からお手元に配布しております資料１に基づきまして説明させていただきます。 

今年度予定しております浜益区地域交流施設運営実証事業ですが、地域協議会委員の皆様及び井戸

端倶楽部のメンバーにおきまして、平成２０年３月末で閉館しました適沢コミュニティセンター、旧
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ふるさと塾の有効活用策について様々協議を重ねてまいりましたが、いよいよ６月１２日にオープン

することとなりました。お手元に配布の資料は、今月末の広報いしかり６月号と一緒に全戸配布する

ものと同じものを皆様のお手元にお配りしてございます。先ほど支所長からもお話ありましたが、ふ

るさと倶楽部ガルという団体が立ち上がりまして、メンバーが旧適沢コミュニティセンターを利用し

てカフェの営業を行うというものでございます。 

事業の内容といたしましては、真中右側のほうに書いてありますけれど、浜益の食材を生かした軽

食、喫茶コーナーの運営及び地元特産品や加工品の直売、高齢者等を対象とした配食サービスを土・

日・祝日に実施、観光案内ということでございます。今日メンバーの方とも打ち合わせをしたんです

けれども、地元特産品の加工品や直売について、メンバーが直にあたって調達しようとしているんで

すけど、今回の全戸配布でカフェ・ガルにおいて直売コーナーを設置して、そちらの方に品物を提供

していただける方々について、区内の皆様に募集をかけるということで、この一番下の欄のところに

ですね、特産品や加工品の直売についてということで募集をしてございます。 

営業につきましては、６月１２日から、本年度は運営実証事業という位置づけでございますので、

金・土・日及び祝日のみの営業、営業時間につきましては、午前１１時から日没までということで設

定してございます。 

６月１２日オープン日は特別なオープニングイベント等は実施しないんですけれども、地域協議会

委員の皆様、浜益区民の皆様にはですね、ぜひともカフェ・ガルに足を運んでいただきたいなと考え

てございます。以上で報告を終わります。 

【神田会長】 

 只今、事務局から報告ありました件について何か質問ありますか？ 

【三浦委員】 

看板は？ 

【支所：小島主査】 

 リサイクルプラザの方に看板の作成をしていただいて、この写真のカウンターも設置しているんで

すけれども、看板も作成済みで、いままだ車庫において、オープンまでの間に立てる予定となってお

ります。 

 

４ 協  議 

【神田会長】 

 他にございませんか？なければ次に石狩市過疎地域自立促進市町村計画について、これまでの地域

自治区として４年が経過し、厚田・浜益両区の課題・問題点等の総括を踏まえた過疎計画の策定の考

え方について事務局から説明願います。 

【支所：小島主査】 

 続きまして、お手元に配布の資料２について私の方から説明させていただきます。地域自治区設置

後、昨年の９月で丸４年が経過しまして、区長制度も廃止になったということで、これまでの厚田区

及び浜益区の地域自治区としての総括ということを今年度末に行っております。 

表の一番左端ですけれども、現在過疎計画を策定するにあたって過疎地域の現状という、いわゆる

負のスパイラルといいますか、人口が減尐することによって、各種サービス産業の衰退があり、雇用

の場もなくなり、子供も尐なくなって子育て環境の悪化になって、まあ、いわゆる人口が流出してし

まう、そして高齢化が進行するというマイナスがマイナスを呼ぶという形になっている、というのが

現在の日本全国での過疎地域の実態でございます。それを受けまして、課題と問題点を洗い出してい

るんですけれども、基幹産業の従事者の高齢化と担い手不足、雇用の場の確保ができないということ、

住環境の整備、住宅や上下水道等が整備されていないということもございます。医療体制の確保や充

実も課題となっております。もちろん教育環境の整備ですとか、交通体制の確保、それに伴う自治会

の衰退等ということが問題点として考えられております。そのとなり、その課題、問題点に関する解

決策や方向性、これは厚田区の分も入っているんですけれども、まず地域においての基幹産業の振興、

各種産業との連携ということが重要であり、特に厚田区、浜益区におきましては一次産業を中心とし

た定住者の促進を進めることが重要ではないか、と考えております。それに伴いまして農村資源と観

光の連携により、グリーンツーリズム事業等、交流人口の拡大、体験型モデルツアー、一次産業の付

加価値をつけての商品開発、朝市の開催、高収益野菜等の生産という方向性がひとつあるのではない
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かなとも考えています。 

