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平成２１年度第５回石狩市浜益区地域協議会議事録

日 時：平成２１年１０月２７日（火） １６：００～１７：５０

場 所：浜益支所 ２階庁議室

資 料：会議次第

資料１：浜益区地域協議会第２期２年間の総括について

資料２：地域協議会第３期目における検討事項

資料３：第３期浜益区地域協議会開催計画（案）

浜益区地域協議会委員名簿

＝会議次第＝

１ 開 会

２ 委嘱状交付

３ 市長あいさつ

４ 担当職員紹介

５ 委員紹介

６ 会長及び副会長の選任

７ 第２期の総括と第３期における検討事項について

８ 第３期開催計画について

９ そ の 他

10 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 ○ 市長 田岡 克介

副会長 岸本 教範 ○ （支所）支所長 赤間 聖司

委 員 久慈 貞子 （支所）地域振興課長 渡邉 隆之

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 ○ （本庁）企画経済部企画調整課長 松田 裕

委 員 三浦 信悦 ○ （本庁）企画経済部企画調整課企画調整担当主任 菅原 学

委 員 佐々木茂雄 ○

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。私、当地域協議会の事

務局を担当いたします浜益支所地域振興課長の渡邉と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

本日は委員改選後、始めての協議会でございますので、会長が選出されるまでの間、私が進行を務め

させていただきますので、よろしくお願いたします。本日、久慈委員より所用のため欠席される旨、

連絡いただいておりますので、ご報告します。大変恐縮とは思いますが、委員委嘱状については、あ

らかじめ、それぞれの席に配付をさせていただいておりますので、ご了承願います。それでは、只今

より平成２１年度第５回浜益区地域協議会を開催いたします。始めに田岡市長よりご挨拶を申し上げ
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ます。

