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平成２１年度第６回石狩市浜益区地域協議会議事録

日 時：平成２１年１１月１８日（水） １８：００～２０：３０

場 所：浜益支所 ２階庁議室

資 料：会議次第

資料１：はまます井戸端倶楽部連携会議について［報告］

資料２：旧適沢コミュニティセンター有効活用に係る事業計画案

資料３：石狩市浜益地域づくり基金条例

資料４：地域づくり基金の使途について

資料５：地域自治区振興補助金要綱

資料６：石狩市補助金等交付基準

資料７：地域づくり基金の使途見直し（叩き台）

資料８：平成２２年度地域自治区振興事業予算要求書集計

平成２２年度地域自治区振興事業予算調書

＝会議次第＝

１ 開 会

２ 委嘱状交付

３ あいさつ

４ 報 告

１）はまます井戸端倶楽部連携会議について

５ 議 事

１）地域づくり基金の使途見直しについて

２）平成２２年度地域振興事業について

３）その他

６ そ の 他

７ 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 赤間 聖司

副会長 岸本 教範 ○ （支所）地域振興課長 渡邉 隆之

委 員 笹 賢一 ○ （支所）管理課長 佐々木政人

委 員 田中 富子 ○ （支所）市民生活課長 古川 和志

委 員 大久保満彦 ○ （支所）保健福祉担当課長、はまます保育園長、
木村 新吾

委 員 二本柳辰男 ○ 浜益国民健康保険診療所庶務課長

委 員 渡邊真奈美 （教育委員会）浜益生涯学習課長 新井 春生

委 員 渡邉 千秋 （支所）地域振興課地域振興担当主査 小島 工

委 員 白井かの子 ○ （支所）地域振興課地域振興担当主任 藤巻 誠一

委 員 芦澤 肇 ○ （支所）地域振興課産業振興担当主査 袴田 実

委 員 三浦 信悦 ○ （支所）地域振興課産業振興担当主査 宮原 和智

委 員 佐々木茂雄 ○ （支所）市民生活課市民生活担当主査 笹 富雄

委 員 寺山 広司 ○

傍聴人：０人

１及び２ 開会・委嘱状交付

【支所：渡邉課長】

皆様、本日は大変お忙しいところを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
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りましたので、只今から平成２１年度第６回浜益区地域協議会を開催いたします。本日は、渡邉千秋

、 、 。 、委員 渡邊真奈美委員におかれましては 所用のため欠席する旨の連絡をいただいております また

北石狩農業協同組合より推薦の久慈委員が都合により辞職され、替わりに笹委員が１１月１日付けで

就任されておりますので、ご報告いたします。なお、笹委員におかれましては、他の会議と重なりま

して３０分ほど遅れる旨の連絡をいただいておりますので、ご報告申し上げます。

引き続き会議を進めさせていただきます。本会議は協議会協議書第９条第２項の規定に基づきまし

て、出席委員が過半数に達しておりますので、会議が成立していることをご報告申し上げます。本日

の協議会終了時間ですが、色々な協議事項が盛り沢山ございますので、概ね午後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。

３ あいさつ

【神田会長】

一言ご挨拶を申し上げます。お晩でございます。皆様方には何かとお忙しい中、協議会にご出席い

ただきまして、ありがとうございます。また、今回から初めての試みとして、夜間に開催することと

なりました。何かと本当に日中お忙しい中、また夜間の会議にお集まりいただきまして、本当に色々

とご苦労をお掛けすると思います。また、第３期目の新しいメンバーで出発することになりますけれ

、 。 、 、ども 一つよろしくお願いいたしたいと思います 今日は 事務局の方でも申しておりますけれども

何か色々と議題も混んでおります様で、大体２時間の時間を予定しているそうです。一つ忌憚のない

意見を出し合って、有意義な会議にしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

【支所：渡邉課長】

ありがとうございました。続きまして、赤間支所長よりご挨拶をお願いいたします。

【支所：赤間支所長】

皆さん、お晩でございます。委員の皆さまにおかれましては、日中お仕事でお疲れの中、お集まり

いただきましてありがとうございます。

前回は事前会議の中で、地域自治区、地域協議会の概要等について説明させていただき、また田岡

市長との意見交換を交えて会議を終了したところでございます。委員皆様それぞれ仕事と多くの役職

をもっている方ばかりであり、さらにご苦労とご負担をお掛けすることになりますが、よろしくお願

いいたします。

、 、 、 、合併して４年経過し 今後 市民参加が更に進み 協働社会の実現がより強く求められてくる中で

支所や地域協議会に対する区民の期待もますます大きくなってきております。少子高齢化が急速に進

む中ではありますが、活発な議論の中から、将来につながる事業の立ち上げを、強く念願するところ

であります。

先般、石狩市の平成２２年度重点施策に関する基本方針と、平成２２年度予算編成方針が示されま

した。財政再建計画に基づくこれまでの改革努力の持続と確実な実行を基本に、市民生活や地域経済

・活力にもたらす悪影響を最小限に止めるよう緊急かつ積極的に取り組むべき政策課題については、

スピード感をもって対処し、限られた財源を戦略的・集中的に投入するメリハリのある予算編成を行

なうこととしております。支所においても、新年度予算を今取りまとめている最中であります。浜益

区から市の先導的な事業が予算化され、実行されることを目指して委員の皆さんと共に議論してまい

りたいと考えているところでございます。

今日は、新年度に向けた地域づくり基金の使途についての見直しや地域自治区振興事業について、

協議していただくこととなっております。どうぞよろしくお願いいたします。

前回、第一回目の会議に公務のため出席できませんでした佐々木管理課長をご紹介いたします。本

年４月１日付けで本庁農業委員会事務局次長から浜益支所管理課長に発令となっております。

【支所：佐々木課長】

４月１日でまいりました佐々木です。どうぞよろしくお願いいたします。

４及び５ 報告・議事

【支所：渡邉課長】

それでは、これよりの議事進行について、神田会長の方に議長をお願いしたいと思います。

【神田会長】
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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。始めに、はまま