その下ですけれども、高齢者の生活支援、これは私共で行いました小規模集落実態調査でも明らか

になっているんですけれども、高齢者におきましては住み慣れた家で、安心して生活したいという結

果が出ております。その下の医療施設の確保ですね、診療所、もちろん医師の確保というのは重要で

ありますし、高度医療や診療所にない他の診察科目の受診機会の確保ということも重要ではないかな

と考えています。 

その下ですけれども、交通手段の確保は必要不可欠なものでございます。合わせて教育の振興です

とか生活環境の整備も重要と考えられております。そこでですね、市の方向性なんですけれども、長

期的な視点と短期的な視点と分けて書いているんですけれども、長期的な視点としましては、地域振

興、いわゆる地域経済の活性化には基幹産業である一次産業の農業、漁業の振興、それとあわせて観

光産業との連携が不可欠であると、これは私共も考えておりますし、委員の皆様も同じような意見だ

と考えております。 

そこで過疎計画をどのように策定していくかということで、過疎計画法上の区分、いわゆる産業計

画、交通体系、生活環境、その他の項目があるんですけれども、それぞれ実際の対策としてどのよう

に進めていくのかということで、一次産業を中心とした定住者の確保、交流人口の拡大、体験型モデ

ルツアーの実施等々、実際４年間の総括と同じような内容のこととなるんですけど、これらのことを

基礎計画の方に盛り込んでいきたいというように考えております。 

過疎計画策定の目的は地域の自立促進ということでありまして、高齢化や尐子化、人口減などとい

うのは、どうしても完全に塞ぎきれるものではありませんが、その減尐を尐しでも食い止めるために、

どのようなことをしていかなければならないのか、どのような事業を過疎計画に盛り込まなければい

けないのか、ということを前提として今回計画の策定に当たるということで私共は考えてございます。

計画策定の考え方についてということの説明をさせていただきました。以上です。 

【神田会長】 

 只今の説明についてなにか質問ございませんか？ありましたらお受けいたします。 

 この考え方についてということで、方向性とか具体的な事業の実施計画でないですから、ただ文章

で表わしているやつだから、方向性とか…これに対してこういう方向性もいいんでないかというよう

なものがありましたら…また次に市町村計画これ文章だけですけど、この中身を説明していただいて

一括質問を受けたいと思いますけどもそれでよろしいですか？ 

【各委員】 

 はい…。 

【神田会長】 

 そうしましたら、そういうことで行きたいと思います。次に資料第３の説明を事務局よりお願いい

たします。 

【支所：佐々木課長】 

 私からは資料３の石狩市過疎地域自立促進市町村計画について、若干説明をさせていただきます。

４月の協議会でお示しいたしました、過疎地域自立促進計画に登載する事業計画につきましてはです

ね、今現在、本庁関係部局で調整が行われておりますので、今回はお示すすることができませんけど

も、本日は資料３の石狩市過疎地域自立促進市町村計画について、これはあくまでもたたき台といい

ますか原案と考えております。その各項目についてですね、文言の整理また修正等、加筆等がありま

したら委員皆様のご意見を伺いまして、この計画に反映をさせていきたいと考えております。よろし

くお願いします。なお過疎地域自立促進計画に登載する事業計画につきましては、６月の地域協議会

にお示しすることができると考えておりますので、それまでちょっとお待ちいただければと思います。

 今後のスケジュールですが一応、本日の地域協議会、６月の地域協議会で計画書の修正また加筆で

すね、などを行いまして、７月にはパブリックコメントを実施して、８月に確定した段階で９月の議

会に上程したいと考えております。このことから６月末に開催されます協議会において、７月に行い

ますパブリックコメントの原案、これを決定していただきます。８月上旬に開催予定の地域協議会の

承認を得まして９月の議会に上程するスケジュールとなります。非常にタイトなスケジュールとなり

ますけども、どうぞご理解のほどよろしくお願いいたします。 

それでは石狩市過疎地域自立促進市町村計画について若干説明をさせていただきます。この資料未

定稿と書いてありますけどこれをちょっと捲っていただきます。捲っていただきますと目次になって
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ます、やはりこういう基本計画といいますか、計画を作るうえで最も大事なのが基本的な事項の４に