３ 市長あいさつ

【田岡市長】

皆さん、こんにちは。お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。また、日頃

から当協議会の活躍に対して心より敬意を表したいと思います。それぞれの皆さんに辞令が新たに配

られました。思い返しますと合併して、ちょうどこの１０月で丸４年という状況になりました。

この間、様々な取り組みをする中で、当初協議会においてお約束をいたしました区長という制度を

４年間で廃止するということになっておりましたので、区長制度が廃止されて、宮田さんがお辞めに

なったという状況になりました。引き続き赤間さんが今度、支所長として地域全体の言ってみれば浜

益区の総括をするということになりますので、どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。

４年間の歩みに対する評価というものは、色々とあろうかと思いますが、市側としては、集中的に

合併後にインフラ整備というものに多くの予算を投資させていただきました。今年度に至って最後の

課題でありました水道というものにいよいよ手を着けるという状況になりまして、その間様々なイン

フラが整備をすると、それで残されているのは、実は橋が何年か掛けて直していこうということで、

橋が非常にある意味では危険な状況にあるということ、それから学校の環境がなかなか改善を要する

のではないかという状況にある中、なお、その地域の生活インフラに必要な状況が必ずしも整ってい

ないということなので、これからも市側としては、各種の予算を講じてまいりたいと、それと、この

前政権の時代に最後の置き土産となりました景気浮揚策のお金につきましては、相当の額が実は浜益

地区に集中させていただきました。それだけ地域の修繕を要する要求が大きかったということであり

ますので、ここで敢えて一つ一つづつ挙げるつもりはありませんが、かなりの課題をこの補正予算の

中で解決させていただいたというふうに思っておりますが、もとより、まだまだたくさんあるという

のは、重々分かっております。消防が本庁舎に移転するというのも、その予算の中の一つの大きな出

来事ではないかと思っております。

地域協議会、なかなか現実に成果を上げるというものは難しゅうございます。厚田の地域協議会も

ご苦労なさっております。それで、一つは地域協議会という、その市と市民の皆さんが共同体で事業

を組んでいくと、対等な会話をするという仕組みというのは、基本的にはお慣れになっていないとい

う問題もあろうかと思いますが、時代は、もう確実に動いておりまして、この補完性の原則というと

非常に難しい言葉で、何言っているのですかということになるのですが、世界の先進国の間で、この

、 。 、 、補完性の原則というルールが今 進められております それは何かというと お互いに対等であって

自分が出来ることは、まず自分がするのだという大原則をするのだということなのです。ですから簡

、 、 、単に言うと全部今まで税金によって 市ないしは旧村役場がやってきたものが その仕組みの中では

地域は成り立たなくなってきている。それは、どんどんどんどん税金を上げるということは、どんど

ん職員を増やすと可能なのかも分かりませんが、もう、そういうことは不可能な時代になってきてい

るということから、市民と一体となった協働社会を作っていこうということが、今日の日本の国の中

でも、どこに行っても地域協働社会を作るという志向をする様になってまいりました。たまたま合併

によって、その一つのものの考え方を当地域に入れた訳ですが、さて、その地域振興とか、人口減少

とか、高齢化社会にどう向かっていくかという難題に、そう簡単に答えを出るということはなかなか

あり得ないだけに、皆さん大変ご苦労なさっているのではないかと思っております。

しかし、脚光度といいますか、浜益というその存在が、明らかに飛躍的に高くなったことは間違い

ないと思います。非常に多くの観光客が入ってきたり、浜益には大変おいしいものがたくさんあるの

だという認知度は、日々高まっておりまして、この露出度の高まりは、逆に言うと潜在的にあった浜

益地区の財産というものを、宝というものを随分客観的な評価が加わってきているのではないかとい

うふうに思っておりますので、これまでの議論を大切にしながら、是非具体的な策というものを設け

て欲しいと思います。

今日、庁議と言いまして市役所の部長、支所長クラスを全部集めまして、来年度予算の予算編成方

針を決定させていただきましたが、特に敢えて、厚田、浜益の両区における合併基金、約１億円の基

金の用途につきましては、従来、地域振興に関わるお金に限定して使うということを敢えて申してお

りましたが、生活に関わることなどを含めた地域の安全安心な生活を確保するための資金に使ってい

くのもいいだろうということを来年度予算で言わせていただきました。そして、両支所長には、思っ
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たものを全部挙げてくれと、勿論予算が全部付くということはあり得ないのですが、普段考えている