す井戸端倶楽部連携会議について、事務局より報告願います。

【支所：小島主査】

それでは私の方から、はまます井戸端倶楽部連携会議についての報告をさせていただきます。お手

元に配付の資料１と２に沿って報告させていただきます。今回第３期目から新たに地域協議会委員に

なられた方々もいらっしゃると思いますが、ずっと継続して旧適沢コミュニティセンターの有効活用

ということで、区内の産業団体からなる方々に集まりいただいて、はまます井戸端倶楽部という団体

を立ち上げておりまして、その中で区内の遊休施設の有効活用ということで、平成２０年３月末で廃

止になりました旧適沢コミュニティセンターの有効活用策についての協議を進めてまいりました。そ

の中で井戸端倶楽部に所属する女性有志グループの方々が、塾を活用したいということで協議を続け

てきて、その結果、別紙２の方になりますけれども、旧適沢コミュニティセンターの有効活用に係る

事業計画案ということで取りまとめまして、昨日、井戸端倶楽部を開催いたしまして、その中で計画

案について報告、提案されております。この事業計画案について、ちょっと簡単に事業の背景もある

のですが、私の方からご説明させていただきます。

まず、その女性グループなのですが、実は、お集まりいただいて、現在メンバーが８名いらっしゃ

るのですけれども、団体の名前ということで、この表紙の方にも書いてあります”ふるさと倶楽部ガ

ル”という名前に決定しております ”ガル”というのは、英語でカモメを意味しているそうで、コ。

ミセンの施設自体がカモメをイメージした様な施設になっているということから、この様な名前にな

ったということでございます。

ページを捲っていただいて、２ページ目、３ページ目なのですけれども、中段ほど以下に事業の概

要ということで書いておりますけれども、事業の概要ですが、浜益の食材を活かした軽食・喫茶コー

、 、 、 、 。 、ナーの運営 それから 地元特産品 加工品等の直売 浜益の食材のＰＲということです それから

区内サークル活動作品の展示、販売、それから、これは当初の検討の中では出て来ていなかったので

すが、高齢者、独居老人を対象とした配食サービスの実施。土、日、祝日の対象ということです。そ

れと、観光情報の発信、観光案内所の利用ということです。この食材を活かした軽食、喫茶コーナー

の運営と、それから、直売の方は勿論なのですけれども、この高齢者を対象とした配食サービスとい

うのは、現在、市の社会福祉協議会の方で平日に実施しております。ですが、土、日、祝日について

は、その事業は実施していないものですから、今、区内の方、高齢者の方々で約２０件ほどの利用が

あるのですけれども、色々なお話を聞きますと、土、日、祝日もサービスを望む声があるということ

で、この様な配食サービスということを計画しております。メニューについては、３ページのとおり

なのですが、開設時期なのですけれども、浜益という地域の特殊性や施設の建っている立地条件、な

かなか冬場の集客というのは厳しいということで、４月から９月の営業としますが、初年度は色々と

開設準備がございますので、翌年は６月の試験営業を目指すと。一応、平成２３年度、２４年度につ

きましては、４月から９月までの営業を予定しております。また、営業日につきましては、収益面を

考慮しまして、毎週金、土、日、それと祝日のみの営業を計画しております。営業時間については、

午前１１時から午後６時なのですが、夏の日の長い時間等によっては、季節によって変動があるとい

うことでございます。

それで、皆様のお手元にはお配りしておりませんが、これに伴って、収支計画書というものも作成

しまして、昨日、その内容についてご説明しているのですが、当初、生涯学習施設として建設された

施設で、かなり規模的にも大きいということもありまして、トイレは合併浄化槽で、水道も太い口径

２５㎜なのですけれども、開設するだけでかなりの経費が掛かるということは、当初から予想されて

おります。それで、年間、初年度に係る維持経費については、おおよそ６４万円程度という見込みで

ございます。６月から９月で。次年度以降につきましても、施設の維持管理で、電気、水道、電話等

々、浄化槽の設備点検ですとか、消防設備点検ですとか、というところが大きいところがあるのです

が、勿論、施設の使用料というのもちょっと当初、支出として算定しているのですが、試算ですが、

月額６万２，５００円程度掛かるということで、かなりこれが大きい負担になるのですが、次年度以

降につきましては、８４万円程度の維持管理費、２３年度、２４年度共にで。それで、販売の収支予

想も立てまして、３年間の収支予想というものを一応、立てているのですが。それと、人件費で、い

わゆる実際に運営される方々の運営費については、正式な人件費ということではなくて、運営される

皆様、ボランティアでというお気持ちがかなりあるのですが、最初から最後までボランティアで、い
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わゆる何も出ないということであれば、決して長くは続かないというふうに考えておりますので、１