なります。地域の自立促進の基本答申というのがあります。１から３につきましてはですね、それぞ

れのデータを並べているだけですので、これは皆さん今日お帰りになってから石狩市の概況、人口及

び産業の推移と動向、行財政の状況、１から３につきましては目を通していただいて、とりあえず４

の地域の自立促進の基本方針ということで説明をさせていただきます。 

１７ページになります。４、地域の自立促進の基本方針、厚田区浜益区は若年層を中心とする人口

の流出に伴う急速な高齢化の進行、基幹産業の低迷、地域社会や産業を支える担い手不足、医療教育

の確保など数多くの問題を抱えています。一方多種多様な農水産物をはじめ、海や山といった自然環

境などの観光資源に恵まれ、先人によって養われてきた特色ある歴史文化を有し、地域の活性化に向

けた大きな存在能力と可能性を秘めております。安心安全な農水産物は大消費地札幌の近距離に位置

するため、輸送コストを削減でき、さらに新鮮な状態で出荷できるなど様々な利点を有しております。

また道央圏の観光拠点として施設の整備により、観光客の増大にも期待ができるところでございます。

これまで過疎計画等に基づく各施策によりインフラが整備され、区民の生活は向上してきています。

しかし生活道路の改良、上下水道施設の整備、改修の必要な地区があるため、地域の自立促進による

住民福祉の向上、雇用の増大、地域間格差の解消等のため引き続き対策が必要となっています。今後

におきましても社会基盤の整備を進め、都市近郊であるというポテンシャルを最大限に活用し、農林

水産業、商工業、観光などにおいて連携を図り、豊かな自然を守ることなどにより、地域住民がいき

いきと働くことができ、安心して暮らすことのできる生活環境、地域に愛着と誇りを持てるまちづく

りを地域協議会や各種団体、地域住民との協働によりさらに推し進めてまいりますということの文章

でございますけども、この基本方針につきまして、委員の皆様からこの基本方針の修正部分、今日読

まれてすぐに修正なにかありませんか、というのもなかなか出てこないと思います。また６月にもや

りますので、今日お帰りになりましてから文章の修正、加筆がありますというようなところをチェッ

クしていただきましてこの基本方針に反映させていきたいと考えております。以上よろしくお願いい

たします。 

【支所：小島主査】 

 それでは、続きまして１８ページ以降について、簡単に説明させていただきます。 

産業の振興という項目及び交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進等々いろいろ大項目

に分けての計画が続くんですけれども、この未定稿の中で、編みかけの部分があるんですけれども、

これはまだ確定していない部分ということで、データの部分にもかなり編みかけが入っているという

ことでご理解いただきたいと思います。 

産業の振興の対策として、２５ページから２７ページまでそれぞれその対策ということで記載して

いますが、編みかけの部分につきましては前回の計画には載っていなくて、新たに項目としてたてた

ものということでございます。例えば２５ページの４、農業経営の強化の部分につきましては、前回

の過疎計画後半、１７年度から２１年度の計画においては、この３番目の女性の経営参画の促進と４

の農業生産法人の拡大という項目は無かったんですけども、今回新たにこの項目を増やしてございま

す。 

２６ページの林業の振興のところの、⑤間伐の実施及び⑥森林の積極的な整備を新たに付け加えて

ございます。水産業について⑩の漁港施設、漁業基盤の整備、⑪漁業環境の整備促進及び⑫商品価格

高騰への対策ということを新たに付け加えております。商業の振興につきましては⑤地域ブランドの

形成ということで項目を載せております。 

２７ページに行きまして、観光レクリエーションの振興については、⑤観光ルートの開発⑥新しい

観光スポットの開発⑦ホスピタリティの体制作りということで載せております。それに基づきまして

２８ページに３、計画とあるんですけれども、この欄にそれぞれの事業計画案というのが入っていき

ます。それで今回は先ほど説明したように事業内容はまだ各課調整中なものですから、前回４月の地

域協議会に支所分の集約というのを皆さんにお示ししたんですけれども、その事業について今現在本

庁の関係課の方と調整中でございまして、次回の６月の地域協議会の時には、ここの計画の欄に事業

計画を載せて皆様にお示しするということで考えております。 

続きまして、３の交通通信体系の整備、さらに地域間交流の促進部分について、その対策が３２ペ

ージの方に記載してございます。１の道路網整備促進につきましては、前回ありませんでした②の冬

期間の防雪対策ということで載せてございます。２の交通確保対策の交通機関の確保では、②の多目
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的地域交通システムの推進というようになっております。前回の計画につきましては多目的交通シス