ことを１回テーブルの上に挙げてみてくれないかということを挙げて、地域協議会でその辺りをお話

しをしていただきたいと、今、緊急なのは何なんだと、差し当たって必要なものは何なのかという問

題も含めて、よく地域の声を吸い取って予算に反映していただければというふうに思っておりますの

で、この点、今までの地域協議会の中で必ずしもこの点については触れていないと思いますので、ご

議論をいただければというふうに思っております。

私、一つ言いますと、この浜益地区の皆さんだけで何かをやるということになると、資金的にも人

材的にも限界があるのではないかというふうに思います。従って、逆に花川の人達に、こちらの地域

に入ってきてもらう、協力してもらうというバックアップ体制を組むという、この地域連携型の事業

というものもこれから考えていかないと、やはり人的供給に限界がある浜益地区において、その辺を

どう組み合わせていくかということが、これから一つ課題ではないかと、これは本庁所管の部門も一

緒になって人的供給を図るということも、これから必要だというふうに思っておりますので、不足な

分とかここが問題なのだというものがあったら、是非忌憚のないご意見を賜ればというふうに思って

おります。

最後になりますけれど、私達は、合併してから４年間、市長としても言えるのですが、自信を持っ

て浜益という地域を他の地域に向かってご披露すると言いますか、改めて、その良さというものをし

っかりとアナウンスするということについては、些かも淀みのない気持ちでおります。それだけ素晴

らしい地域だというふうに思っておりますので、何とかこの地域を石狩の一つの大きな財産だと、そ

して、非常に良い”ふるさと”が残っている地域だというふうに思って、子育てをするなら最高の環

境ではないかというふうにも思っておりますので、是非こういった地域の財産を新しいエネルギーと

して変えて、地域が小さくても質の良い生活を、質の良い子育てを、質の良い産業というものを作っ

ていくのだという、小さくてもピリッとした地域になって、そういう地域づくりに是非向かっていき

たいというふうに思っておりますので、地域協議会の皆さんには、これからも大変ご苦労願うことで

ございますけれど、是非お力を貸していただければというふうに思っております。これからまた、難

題に取り組みますが、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。

４ 担当職員紹介

【支所：渡邉課長】

続きまして、赤間支所長より各課長、事務局職員のご紹介をさせていただきます。

【支所：赤間支所長】

では、始めに私から自己紹介をさせていただきます。先程、市長の方からの挨拶にもありましたよ

うに区長制度が９月３０日をもって廃止されたことによりまして、１０月１日付けで行政職の支所長

の任を命ぜられました赤間です。今後、委員の皆様方には、色々な場面でお世話になると思いますの

で、今後共どうぞよろしくお願いいたします。

それでは職員を紹介させていただきます。始めに本協議会に出席しております本庁の職員をご紹介

いたします。企画経済部松田企画調整課長でございます。

【本庁：松田課長】

松田です。よろしくお願いします。

【支所：赤間支所長】

同じく企画調整課菅原主任でございます。

【本庁：菅原主任】

菅原です。よろしくお願いします。

【支所：赤間支所長】

次に支所の職員を紹介いたします。地域協議会と支所とは密接な関係がございまして、きめ細やか

な情報提供、緊密な連携を目的といたしまして支所の各課長職も地域協議会に出席しますので、ご紹

介いたします。古川、市民生活課長でございます。

【支所：古川課長】

古川でございます。

【支所：赤間支所長】

木村市民生活課保健福祉担当課長兼浜益国保診療所庶務課長でございます。

【支所：木村課長】
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木村です。よろしくお願いいたします。

【支所：赤間支所長】

新井浜益生涯学習課長でございます。

【教育委員会：新井課長】

新井でございます。去年の４月からこちらにおります。よろしくお願いいたします。

【支所：赤間支所長】

それから、地域協議会の事務局を担当いたします渡邉地域振興課長でございます。

【支所：渡邉課長】

渡邉です。改めましてよろしくお願いいたします。

【支所：赤間支所長】

同じく地域振興課の小島主査です。

【支所：小島主査】

小島です。よろしくお願いします。

【支所：赤間支所長】

同じく地域振興課の藤巻主任です。

【支所：藤巻主任】

藤巻です。よろしくお願いいたします。

【支所：赤間支所長】

本日、公務で出席しておりません佐々木管理課長につきましては、次回の協議会で改めてご紹介さ

せていただきます。今後共どうぞよろしくお願いいたします。

５ 委員紹介

【支所：渡邉課長】

次に、改選後、始めての協議会でありますので、委員の皆様に自己紹介をしていただきたいと思い

ます。神田委員から一言ずつお願いします。

【神田委員】

神田でございます。平成１９年１０月の改選で委員をしておりまして、今回辞令をもらいましたの

で２回目の委員となります。何卒よろしくお願いいたします。

【田中委員】

石狩湾漁協女性部の田中です。こういう大役は大変なのですけれども、何とか頑張ってやっていき

たいと思います。よろしくお願いいたします。

【渡邉（千）委員】

石狩北商工会から選出されました渡邉千秋といいます。今回で２回目となりますので、よろしくお

願いいたします。

【岸本委員】

石狩観光協会の理事ということで選出いただいております岸本でございます。設立の最初からメン

バーとなっております。出来るだけ力になれる様に頑張りたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

【白井委員】

浜婦連選出の白井かの子です。元々浜婦連は地域を主婦目線で盛り立てていこうということで結成

された組織ですので、少しでも暮らし易い地域にしていくために、具体的に何が出来るかということ

を考えるだけでなく、結果が残せていく様に微力ではありますけれども協力していきたいと思います

ので、よろしくお願いします。

【大久保委員】

石狩市の民生委員児童委員連絡協議会の大久保です。初めてで右も左も分かりませんので、よろし

くお願いいたします。

【二本柳委員】

石狩市文化協会から選出になりました二本柳です。初めてなので、よろしくお願いいたします。

【渡邊（真）委員】

浜益青年会から代表で出て来ました渡邊真奈美です。個人的になのですが、平成１９年１０月から
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花川にある”地域食堂きずな”で働いていました。９月に戻って来たばかりです。石狩の方では、色