日４、５時間程度のお一人出た場合に一人あたり交通費相当代として、人件費は１日１，０００円、

一人１，０００円で積算しております。そのほかに配食サービスということで、自家用車を使って配

達というかお届けをするということになるのですけれども、それについても、いわゆるガソリン代相

当分ということで、１回当たり１，０００円ということで積算しても、初年度は、ちょっと必要備品

を揃えていることから、初年度については、マイナス４０万円程度。２年目以降につきましては、お

よそ１０万円程度の経常利益ではないですけれども、黒字になるのですが、ちょっとかなり維持管理

費について、負担が大きいということがありまして、現在、私共の方で考えているのは、その維持管

理費に対する補助を市の補助基準からいうと最高半分なのですけれども、それについて、地域振興基

金を充当出来ないかということで、これについては、また地域振興事業のところで詳しくご説明いた

しますが、補助を充当することによって、若干運営メンバーの負担を軽減出来るのではないかなと。

仮に補助を３年間継続して維持管理費の半分を支出したと仮定して、初年度は約１０万円くらいのマ

イナスなのですが、２年目、３年目につきましては、５０万円程度ずつの収支予想が、このとおりに

いけばなのですが、５０万円程度の経常利益といいますか、これは人件費相当額というのは、かなり

低く抑えているところもあるのですけれども、かなり運営的には、収支的には、かなり厳しいという

ふうには考えていますが、メンバーの方々で実際に施設を運営して、ボランティアでもやってみると

いう様な意気込みですので、これについては、市というか支所としても、私共としても出来る限りの

バックアップはしたいなというふうに考えております。

この以上の事業計画案と収支計画案を井戸端倶楽部の方に報告して、今後は、その”ふるさと倶楽

部ガル”の方が主体となって、これから来年の６月の執行に向けて、これから進めていくのですけれ

ども、井戸端倶楽部につきましては、旧適沢コミセンの有効活用については、一段落を着けて、今後

は新たな区の活性化策について、別な視点から取り組んでいくことを確認して、昨日の井戸端倶楽部

を終了しました。

説明については、以上でございます。

【神田会長】

只今、はまます井戸端倶楽部連携会議について、事務局より報告がありましたが、何かご質問が

ございましたらお受けします。何かございますか？

【芦澤委員】

、 、この中で 将来において改修が必要と思われる箇所という様なことを書かれているのですけれども

あそこの駐車スペース、建物の前の駐車スペース、非常に狭い様な気がして、ちょうど真ん中に松を

植えていますよね。あれらを取ってしまった方が、かなりスペース的には、駐車スペースがかなり確

保されるのではないかという気がするのです。それと、浜益方面から行くと国道の法面というのです

か、あれが視界に入って建物があまり見えないのです。だから、あれらの法面を開発局で何か事業を

やる時に法面を少し削ってもらうだとか、そうしたら施設そのものが車で走りながらでもかなり見え

。 。てくるのかなと そういうことによって建物も道路の方から引き立つのかなという気がするのですが

【支所：赤間支所長】

国道の関係、法面の改修、あれを仮にレベルを下げると、今の浄水場の頂上、群別の下りるあれか

らずっと勾配を直してこなければ、まず不可能だということなのです。そうなると１億、２億の世界

で、国としてはです。それで、その話は当初からしていたのですけれども、それは、まず難しいと、

国でやるのは。それから勾配を付けてこなければ、あの法面の改修は出来ないということで、あれが

皮肉の策で、あれが限界なのです。それから駐車場も前から取り払うという、その話はあるのですけ

れども、ここにあるのは、一応、将来必要と思われるのですけれども、それも一応、この中には出て

いませんけれども、それは井戸場会議の中でも、取り払った方がいいのではという話は出ていますの

で、それは今後の中でやっていく段階で、それらも改修していくという様な、そういう方向で今、考

えております。

【神田会長】

この施設の使用料については、免除という関係、これは見通しはどうなの？

【支所：渡邉課長】

内部的に協議したのですけれども、管財の方の担当としては、１００％ということにはならないだ

ろうと。営業活動を伴いますので。それは公共的な活動部分もあるのですけれども、それらを考え合
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わせても１００％ということにはならないという話になりましたので、こちらの事務局としては、そ

れらの経費を併せた中で２分の１補助という形で、払うものは払って、助成してもらうものは助成し

てもらうという形で考えております。ですから、実質半分という様なことで。後、利用期間も今、小

島主査が説明しましたとおり、来年は４ヶ月、再来年からは半年間の使用期間ということで。ですか

ら、丸々１２ヶ月掛かるのではなくて、半年分の更に２分の１の要求ということで考えています。

【神田会長】

ほかにありませんか？

【三浦委員】

旧ふるさと塾を運営するのは、前に協働事業というものがあったじゃないですか。あれには該当す

るのですか？

【支所：赤間支所長】

協働事業というのは、区民との協働。それではなくて、あくまでも一つの団体として、いわゆる補

助を仰いで運営するということで。だから、いわゆる役割分担をするのではなくて。斎場の場合は、

原材料を提供して、資材を提供して、区民と協働の作業ということで協働事業なのです。今回のは、

あくまでも一つの団体として事業を運営すると。それに対して行政も赤字が出てリスクを少しでも軽

減するために助成をしていきたいという様なことです。

【三浦委員】

それは、協働事業でなのではなくて、運営は単独の事業でやる訳だ？

【支所：赤間支所長】

そうです。

【三浦委員】

それは今、色々と計画を立てているけれど、その収支計画とか、何かそういうものは出来上がって

いるの？

【支所：小島主査】

今、皆様にはお配りしておりませんけれども、昨日の段階で井戸端には収支計画書ということで、

３年間の一応、売り上げ、営業日ですとか、営業時間ですとか、人員配置、売り上げ予想等について

の収入と収支を見込んだものというものを提示しています。

【三浦委員】

例えば、不足分は当然あるよね。不足分をこの基金の中から助成するということなの？

【支所：小島主査】

そうですね。維持管理、ざっと初年度は６４万円くらいの維持管理費が予想されて、それに対する

半分をという解釈です。

【神田会長】

井戸端倶楽部連携会議の報告は、ほかに質問がありませんか？このコミュニティの有効活用に係る

事業計画の関係については、基金条例で今度、色々と出て来ますので、助成については。ですから、

井戸端倶楽部連携会議は、事務局で報告したことについて、何か質問がありましたらお願いします。

ありませんでしょうか？

【佐々木委員】

ありません。

【神田会長】

それでは、ない様ですので、報告事項については、これで終わらせていただきます。それでは、議

事に入ります。始めに、基金の使途についての見直し案について、事務局より説明願います。

【支所：小島主査】

それでは、地域づくり基金の使途の見直しということで、まず説明するに当たって、地域づくり基

金という条例があるのですけれども、ちょっとこちらの方から順を追って説明させていただかなけれ

ば、ちょっと今回の流れが、なかなか分かりづらいところがあると思いますので、前からの委員の方

々につきましては、地域振興事業を検討していただいているので、お分かりの部分はあるかと思うの

ですけれども、現在、これまで合併後４年経ちまして、地域づくり事業、地域振興基金を活用した事

業ということで行っているのですが、１億円基金を積んでいるのですが、現在まで使われているのが

、 。６８０万円程度ということもございまして なかなか基金が有効に活用されていないのではないかと
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勿論、使途というのは、当然あるのですけれども、なかなか率直に言うと使いづらい点があるのでは