テムの導入という文書だったんですけども、これにつきましては浜益区で実施しております乗合自動

車運行ですとか、厚田区で実施しております有償運行事業等が導入されたため、そのシステムの推進

ということで文章を変更しております。 

３４ページからは、生活環境の整備という欄になっております。こちらについては水道施設ですと

か下水道施設だとか消防救急ですとかが対象になるんですけれども、３７ページにおきましてその他

の関連施設の欄で墓地・斎場の整備では浜益区には浜益斎場がオープンしましたので、旧火葬場の解

体ということで載せてございます。 

５番目３９ページからは高齢者等の保健及び福祉の向上増進ということで、４０ページの対策の項

目については特に新しいものはございませんが、４１ページに計画ありますけれども、前回お示しし

た特養の増設及びケアハウスの関係ですね、関係課の方と協議してぜひとも計画として登載するとい

う方向で事務局としては考えております。 

４２ページ６番目の医療の確保ですが、前回もご説明しましたけれども今回の過疎計画からいまま

でハード施設整備にしか過疎債を充当することができなかったんですけども、一部のソフト事業に充

当が可能ということになっています。地域医療の確保、交通体系の整備、集落の維持活性化に関する

事業ということで、この医療の確保については十分にソフト事業としての充当は可能ではないかなと

いうように考えております。 

４４ページ７番目は教育の振興ということで、特にこの部分については前回の計画と変わりはござ

いません。あわせて４８ページ地域文化の振興等についても同様でございます。ソフト事業の関係に

ついてなんですけれども、５０ページからは集落の整備という欄になっているんですけれども、いわ

ゆる現状と問題点において厚田区、浜益区二つ記載しているんですけれども、この部分ちょっとご説

明いたします。 

浜益区の部分ですが、３行目ですけれども、今後においては住民生活の向上を図るため、一層生活

環境の整備を進めるとともに、集落機能を維持することが難しくなる小規模な集落については、関係

住民の意向を尊重しながら、地域の実情にあった再編成の検討を進める必要があります。と、実は前

回の過疎計画にも同じような文章で記載しているんですけれども、今回、過疎債がソフト事業にも充

当できるということで、集落の維持活性化及び集落の再編成に充当できるということで謳ってまして、

もちろん関係住民の意向というのが第１になりますが、将来的に集落をどのように維持していくのか

いうことについては、やはり避けて通れない課題とであるかなというふうに思っておりまして、あえ

て前回と同じような文言としてこちらの方に記載しております。この部分につきましてはですね、委

員の皆様からご意見をいただきたいというような部分であるというように考えております。  

５２ページからはその他地域の自立促進に関し必要な事項ということで、載せてございます。こち

らについても集会場の整備等で前回一次集約した部分について、各会館の整備等というふうな部分で

昨年より地域振興事業で事務局案として出した会館整備等の部分がございまして、関係課等との協議

打ち合わせもされている最中でございます。概ねこの様な項目立てで市町村計画のほうを現在考えて

おりまして、今後皆様からのご意見をいただきまして、修正等加えてですね、本庁の企画と両支所の

地域振興課のほうで協議しながら、市町村計画をつくっていきたいというように考えておりますので

皆様方の積極的なご意見をいただきたい思います。 

よろしくお願いいたします。以上です。 

【神田会長】 

 ただいま、石狩市新過疎地域自立促進市町村計画について事務局より報告がありましたが、何かご

質問及び修正案がございましたらお受けします。何かありますか？修正案といってもいま目にしたば

かりであれですけれど、質問があればお受けしたいと思います。 

【三浦委員】 

 これはあれですね、あの４月にもらったあの事業計画あるよね。これがこの浜益区の地域振興のあ

れでこの中に載ってくるの、新過疎地域自立促進市町村計画は載ってくるの？ 

【支所：小島主査】 

 いま本庁の関係課と協議中でして、私共は前回お示しした集約の事業をできるだけ載せてほしいと

いうことで、もちろん協議しておりますし、そのような方向で財政課との協議をしようかなと考えて

おります。 
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【三浦委員】 

 これ、この事業をこれに載せる、でまあ、この事業をこれに載る場合は、まあもう議会に図られる

わけだから、ある意味実際そうですね、そういう意味ですね。と、いうとまあ自分なりにそんなの考

えているんだけど、そうしてこの例えば前回ちょっと意見として話したつもりなんですが、この事業

の中で例えば、この事業よりもこっちの事業を先に進めるだとか、そういう意見というか、我々この

地域協議会というのは、そういうのないからただ意見として申し上げるだけ、まあそういうのも結局

まあ網羅された中でのこの計画ができるものなのか、ただ、他意ないけどこの計画がすっとこれに載

っかって協議されるのかね、例えばいま、さっきあの課長が言ったように６月にもう一度これに載っ

けるための審議、するんですか？ 

【支所：佐々木課長】 

 ６月の協議会で事業の登載する事業についてある程度決まってきますので、それを皆様にお示しで

きるかと思います。それで、その登載する事業がある程度絞り込まれた中で、それをこの計画の中に

織り込んでいくというようなことになるかと思います。先ほど三浦委員の方から登載した事業すべて

載って行くのか、実際できるのか、という話がありましたけれども、前回の過疎計画でもですね、や

はり財政状況の変化だとか色々な部分で５年間のあげた事業がすべて実施されたということは、まず

無いんですね。冒頭に私言わせていただきましたけど、まずあげる、もう載せていただくものはこち

らの方から載せて下さいということを言ってると、で関係部局のほうで調整されますけども、基本的

には方針といいますかね、具体的な事業がいつ実施いつ実施と入れていくんですけども、実際問題そ