々と人の繋がりだとか、向こうの人達の考え方などを仕入れてきたのです。それで、これからの浜益

のために何か役立つことが出来ればいいなと思っています。よろしくお願いいたします。

【三浦委員】

今回で２回目に入りました三浦と申します。あまり識見はありませんが、よろしくお願いいたしま

す。

【芦澤委員】

識見を有する者の中からということで、新委員として委嘱いただきました芦澤と申します。第３期

、 。 、目ということで 非常に大変な地域協議会になるのかなという感じを受けております そういう中で

各先輩方、先輩の委員も沢山おりますので、その中で色々と勉強をさせていただきまして、頑張って

いきたいと思います。よろしくお願いいたします。

【佐々木委員】

どうも、佐々木と申します。今回２回目ということで、公募ということで、またこの会に加わらせ

。 、 、ていただきました 公募では寺山広司君も来るということですが ちょっと遅れるということですが

２人、公募ということでこの会を盛り上げ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。今、佐々木委員からもご紹介がありました寺山委員は、若干遅れるとい

う連絡がございましたので、ご報告させていただきます。それと、先程報告いたしました様に久慈委

員については、所用により欠席いたしておりますので、改めましてご報告いたします。

６ 会長及び副会長の選任

【支所：渡邉課長】

、 、 、 、続きまして 会長 副会長の選任についてでありますが どのような方法で選出したらよろしいか

ご意見をいただきたいと思います。どなたか、ご発言があればお願いします。

【三浦委員】

前回もやられておりましたので、会長に神田委員、副会長に岸本委員を推薦したいと思います。

【支所：渡邉課長】

、 、 、 、 、只今 三浦委員より 推薦という形で 会長には神田委員 副会長に岸本委員をそれぞれ推薦との

ご意見が出されましたが、ほかにご意見ありませんでしょうか？

【佐々木委員】

異議なし。

【支所：渡邉課長】

異議なしという声がありましたので、会長には神田一昭委員、副会長には岸本教範委員を選出いた

。 、 。したいと思います それでは 会長に選出されました神田会長よりご挨拶をいただきたいと思います

【神田会長】

それでは一言ご挨拶を申し上げます。只今、皆様方の同意を得まして会長に選任されました。よろ

しくお願いいたします。この浜益区の地域協議会も合併に伴いまして設置されてから、早くも４年が

経過しております。前例もモデルもない中で試行錯誤を繰り返しながらの運営でございました。地域

協議会の役割であります地域の意見の取りまとめ、住民との協働の維持、推進、特色のある地域づく

りの推進を基に進めてまいりましたけれども、まだ成果として、はっきりとしたものがまだ見えてお

りません。浜益区は合併後も人口の減少が止まらず、高齢化率も実に４７％となり、地域活力の減退

や小規模集落における地域コミュニティの崩壊までもが危惧されております。この様な状況の中、改

めて地域協議会の役割を見つめ直し、地域のために何が出来るか、何を為すべきか、今一度、地域住

民と一体となって考え、取り組んでいかなければならないと考えております。幸いにも昨年実施され

ました地域振興事業である浜益斎場緑化推進事業や、先月行われましたふるさと浜益げんき桜植樹祭

など、区民との協働による地域づくりの芽が徐々に育ちずつあります。岸本副会長を始め委員の皆様

と力を合わせまして、今後の浜益の地域づくりのために微力ではありますが、頑張ってまいりたいと

考えております。何卒よろしくご協力の程お願い申し上げまして、就任のご挨拶に代えさせていただ

きます。ありがとうございました。
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（休憩）

７ 第２期の総括と第３期における検討事項について

【支所：渡邉課長】

それでは、これから会議を始める訳ですが、協議書第９条第２項の規定によりまして、委員の過半

数の出席が必要となっておりますが、委員１３名中１２名の出席をいただいており、定足数が満たさ

れておりますので会議が成立していることを報告いたします。また、会議規則第２条第１項の規定に

、 、 、より 会議の議長は会長が務めることになっておりますので これからの会議の進行につきましては