ないかということで、この基金の使途についての見直しということで、現在、本庁の企画調整課、そ

れと市長政策室等とも、ちょっと検討している最中でおります。

それで、その前段に当たって、お手元に配付の資料３、これにつきましては、石狩市浜益地域づく

り基金条例ということで、合併前に条例が出来たのですけれども、こちらについては、第１条のとこ

ろで、浜益の区域における市民の意志を反映した特色ある地域づくりを図る事業ということで、その

財源に充てるために１億円を基金として積んでいるという大前提が、まずあるのです。この市民の意

志を反映した特色ある地域づくりを図る事業について、地域振興基金を充当することが出来るという

大前提があるということをちょっと、まずご理解いただきたいと思います。

続きまして、資料４の方なのですけれども、こちらの方では、地域づくり基金の使途についてとい

うことで、ルールを定めております。今も説明いたしましたが、条例において、市民の意志を反映し

た特色のある地域づくりの財源とします、ということです。２番目には、基金の充当対象事業は、当

地域協議会の意見を聴いて決定するということで、合併の協議書で定められております。それで、地

域づくり基金というのは、どんな事業に充当出来るのかということですけれども、それは、地域自治

区振興事業で、更にそれが二つに分かれておりまして、地域協働推進事業、それと経過措置事業とい

うふうになっています。それで、経過措置事業というのは、裏の最後の方に書いてあるのですけれど

も、村の歩みの保存記録など、旧村が合併前に行うことが相当な事業ということで、旧厚田村で合併

前に村の歩みという冊子を手掛けていて、それが合併と共に中止になりそうになったので、これは、

経過措置事業ということで、地域づくり基金を活用して実施しています。ですから、実際には地域協

働推進事業ということに充てられるということなのですが、それでは地域協働推進事業とは何かとい

うことで、裏面の方の４地域協働推進事業に書いてあります。これは、次のいずれかの枠組みによる

事業であるということで、まず、アですけれども、地域自治区の住民、団体、事業者等、住民が一定

の成果を達成するために行う自主的活動に対する補助事業、これにつきましては、本年度を例に言い

、 、 、 。 、 、ますと 区民カレンダー作成事業 これは 実行委員会に対する助成です それから 林道ウォーク

こちらの実行委員会に対する助成。それと、サクランボの雨よけハウス、これは、果樹組合に対する

助成ということで実施しております。これが一つの補助事業ということです。イの方ですが、支所と

、 、 、住民等が協働して一定の成果を達成するため 明文化された役割分担に基づき市が行う事業 これは

先程ちょっと出ましたが、昨年、平成２０年に浜益斎場の緑化推進事業というのを行いました。これ

につきましては、緑化に要する資材は、市が提供する、おおよそこれは８０万円くらいだったのです

けれども、この資材については、市が提供して、その資材を利用して緑化整備、植栽ですとか、芝張

りですとか、というのを区民６９名の参加によって実施いたしました。これが、協働して行う支所と

住民が協働して、ある一定のこういう成果、こちらにつきましては、斎場周辺の環境が整備されたと

いう成果であります。これについては、直営事業ということです。こういうふうな二つのパターンが

ございます。それと、それぞれの（２）以下については、それについての助成を市が交付する妥当性

があるといったような項目や（５）番目につきましては、事業実施後に地域協議会の意見を聴いた上

で、成果の検討を行うと、こちらについては、事業の継続期間は最長３年とし、それを超えて実施す

る時には、更に成果を評価すると。区民カレンダー事業については、平成１８年度から実施いたしま

して、平成２０年度までということで、３年間実施しまして、本来であれば終了ということだったの

、 、 、 、 、ですけれども 地域協議会で総括して 継続すべき事業であるということで 本年度 ２１年度から

更に継続ということになっております。

それと、資料５の方ですけれども、これは、地域自治区振興補助金の要綱でございまして、補助金

。 。 、交付の条件等について書いております 先程のこととほぼ同じことの要綱です 補助率等については

第３条で石狩市補助金等交付基準に定めるところによる、というふうになっております。

その補助金の割合については、資料６なのですが、こちらについては、補助金については、補助基

本額の２分の１が最高ということになっております。それで、こういう様な使い道の使途があるので

すが、実際、補助事業でいいますと何か事業をやるにしても、半分は住民等、団体なり、個人なり、

その住民皆様が、事業費の半分を負担しなければいけないという決まりになっておりまして、なかな

か金額が大きくなればなるほど、その負担がかなり厳しくなってくるということになりまして、それ

が、なかなか基金をなかなか６８０万円程度になっているといった様な一つの要因にもなっているの

かなという気がしております。
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それで、資料７の方なのですけれども、こちらに地域づくり基金の使途見直し（叩き台）というも