の年度ですべてが進んでいくとは考えていないんです。で、基本方針を踏まえて浜益にとって大事な

ものを載せていくんだと、これについては載るからにはですね、事業を実施していただくと、それは

やっぱり強く要望していきたいというふうには考えております。 

【神田会長】 

 あれでしょ、これは文書で、そして今度は事業計画かい、それから年度ごとの、前だったら前期、

後期みたいにして、年度の貼り付けもしていくんでしょ。ね。 

【支所：小島主査】 

はい。今回の計画は２２年度、今年度から２７年度までの６年間の計画なんですけれども、当然そ

の年度ごとの事業計画というのも策定します。実際、財政再建計画が２３年度まで計画で、起債の借

入額を圧縮するという市の方針がありまして、実際のところ高額な起債の分については２４年度以降

という財政サイドの考え方もありますので。 

ですが２４年度から２７年度までに向けてそうのような過疎債を借りることができるような年度の

事業計画も策定することになります。 

【神田会長】 

ほかにありませんか？ 

【芦澤委員】 

 その計画策定の考え方に対する市の方向性というのがありますね、それで長期的な視点の中にその

基幹産業、一次産業が入ってますけども、逆にこれらの産業というのは、短期的な視点で取り組んで

いくべき、その浜益区の情勢でないのかなというふうに感じますけどね。 

ですからやはりあの中身、市町村計画の中身やっぱり第１次産業の逆にそういう考え方でいくとこ

の部分というのはもう短期的に取り組んでいくという視点に立って、そういう考え方で方向性を持っ

た方がいいんではないかと、私はそういう気がいたします。それと同時に市町村計画がいま具体的に、

文書表現されているなかでですね、例えばこのいまの市町村計画をとらえて、新たに事業計画こんな

事業計画も、まあ事業計画で必要じゃないかってもの、出てきた場合にはそれらの計画っていうのは、

いま協議している中身に盛り込れる可能性ってあるんですか？ 

【支所：佐々木課長】 

 芦澤委員が言われたように、計画書を作りました、事業年度にも乗ってきます、でこっちよりこの

事業新たにやりたいと、いった場合には過疎債を使うことはまずできないと思いますね。 

【芦澤委員】 

 いま協議している事業計画には登載にならないんですね？例えば地域協議会のなかで話しだしても。 

【支所：佐々木課長】 

 今回と、来月の協議会の中で出していただいて、修正等を載せると…。 
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実はこの資料今日届いてるんですよ、私共の方にですね。事前に配布して皆さんに目を通していた

だきたいと思っていたんですけども、まあ企画課の方から今日届いて、それで事前に送付はできなか

ったんですけども。今日終わりましたらですね、文書の校正、登載事業は載せておりませんけども、

皆様方、自宅に戻られてから次回の協議会までにですね、やっぱりここはこういうもの入れようだと

か、こういう文書にしないでもっと積極的にやろうかということがありましたら、赤で修正していた

だいてですね、それを６月の協議会で持ち寄っていただいて、そのように考えています。 

【芦澤委員】 

 それらのことで、修正だとか補正だとか、こういうあの市町村計画等に合わせてね、いろんな事業

で今日考えてきたのもあるんですけども、それらを可能なのかどうなのかというのも、６月にやられ

るのであれば、まあそれで結構です。 

それからこの市町村計画の中でですね、防災計画もありますよね。３７ページ防災っていう、防災

対策、このなかでですよ、例えばあの防災無線なんかの設置のことなんかってのはこの①、②のなか

で考えられるんでしょうかね？ 

【支所：小島主査】 

 現段階で、そのうちの所管としてですけども、各家庭までの防災無線の設置というところまではち

ょっと考えていなかったんですよね。 

【芦澤委員】 

 市でなにか協議機関設置して検討しているんですよね、防災体制について。確かいつかの議会でそ

んな答弁あったって聞いているんだけど…。記憶しているんですけど。 

【支所：佐々木課長】 

 ハザードマップだとかの関係ですかね？ハザードマップの作製だとか、いつまでに防災計画を作る

んだとか。 

【神田会長】 

 それはあった。なにかのときかな、議会にいったときに事業の中にあったから、どこなのか聞いた

ら厚田がやっていたのの更新が出てた。そしたら浜益どうなるんだって聞いたら、とにかく全戸配布

のは考えていないと…。本庁の危機管理で…。地域の要点なところにスピーカー方式で…。それは考

えたいというようなことは言ってたけど…前はね。 

【芦澤委員】 

 各自治会あたりでも話するたびに、いち早く非難させるためにはやはり必要ではないかという話に

なっているんですよね。 

【支所：渡邉支所長】 

  前回の過疎計画の積み残しの部分は全部拾い上げるようにして、この事業を果たしたものは落として

ますけど…。 

【芦澤委員】 

  いや、またそれは次回の協議会のなかで…。 

【神田会長】 

 実施計画は、事業計画はもう本庁の方に上がっているんでしょ。そしてそれが調整つかないからま

だ示せないだけで…。 

いま芦澤委員が言った防災無線、各戸に配置する防災無線の計画そのものは事務局の段階であげて

ないってことでしょ。 

【支所：小島主査】 

 前回の事業計画の中でですね、浜益区の防災行政無線施設整備事業というのがありました。１９年

度予定の１億２千万という事業費で載っていたんですが、今回ですね私共で集約した時についてはそ

れは載っていなかったんですね。 

【支所：渡邉支所長】 

 早急に原課の方で話し合いさせて…。 

【芦澤委員】 

 だからそういう部分をさ、もし落ちているんであれば盛り込んでいけるかどうかさ。 

【支所：渡邉支所長】 

 その落とした理由がきちんとあればいいんだけどね… 
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【三浦委員】 