のをご用意しているのですが、まず、条例の中で市民の意志を反映した特色ある地域づくりというこ

とで謳っておりますので、まず、基本的にこの条例のこの部分までについては、なかなか変更するこ

とが出来ないのかなというふうに、実は私共考えております。そこで、その地域づくり協働推進事業

のほかに新たに地域づくり支援事業ということで、○○区というふうに書いてあるのですが、当然基

金事業は、条例は当然、厚田区にもあるものですから、厚田、浜益、同じような見直しをしないとい

けないということがありまして、うちで言うと浜益区の特色ある地域づくりを図るため、地域協議会

が特に必要と認める政策課題の解決を目指す直営事業という項目を一つ考えております （２）以下。

、 、 、 、につきましては 地域協働推進事業と同じ内容なのですけれども 例えば 活用例なのですけれども

特色ある教育推進のための指導教諭の設置等に要する経費などに使えないかという考えです。それか

ら、特色ある地域の歴史・文化を継承するために必要となる施設整備費、それから、地域産業の担い

手確保のために必要な住宅整備等に要する費用などということが考えられます。これについては、地

域づくり支援事業、仮称ですけれども、これにつきましては、直営事業ですので、協働推進事業につ

きましては、例えば、施設の整備をする場合については、その施設は市で建てても、その維持管理費

については、住民が負担する様な仕組みにするということで謳っておりまして、こちらの地域づくり

支援事業につきましては、直営事業で仮に、もし市が整備したとしても、これに関する、要する維持

管理費につきましては、市が負担するといった様な仕組みの案でございます。ですが、当然それにつ

きましては、それを市が直営で行う妥当性があるということが求められます。それで、この様な見直

、 、しをするに当たっての背景としまして 前回の地域協議会の開催時に田岡市長がいらっしゃった時に

今現在ある施設の整備についてはどうなのかということで、芦澤委員の方からもご意見があったので

すけれども、従前の修繕、施設の修繕事業と施設の整備といったところの線引きが、かなり難しいの

ですが、やはり、どこかで線引きをしなければ、例えば、各地区にある会館等の修繕について、あれ

もこれもというふうになってきた場合に、どこで地域振興事業として妥当かというふうに判断すると

いうところが、かなり難しいかなと思っております。それで、今日は、その地域振興基金の使途の見

直しということで、実際に委員の皆様からどの様な使い道がいいのかということで、特色ある地域づ

くりのために、現在ある基金をどの様に使ったらいいのか、ということについて、ちょっとご意見を

いただきたいというふうに考えております。

終わります。

【神田会長】

事務局の方に確認しますけれども、今、議題になった関係は、資料７の５の（１）地域づくり支援

事業、これのことを入れていいかどうかを皆さんで協議してもらうということなのでしょ？この文言

を追加するということなのでしょ？

【支所：渡邉課長】

それに付随して（６）まで、これを実施するための条件といいますか、これについては、地域協働

推進事業の中でも同じ文面で謳っていますので。それより （１）がどうかということです。、

【神田会長】

追加するのが妥当かどうかを協議するということですね。

それでは、只今、事務局から地域づくり基金の使途見直し（案）について、説明がありましたが、

これからの浜益区の特色ある地域づくりの推進にあたって、指針となる重要な内容でありますので、

委員各位の忌憚のない意見をお願いいたします。何かご質問・意見等がありましたらお受けいたしま

す。何かございますか？

今まで基金の使い方が二つしか方向性が示されないで、ある程度縛りが掛かっていたものが、この

一つを追加することによって、基金の縛りがある程度緩まったというふうな受け止め方をしてもいい

のかと思いますけれども、ただ、その中で、事務局の方で先程言っておりましたけれども、それが今

度、市が直営でやるべきものも基金の方に振られてくるおそれもあるということも、なきにしもあら

ずです。ですから、この協議会でも、ある程度こういう様な縛りを緩めておいてでも、その個別な案

件が出て来た時に、この協議会で、それは市の直轄でやってもらう方がいいのではないかとか、そう

いうことで選択は出来ると思います。

【三浦委員】

今まで、例えば、ソフト面だとか、ハード面だとか、この間も色々と話をしたけれど、市長も今ま
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でソフト面もある程度やってきたけれども、これから若干ながら維持補修的なことを入れると１億円

では足りない様なことも言っていた。だから、あまり多くは出せないという意見だけれども、これか

らいけば、そういう会館の維持補修だとか、そういう面も出る訳だよね。

【神田会長】

この協議会で議題として挙げればの話です。そして、予算要求をすれば、その基金の充当を認めら

れる可能性は出てくる。ただ、一つ気をつけなければならないのは、本来であれば、そういう会館な

どは市で設置したものだから、市で補修するなりなんなり、市の一般会計で補修するべき筋合いのも

のが、ただ市の財政がちょっと厳しいから基金の方でやってくれと振られたら、１億ある基金も短年

度のうちになくなるという、そういう危険性があるから、その基金も本来、市の直轄でやるべきもの

は、やっぱり我々協議会の方でも、少し意見として、市でやるべきではないかということで、選択す

るだとか、そういうことを協議会では、間口が広がる替わりにそういう選択の慎重さも我々に求めら

れているということではないだろうか。

【支所：渡邉課長】

今度、追加しようとしている部分で、特色ある地域づくりを図るという文言が、やっぱり重要とな

ってきますので、果たして、例えば修繕だったりだとか、そういった部分が特色ある地域づくりに該

当するのかどうか、その辺も充分考えていかないといけません。ですから、これに該当する部分とし

ては、今言った様に色々な地域の産業を振興していくために必要なものを整備するだとか、そういっ

た部分にしか当てはまらないのではと考えています。

（休憩）

【芦澤委員】

基本的に地域づくり基金の特色ある地域づくりという基金の考え方から、基本的には逸脱すべきで

はないと思うのです。浜益の場合は、何と言っても第１次産業の農業、漁業の振興になるのではない

かと思うのです。ですから、やはり極力、そういうものの方に使っていくという考え方で、出来る限

り施設の補修や修繕というのは、一般の事業の方で、市の直轄でやるべきだと思います。そういうも

のを基金でやるとなると、地域協議会の中でどういうふうに線引きをして、協議して結論を出すのか

となった時に、非常に難しいのではないかと思うのです。委員方も話し合いの中で、本当にその部分

が出て、例えば一つの事業を認めた時に、ほかのところから、１３の集落がある中で、その集落から

色々と出てきた時に、それをどの様にして収拾を付けるのかといったら、難しい様な気がするので、

やっぱり、この支援づくり事業という項目を付け加えるのは賛成ですが、その中でも政策課題の解決

となっておりますけれども、その辺が充分に協議会で議論して決めていくべきではないかという考え

方なのです。

【神田会長】

だから、この文言を加えるのは、使いやすくなるのだから、これは賛成だけれども、今後、色々な

問題が出て来た時に、そういう取捨選択するのは、我々地域協議会の方できちっと選別して、そして

運営していかなければだめだということです。

ほかにありませんか？

そうしたら、この文言を付け加えるということで、賛成してよろしいですか？

【寺山委員ほか】

いいです。

【神田会長】

それでは、この文言を付け加えるということで、地域づくり基金の使途の見直しについては、この

様に決定させていただきます。

【支所：渡邉課長】

今、笹委員が見えられましたので、一言だけ自己紹介いただきます。

【笹委員】

最初の出席が遅刻ということで、大変申し訳なく思っております。私も初めてで、１億円の基金が

どの程度使って、どういう形でこれから使われていくのか、非常に個人的にも興味がありまして、浜

益地区は合併して３、４年になりますけれども、非常に雰囲気が沈滞ムードになっておりますので、
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こういう基金を活用して、活気ある区に出来ればと思っております。よろしくお願いいたします。

（休憩）

【神田会長】

次に平成２２年度地域自治区振興事業について、事務局より説明願います。

【支所：小島主査】

それでは、お手元に配付の資料８になります。具体的に現在、支所の各課におきまして、平成２２

年度の地域自治区振興事業として予算要求をして、今現在集約している事業の一覧でございます。７

本、全部であるのですけれども、これについて、順番に簡潔に今回、担当主査が出席しておりますの

で、こちらの方から、まずご説明いたします。

それで、まず一番に浜益区民コミュニティ推進事業ということで、区民カレンダー作成ということ

ですが、これは、実は私が担当ですので、簡単にご説明しますが、先程も申しましたが、平成１８年

、 、度から地域自治区振興事業として実施しておりまして ３年経って継続するのが妥当だということで

今年度もこれから作成に入るのですが、来年度につきましても地域振興事業として、同じ様に２４万

。 、 。円の予算計上をしようと思っております カレンダーにつきましては 同額ということでございます

私の方からは、まず説明を終わります。

【支所：袴田主査】

担当の地域振興課産業振興担当をしております袴田です。当事業につきましては、２１年度から地

域自治区振興補助金ということで、事業展開を進めております。浜益区の自然を活用した新しい観光

スポットと市民参加型による住民主導の観光によるまちづくりを推進するため、この事業を行ってお

ります。これまで、自治婦人会や自治会を始め、関係する１９団体のご協力、ボランティアによりま

して、順調に回を重ね、来年で通算５回目の開催となります。また、協賛につきましても法人、個人

合わせ２０を数えまして、地元企業からもご理解ご支援をいただき、地域に定着しつつある事業と成

長しております。小学生から高齢の方まで、幅広い年齢層から、毎回１５０人から２００人の参加が

あります。この内、札幌市など市外からの参加者が約６割を占めております。観光的事業にも定着し

つつある事業でもあります。アンケート結果の集計を踏まえまして、ふるさと祭りとの同時開催につ

きましては、好評という回答を受けまして、次年度につきましても、ふるさと祭りとの同時開催を進

めてまいりたいと考えております。浜益区の特徴ある事業の一つとして位置付けられ、今後も林道ウ

ォークでリフレッシュし、ふるさと祭りで食を楽しみ、浜益温泉で癒されということで、浜益を丸ご

と知っていただく事業として、いけるものと確信しております。当事業のご理解ご協力をお願いしま

すと共に、皆様のご参加をお願いして、事業説明といたします。

【支所：宮原主査】

地域振興課産業振興担当の宮原です。私から、次に果樹振興施設整備事業について、ご説明いたし

ます。資料に沿ってご説明いたしますけれども、果樹振興施設整備事業ということで、こちらは、今

年度、平成２１年度からの継続事業として、一応３カ年事業で、２１年度から２３年度までの事業と

いうことです。既に今年承認いただいているところでございます。内容といたしましては、浜益幌果

樹組合が行う、おうとう雨よけハウス整備事業費の一部に補助するというものです。補助率は２分の

１で、２分の１の補助分を地域づくり基金から充当しようとするものです。背景、効果につきまして

は、継続事業ですので、割愛させていただきますけれども、ちょっと簡単に今年度の事業実績を終了

しておりますので、ご説明いたしますと、５番に記載がありますけれども、予算が事業費でいいます

と８２３万２，０００円で、市の補助が２分の１で４１１万６，０００円、自己負担分といたしまし

て同額の４１１万６，０００円の予算のところ、実績といたしましては、概ね予算と近いのですけれ

ども、事業費ベースで７３４万５，２７３円、市の補助金といたしまして３６７万２，６３６円、自

己負担が３６７万２，６３７円ということになっております。建設棟数といたしましては５棟、延べ

床面積としては２，２５６㎡実施することが出来ました。ちなみに計画面積は１，２００㎡でしたの

で、倍まではいきませんけれども、かなり大きな面積を確保することが出来ました。理由といたしま

しては、資材費、予算の時には、かなり資材費が高騰している時期だったのですけれども、それらが

軽減したということと、複数の見積もりを取って組合として安くしたというふうなことだと聞いてお

ります。続きまして、来年度、平成２２年度の計画ですけれども、６番に記載していますとおり、整
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備費としては３９０万円、消費税込みで４０９万５，０００円。ですから、事業費としては、今年の