 だからこの４月にやったその市町村計画、事業計画がね、これをすんなり持っていくのか、例えば

そのいろいろねこっちの方よりも、こっちが先、この事業がなくても良いんではないかというような

意見を６月にやってそれをある程度集約されるものかどうか、まあ芦澤さんのした質問の中にもある

けど、網羅されるべきものは、網羅するというような回答だったから、よしそれじゃあ解ったと、そ

の６月の時にもう一度ね、計画をね白紙にしろというわけじゃないんだけど、ある程度これよりもこ

っちの方が先でないかとか、いま芦澤委員が言ってるようにその無線をあげるべきでないかとか。ま

あ、高校の通学のためにまた、別なものが考えられる網羅されるのではないのかな。それがあったか

ら、いま質問したんだけど６月にそういう計画が網羅されるってことであれば…。 

【神田会長】 

 芦澤委員、石狩市の議会の議決事項はこれだけだよね？そして後の事業実施計画というのはこれの

参考資料だけであって、それだから道にまでは出て行ってないはずだよね、事業の実施計画は。 

【芦澤委員】 

 いや、協議では上がっていくんだよね。 

【神田会長】 

 上がって行ったかい？それでローリングは簡単に…議決事項の中で災害の予防とか災害時の体制づ

くりという１項目あって、それに関連する事業であれば今度は削ったり追加したりするのは容易であ

ったよね。そして毎年ローリングして本来２２年度にやるものを２３年度以降に先送りして、２４年

度以降のものを緊急性あるから２２年度にあげたり、そういうローリングはなにも文言だけ議決され

てればあとの実施計画は柔軟にローリングできたはずだよね。 

【芦澤委員】 

 重要変更となるようなものは、協議必要だけど軽微なものは…。 

【三浦委員】 

 だけど事業内容ってものがあるから、これに乗っからないものは…。 

【支所：佐々木課長】 

 本庁、総務部の防災のほうと明日確認いたしまして、前回載っているものですからまた載せるよう

な格好で、できるかできないか確認させていただきたいと思います。 

【支所：小島主査】 

 ３３ページの中に事業内容が入って行くんですけれども、５の電気通信施設等情報化のための施設

というのがあるんですけども、事業実施するのであればここに防災無線というように載っているんで

すよ。 

【三浦委員】 

 いや、そういうようなね、いま芦澤委員がいうような、この電気通信の中に防災無線が入れば、入

ればいいんだ。 

だからこの中にもあるかいって、４月の計画にもないし、だからこんどの６月に協議された中で、

そういうものがね、そっち事業よりこっちが先でないかというのがあれば、そこに入るものなのか。 

【神田会長】 

 いや、本庁の方にそれを入れてくれということで前回あげてなければ、もうこの中には上がってこ

ない、いま協議中とのことだから、協議するものの中に入ってなかったらどうにもならないってこと。 

【芦澤委員】 

 いや、結局ね、関連して３１ページのね、③のその文言自体が結局なんも入っていない。 

【神田会長】 

 それともうひとつ、観光かなんかの中に合併時の時に道の駅構想あったんだけど、あの道の駅は今

回過疎計画の中に載せてあるの？ 

【支所：小島主査】 

２７ページの観光の部分で①観光資源、施設の整備という欄ですね。 

【田中委員】 

私らね、浜の人達からよく聞かれるんだよね、こう緊急にね、津波とかきたら私ら年取ってるから

頼むね、頼むねって。 

頼まれてもいったい私らどうしたらいいんだか…。車で乗せていっても車だって混雑するだろうし
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…。 