約半分、半額という形になっております。補助といたしましては２０４万７，０００円、自己負担と

しては２０４万８，０００円という形に計画しております。半額になっている理由というのは、特に

今回、床面積を多く出来たという部分がございますので、各農家さんの整備計画ですとかという部分

もありまして、来年の事業としては、約半分ということになっております。以上です。

続きまして、私の方から、水稲育苗兼施設野菜ハウス整備事業ということで説明いたします。これ

につきましても資料に沿って説明いたします。この事業は、来年度新規で挙げさせていただく事業で

す。一応、目的、概要、方法等につきましては、記載のとおりなのですけれども、特に浜益区の基幹

産業である水稲につきまして、水稲育苗兼施設野菜ハウスの一部に補助をすることにより、農地の集

積化並びに作業の合理化、省力化を進めると共に、施設野菜、特に今回想定しているのは、ササゲな

のですけれども、それらを導入することによって、持続可能な農業経営を目指すということです。事

業の方法につきましては、ＪＡ北石狩浜益支所さんで行うハウス整備事業の一部に補助するというこ

とです。補助率に関しましては、先程の補助事業と同様に２分の１として、後２分の１の補助分を地

域づくり基金から充当しようとするものです。背景としては、記載のとおりなのですけれども、特に

浜益の稲作というのは、皆さんがご承知のとおりと思いますけれども、低タンパクで良食味の高品質

米を生産するということで知られていますけれども、ただ、この地区は農業後継者不足ですとか、高

齢化というのが大きな課題となっております。それで、継続的に今後も行っていくために、水稲生産

体制の集積化ですとか、合理化というのが強く求められているところで、計画的に行っていくという

ことです。一方で、農業分野でも消費者ニーズの多様化が進んでおりまして、持続可能な農業経営を

目指すには、これらへの適切な対応が必要となっているところです。これらを受けて今回のハウス整

備事業ということで考えております。効果等につきましては、ご覧のとおりとなっております。規模

といたしましては、一応５番に記載のとおりなのですけれども、間口が７．２ｍ長さが５０ｍのハウ

スが１棟、間口６ｍ長さが７５ｍのものが８棟、間口５．４ｍ長さが４２ｍのものが４棟、間口５．

４ｍ長さが２０ｍのものが１棟、計１４棟の設置を予定しております。整備費につきましては、１４

棟合計で８７９万３，５４４円、消費税を込みまして９２３万３，２２１円、２分の１の助成という

ことで４６１万６，０００円を地域づくり基金から充当しようとしているところです。概算要求につ

きまして承認いただければ、予算要求するということで、是非ともお願いしたいと思います。簡単で

すが以上です。

【支所：小島主査】

それでは、私の方から地域交流施設運営事業、旧適沢コミュニティセンター利活用ということで、

新規事業として、平成２２年度から３２万円の要求額を予定している事業について、ご説明いたしま

す。地域交流施設運営事業といたしまして、平成２０年３月で廃止された旧適沢コミュニティセンタ

ーを活用しまして、浜益の食材を活かした軽食・喫茶コーナーの運営ですとか、特産品の直売、高齢

者を対象とした配食サービスの実施、観光情報発信等の事業を行うこと、そのために運営に係る維持

管理費の半額を助成。計画としては、来年度から３カ年継続を考えております。事業実施団体につき

ましては ”ふるさと倶楽部ガル”という団体が、事業実施団体となります。事業の方法、効果等に、

つきましては、お手元の資料に記載のとおりでございます。維持管理、来年度につきましては６４万

円程度見込まれておりまして、それに対する半額を補助金、自己負担は自己負担金ということになっ

ております。今後の計画ですけれども、平成２３年度、２４年度につきましては、維持管理費として

見込まれる８４万円の半額を市の方から引き続き、地域自治区振興事業として、補助ということを考

えております。以上です。

【支所：笹主査】

それでは、私の方から二つ程説明していきたいと思います。市民生活課市民生活担当の笹といいま

す。よろしくお願いいたします。まず、お手元に配られております事業予算調書、幌会館及び実田会

館の整備事業ということで、提案させていただいております。先程、新たに地域づくり支援事業とい

うことで追加いただきました。浜益区の特色ある地域づくりを図るため、地域協議会が特に必要と認

める政策課題の解決を目指す直営事業、これに該当するか否かを、今後皆さんのご意見等を拝聴しな

ければいけないと思いますが、まず、これらの二つの事業は、直営で実施いたします。内容といたし

ましては、会館前の会館と市道を繋ぐ取付道路の舗装となっております。これにつきましては、合併

以前より整備要望が挙がっておりまして、未だ実現がされていないということで、両地区の唯一のコ
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ミュニティ施設でありまして、利用頻度も高く、そしてまた、災害時の避難所としても指定されてい