【神田会長】 

それで、地震が起きたらすぐ津波来るってわけでないけど、そういうあれで、あのそのもう気象庁

からなにからのほうで、いま石狩沖で地震発生しました、それで浜益区の方には何分後、大体何時何

分に第１波がくる予定ということですぐ今度あの消防の、本庁の方からもかい、全部連絡入るの？ 

【支所：佐々木課長】 

市役所の中にも道の防災無線ありますから…それで津波警報とかここには来るんですよね。ただ、

いま言われているように各戸に連絡する手段がないんですね。 

【神田会長】 

それで、本庁の方で前に考えてあったのは、各地域のところに屋外スピーカーで放送するようなこ

とは考えますというようなことだけで、全戸の配置は考えてないっていうあれだったのね。 

【田中委員】 

父さん方はね、前の奥尻の時はすぐ船で港から出たさ。残ったのは年寄りと私らが陸に残るわけさ、

どうしたらいいか解らなかったのね。 

【神田会長】 

ただ、いまの段階では、何時頃津波到着見込みですから高い所へ避難してくださいということで、

避難は自発的ということで、あとそれに対応するには各自治会でやっぱり弱者に対する手伝いの方法

とか各自治会である程度練っておかなければならないんだよね。幌であれば我々自治会でも話するん

だけど、高台ばかりだからあとはただ川あるところだけに連絡して、そして生活館に…前にも川水出

た時は１区、２区の人達はワゴン車で地域の人達で避難したということはあるけれども。 

【白井委員】 

高校になってるの？うちのほうで？ 

【二本柳委員】 

結局、浜益の場合ね、川下はどこに行きなさい、浜益はどこに行きなさいというの何にも載ってな

いわけですよね。それがまず１番問題なんじゃないですかね。 

【神田会長】 

浜益でもあるはず。 

【二本柳委員】 

けど周知がされてないのでは？ 

【神田会長】 

きちっとマップ作ってある。 

その他に何かありませんか？ 

【岸本副会長】 

数字でちょっと質問が。２４ページ観光入込客数が増えてるんですけど…今日ちょっと石狩の観光

協会の総会に行ってきまして、皆様ご存じのとおり去年は海水浴が全然だめで、海水浴客の数字とし

ては４５％減の数字が出たんですけど、それでもなおかつ入込客数が増えてるということは海水浴客

以外の客が増えたという理解なのか、それともデータの取り方が違うのか？ 

【支所：小島主査】 

これは石狩振興局から入手している資料なんですけども、当然市の方から石狩振興局の方に報告し

ているもので、このデータを作っていると思うんですが、この入込客数、厚田と浜益一緒のデータで

して、海水浴客の推計とはちょっと微妙に違うんじゃないのかなと気はしているんですけどれも、ち

ょっとこれについては、詳細確認します。 

【佐々木委員】 

ついでにちょっと、これどうして厚田と浜益一括りなんでしょうかね。非常に分かりづらいですね。 

【支所：小島主査】 

前回の過疎計画は、合併前の旧厚田村、旧浜益村でそれぞれ作っていた過疎計画を単純にくっつけ

てひとつの計画にしたものなんですが、合併後の過疎指定が厚田区、浜益区という過疎地域を含む市

町村という扱いで石狩市が過疎地域の指定となっています。その過疎地域の厚田区・浜益区というの

がいわゆるひとつという括りになるんですね、ですから計画上その厚田・浜益を分けることができな

くて、過疎地域はここだよという括りでの計画となっています。確かに言われるように分かりづらい
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計画になっているんですが、そのような理由でひとつとなってます。 

【神田会長】 

実施計画でもあれでしょ、そしたらまあこれ見ればわかるけども、石狩市の過疎計画だからその中

で厚田区・浜益区は該当するから、とにかく浜益独自で作るやつじゃないからこういうような形にな

ると思うんだけども、実施計画の金額なんかもここへ入ってくるのは両方合わさった金額で入るんで

しょ。２８ページとか何ページに計画あるでしょ、産業の振興、基盤整備で農業・林業・水産業、事

業内容ということで。 

【支所：小島主査】 

例えば、２８ページの計画というのがあって、農業の基盤整備、例えば浜益区のどこどこの計画が

あってその事業費はいくらです、厚田区の農業の計画についてはどこですとこう別けて、それは分け

て。 

【神田会長】 

分けてても、これは全体的に両区のやつが一本に入ってくるんでしょ？ 

【支所：小島主査】 

そういうことですね。 

【芦澤委員】 

さきほど、課長説明した１７ページ、自立促進基本方針なんですけど編みかけなんですけどね、そ

れで後半の「今後におきましても」ってところからなんですけど、これらの中身、ちょっと再考する

必要があるなと。 

やはりあの、厚田も浜益そうなんですけども農林水産業だとか商工観光だとかね、これらを力を入

れていくような、まあ逆に「今後におきましても」というよりも、「今後にあっては」っていうよう

なことでこの方針がこう表現されるほうが、自立促進のための基本的な方針になるのかなって感じが

するんですよね。ですからもう尐し具体的にというか、何というか一点どり的な表現、そういうよう

な感じが受けらさるんで、もう尐しちょっと再考する必要があるんじゃないかなと印象を受けてます

けど。いままでは今までとして、やはりこれからということに視点をおいて今後の方針を決めていか

なければならないですよね。やはりいままでと大きく合併して変わってるしね。 

【支所：渡邉支所長】 

ようするに、文言を強く表現するというか、打ち出していくというか、そういうことなんだね。細

部を謳うってことでなくて、基本方針ですから。いま一層強い文言で表現する方向で…今日はそうい

うようなことをどしどし意見を出してということで本庁の方からも言われてますので。 

【神田会長】 

原案の表現では弱い感じがするので、より一層強い言い回しで表わしてもらうということで…。 

他にありませんでしょうか。 

【支所：渡邉支所長】 

まだ、若干修正をかけながら６月に再度、案として示す形となりますんでそのときまで考えていた

だいて…事業の方は気がついた時点で早めに言っていただければ早急に調整していきたいと思います

ので。 

【神田会長】 

なにか他にありませんか？ 

【芦澤委員】 

直接ですね、この計画と関係ないんですけども、事業に関係出てくるものですからちょっと聞きた

いんですけど、漁業振興計画を策定するということで、２年前ぐらいですか着手するということで、

その進捗状況というのはどうなっているんでしょうか？ 

【支所：渡邉支所長】 

昨年の段階で、会議の方は２回程あったんですけども、まだ資料を取りまとめして現況というかそ

の辺だけで、こういう問題があって、どうしていくんだという部分は、これからですね。 

【芦澤委員】 

結局これに盛り込むね、事業計画にも絡んでくる部分もあるのかなと思って。 

【支所：渡邉支所長】 

ですから、整合性も…逆に水産の方の計画の方に盛り込んで行くようになる形にはなると思うんで
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すけどね。まだ進捗状況は半分まで行ってないですね。３割ぐらい。 

【神田会長】 

そしたら、間に合うのこれに？ 

【支所：渡邉支所長】 

いや、これはこれとして、水産の方は水産の方で…。 

【神田会長】 

これに入れること出来るの？ 

【支所：渡邉支所長】 

本来は整合性がとれればいいんですけど、ですから過疎計画の方はできるだけ広めに網羅してもら

ってことで…。 

本来は総合計画とリンクしたというのが一番理想的なんですけども、議員のなかでもそういう考え

の方もいますけども、企画サイドの説明としてはそれはそれとして、できるだけ精度を高めながらも

広めに過疎計画の方は盛り込んでいきたいというような答弁をしています。 

【神田会長】 

そのほかありませんか？だいぶ事務局で予定している時間も近づいてきました。なければこれで今

日の会議閉じてよろしいですか？ 

それでは、本日予定しておりました案件についてはすべて終了いたしました。ありがとうございま

した。 

続きまして事務局から報告があります。 

 

５ そ の 他 

【支所：小島主査】 

それでは、お手元に参考資料ということでふれあいタウンミーティング２０１０の開催要項をお配

りしてございます。日程ですが、来月６月２４日が厚田会場、２９日が花川会場、６月３０日が浜益

会場ということで、浜益コミセンきらりで行うこととなってございます。地域協議会委員の皆様には

後ほど個別にご案内が行くかと思いますが、実は今年浜益区分の事例発表、テーマをですね、今年度

予定しております地域交流施設運営実証事業をやっていただけないかということで、本庁の秘書広報

課のほうから打診がありまして、現在私共地域振興課の立場として今回のカフェ・ガルのオープンに

むけて過去およそ２年間進めてきたことについて、およそ１０分間発表する予定でいま内容を精査中

でございます。当日につきましては委員の皆様についてはぜひともご参加していただきたいと、いう

のも合わせましてですね、説明するメンバーにも何らかの形でご協力いただきたいなと考えておりま

す。今後改めてお願いに伺いたいと思っておりますのでその節はよろしくどうぞお願いいたします。

 続きまして前回の地域協議会の時に、札幌学院大学の川西教授をお招きして講演をいただいたんで

すが、そのときに次回２回目は皆さんでワークショップをしましょうと、その日程についてですね、

こちらのタウンミーティングのほうの日程と次回の地域協議会の日程との兼ね合いもございまして、

７月の上旬を考えてございます。先生のご都合も聞いてですね、事務局案ですが、７月の７日水曜日

の夜ということで考えておりますが、皆様のご都合はいかがでしょうか。もしよろしければ、そこで

先生のほうと日程調整させていただきたいというように考えております。 

【神田会長】 

これは地域協議会？ 

【支所：小島主査】 

基本的には、地域協議会のメンバー及び一般の方々にもお声掛けいたしますけども。 

【支所：渡邉支所長】 

ワークショップだけ独自にやるってことでしょ。 

【支所：小島主査】 

ワークショップだけ独自に開催というように考えてございます。後ほど地域協議会の日程は調整す

るんですが６月の末に次回の地域協議会を予定しております。ということでよろしいでしょうか？ 

【神田会長】 

どうですか皆さん、よろしいですか。それでは７月７日、１８時半、きらりですね。 

次に事務局から次期協議会の日程について、提案があります。 
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【支所：小島主査】 

次回の地域協議会ですが、事務局案ですが、６月の２３日水曜日を考えているんですが、いかがで

しょうか？ 

【神田会長】 

どうですか、よろしいですか。 

【全員】 

はい 

 

６ 閉 会 

【神田会長】 

それでは、時期開催は６月２３日水曜日、午後６時半からです。 

以上をもちまして第２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 ６ 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 

 

 