る施設でもあります。実際、今の時期がそうなのですが、水たまりが出来ておりまして、非常に利用

者には、不便を掛けているという様な現状でございます。このことから、支援事業の中で救われるも

のであれば、２２年度の事業として、実施に向けて検討を図っていくところでございます。内容とい

、 、 、 、たしましては 幌会館取付道路改良舗装工事といたしまして 取付道路といたしまして 延長３９ｍ

幅員４．７ｍ、工事費につきましては２７０万９，０００円となっております。実田会館整備事業と

いたしましては、取付道路、延長７３ｍ、幅員４．７ｍ、工事費につきましては６５１万円となって

。 、 、 、おります この会館等につきましては 施設の設置等は市で行っておりまして 運営につきましては

ここには事業の方法ということで載せておりますが、地区の自治会を中心に浜益区会館運営委員会を

設置しておりまして、その中で会館運営につきまして、年度計画を立てて、進めていっているところ

でございます。これは地域の絶大なる要望ということでありまして、是非実現を図っていきたいと思

っております。以上です。

【神田会長】

只今、事務局から平成２２年度地域自治区振興事業について、説明がありましたが、この地域自治

区振興事業については、基金条例や要綱、更に今回見直ししていただく内容等に照らして妥当かどう

か、地域協議会の意見を聞いたうえで支所は本庁に対して、地域自治区振興事業として提案出来る仕

組みとなっております なお 今回提案されました事業のうち 修繕的な事業もございますので 特。 、 、 、「

色ある地域づくり」のための地域自治区振興事業として妥当かどうか、また妥当とした場合、他の修

繕にも全て活用が可能となれば、基金はあっという間になくなる危険性もありますので、他の修繕と

明確に区分出来るかどうか、といったことなどについて、十分協議していきたいと思います。

何か質問・意見等がありましたらお受けします。何かございますか？

（休憩）

【神田会長】

まず、一つずつやっていきます。コミュニティ普及推進事業のカレンダーについてはどうですか？

【寺山委員】

カレンダーと林道ウォークの両方そうなのですけれども、これ今、事業があるのでいいのですけれ

ども、４年か５年ずっとやってきています。そろそろ、その後のことを考えておいていただければ、

ありがたいなと思います。突発的になくなって、どうしようというふうにならないかと思うのです。

【支所：小島主査】

カレンダーにつきましては、３年継続しまして、その後、皆様の意見を聞いて、更に一応、３年と

いうことで考えています。いわゆる６年、つまり７年後につきましては、未定なのですけれども、や

はり、その時のために出来るだけ、ほかの財源といいますか、自己資金で賄える様な方策を考えてい

かなければならないというふうに考えています。

【寺山委員】

お願いします。

【支所：小島主査】

いいアイディアがあったら是非。

【寺山委員】

はい。

【神田会長】

まず、カレンダーは、よろしいですか？

【芦澤委員ほか】

いいです。

【神田会長】

そうしたら、これは来年度予算に挙げてもらうことに決定します。それから、次に林道ウォーク、

これについて、ご意見ありませんか？これについて感想でもいいですし、要望でも。

【三浦委員ほか】

異議なし。
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【神田会長】

それでは、これも継続ということでお願いいたします。それから、果樹振興施設の整備事業、雨よ

けハウス、これは、今年度からの継続事業になっておりますけれども、これについてご意見をお受け

いたします。

（休憩）

【神田会長】

果樹、これでよろしいですか？

【芦澤委員ほか】

異議なし。

【神田会長】

それでは、これも継続いたします。今度、新規事業といたしまして、水稲育苗兼施設野菜ハウス整

備事業、これは新規事業として挙がってきています。これについてご意見を伺います。

（休憩）

【神田会長】

水稲育苗兼施設野菜ハウス整備事業の関係で、何かご意見ありませんか？

【三浦委員】

これは、２２年度だけでなく、今後ずっと続けていくということ？２２年度で終わりなの？

【支所：宮原主査】

農協で集約した形では、来年度だけと考えています。一応、全戸に照会した上で、集約した形で出

てきた認定農業者ということで、一応、単年度と聞いております。

【支所：渡邉課長】

、 、 、 。後は 平成２２年度の実績を見ながら また次年度については 検討する余地はあるとは思います

【神田会長】

原則としては、単年度？

【支所：渡邉課長】

そうです。

【芦澤委員】

非常にいい事業だと思いますし、農協主体で進めるのですから、やはり、やり手の掘り起こしも農

協として、がっちりと取り組んでいって、中途半端にならない様な事業に、実績が出る様な取り組み

が必要ではないかと思うのです。ですから、やはり、事業主体である農協については、新たな、まだ

やりたいという人の掘り起こしも充分に、農家に指導しながら、この事業の定着をさせていくという

ことで、お願いしたいと思います。

【笹委員】

（農協の理事として）分かりました。組合の事務局、その他には、適切にそういう形で指導してま

いりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

（休憩）

【神田会長】

この育苗ハウスに関して、これはどうですか？

【芦澤委員ほか】

賛成です。

【神田会長】

それでは、これを採択いたします。次に地域交流施設運営事業、これについて、何かご質問ありま

すか？

【芦澤委員】
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まず、この計画書あるのですけれども、結局、この関係については、地域協議会から井戸端倶楽部

で検討して、井戸端倶楽部から地域協議会に検討報告書というのは、挙がってきているのですか？

【支所：小島主査】

実は今回、事業計画案ということで、資料２ということで配布しておりますものが、一応、井戸端

倶楽部というか、その井戸端倶楽部から更に中から出ました”ふるさと倶楽部ガル”からの報告とい

う位置付けです。

【芦澤委員】

分かりました。それで、基本的に今、来年度の予算調書を見ているのですけれども、来年は継続費

の２分の１補助という形なのですけれども、この事業計画書を見ると先程もあった様に、将来におい

て改修が必要と思われる箇所ということで載せていますよね。色々とね。玄関だとか、そういうとこ

ろの整備だとか、やはり、この様な事業を折角進めていこうという時に、最初のイメージが非常に施

設としては大事かなという気がするのです。それで来られる人方が来た時に非常に整備が必要なとこ

ろも整備をしていなくて、イメージが悪くて、中身が良くてもちょっとしたことで、非常に評判が良

くならないという様なことも考えられる様な気がして、折角ですから、それらの改修が必要と思われ

る箇所について、早急に整備をしようとするということを、例えば井戸端倶楽部の中で検討された中

では、あるのではないかと思うのですけれども、そういうものを２２年度の事業で早急的に整備出来

ないか、というのは、その下にある会館等の道路整備事業なんかよりも、優先的には、こちらの方が

高いのではないかと思うのです。やはり、本当に特色ある地域づくりというのには、繋がっていく事

業だと思いますし、その辺も検討出来ないかなという、そういう感じがするものですから。

（休憩）

【神田会長】

この交流施設の運営事業、これどうですか？色々皆さんの意見を聞きましたけれども、こういうこ

とで婦人の方々も進めていきたいということですので。

【寺山委員】

異議なし。

【神田会長】

これ、そうしたら、地域振興事業として採択することに異議がありませんか？

【寺山委員ほか】

はい。

【神田会長】

そうしたら、採択いたします。次に会館整備事業二つ、幌、実田会館。

（休憩）

【神田会長】

当初予定しておりました時間も１５分程、経過しております。

それで、今回提案されました、継続事業として、カレンダー製作事業、果樹振興施設整備事業、林

道ウォーク事業の３事業と、新規事業として水稲育苗兼施設野菜ハウス整備事業、地域交流施設運営

事業の２事業について、浜益区の地域自治区振興事業として提案し、また、実田会館整備事業、幌会

館整備事業については、継続審議にしたいと思いますが、いかがでしょうか？この会館整備事業につ

いては、まだまだ論議が尽くされていないと思いますので、これだけは、まだ今日、結論を出すのは

早いと思います。

（休憩）

【神田会長】

実田会館整備事業、幌会館整備事業については、継続審議とすることについて、ご異議ございませ

んか？
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【芦澤委員ほか】

異議なし。

【神田会長】

それでは、そういうことで決定いたします。

只今、５事業について、浜益区地域自治区振興事業として確認されましたので、支所から本庁に提

案するようお願いいたします。また、実田会館整備事業、幌会館整備事業については、次回、会議に

おいて引続き続き審議することといたします。

次にその他で、事務局何かございますか？

【支所：小島主査】

ありません。

（休憩）

【神田会長】

それでは、本日予定されておりました案件については全て終了いたしました。ありがとうございま

した。

６ その他

【神田会長】

続きまして、事務局から、次期協議会の開催について提案があります。

【支所：渡邉課長】

それでは、時期開催についてでありますけれども、先程、地域振興事業２事業が、継続審議という

ことでありますので、日程ですけれども、当初示しておりました１４日の週で、事務局といたしまし

ては、１２月の１６日か１７日どちらかで、時間は午後６時からということでいかがでしょうか？

（休憩）

【神田会長】

それでは、１２月１６日、水曜日、午後６時から開催したいと考えておりますが、いかがでしょう

か？

【芦澤委員ほか】

異議なし。

【神田会長】

それでは、その様に決定いたします。

７ 閉 会

【神田会長】

以上をもちまして、第６回浜益区地域協議会を閉会いたします。ご苦労様でした。
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