神田会長にお願いしたいと思います。会長よろしくお願いいたします。

【神田会長】

それでは会議規則に基づきまして私が議長を務めさせていただきます。ご協力よろしくお願い申し

上げます。浜益区地域協議会第２期２年間の総括と、第３期における検討事項について、事務局より

説明願います。

【支所：小島主査】

それでは、私の方からお手元に配付しております資料１及び資料２に基づきまして、ご説明させて

いただきます。まず、資料１の方ですけれども、前第２期総括ということで、この資料につきまして

は、前回９月の第４回目の地域協議会の時に第２期の委員の皆様にお配りしてた資料でございます。

この中から掻い摘んで簡単に説明させていただきます。第１期から第２期に引き継がれた事業という

、 。 、 、ものが 実は四つございました 自治会支援制度モデル事業 それから浜益区特産品づくり奨励事業

浜益米おいしいキャンペーン事業、浜益区グリーンツーリズム推進事業。

自治会支援制度モデル事業につきましては、高齢者や障害者を対象とした低額の有償サービス、い

わゆる助け合い制度みたいな感じだったのですけれども、社会福祉協議会の事業との重複分野がある

ため、今後の課題であるということ、それから浜益区特産づくり奨励事業につきましては、農協、漁

協、商工会等で新たな特産品を作り出すといった事業、浜益産おいしいお米キャンペーン事業につき

、 、 。ましては 飲食店で浜益米のみを使用してブランドイメージを高めるといいますか そういった事業

浜益グリーンツーリズム推進事業につきましては、浜益米を活用した”どぶろく”事業 ”どぶろく、

”につきましては、酒造部会の方で商品化となったということで、それぞれの理由に因りまして具体

的な事業提案にまでは至っていなかったという経過がございました。

それと２の公共施設の有効活用についてですけれども、平成２０年度４月から廃止となりました旧

適沢コミュニティセンターの活用について、地域協議会で協議を重ねてまいりました。この有効活用

につきましては、地域協議会だけではなく、より広い範囲での協議が必要との観点から、各産業団体

からなる地域活性化協議会、はまます井戸端倶楽部を立ち上げ、具体的な活用方法を検討してござい

ます。この中で、井戸端倶楽部の女性有志により、地元食材を活用した軽食喫茶コーナーの運営を検

討中でございまして、現在、事業計画、収支計画を検討中で、来年、平成２２年度、早い段階からの

開始を予定しているというところでございます。

裏面にいきまして、第２期の評価ということですけれども、先程の会長のご挨拶にもありましたけ

れども、第２期の地域自治区振興事業として、市と市民とによる協働事業、緑化推進事業だとか、先

日行われました桜の植樹という協働事業を実施したということが評価されるのではないかというふう

に思っております。課題ですけれども、残念ながら前回第２期につきましては、会議への出席率が低

く、なかなか議論も活発してこないということ。また、各団体や地域住民の意見を吸い上げる様な地

域協議会としてのその仕組みが、まだ出来ていないといった様な課題がございました。

引き続きまして、資料２の方でございますけれども、同じく９月の第４回目の地域協議会におきま

して、地域協議会第３期目における検討事業ということで、事業の引き継ぎということではないので

すけれども、第３期目の委員さんの議論における叩き台ということで、前回の協議会のところで６点

程挙げております。

一つ目ですけれども、高校通学支援、先程も（休憩中の市長との意見交換で）お話しがありました

けれども、道教委の通学、下宿補助が５年で終了ということで、それに代わる補助の検討をしてはど

うかということ、また、通学している生徒を対象とした交通システムの検討もどうかということでや

っています。二つ目の特産品づくりですけれども、新たな特産品、加工品、地元の食材を活用したも

のの開発に対しての援助、それに伴う販売システムの構築ということも考えていかなければならない
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のではないかということです。三つ目、市長が（休憩中の市長との意見交換で）最後の方に少しお話

ししましたが、資料館の整備構想ということで、現在ある郷土資料館なのですけれども、かなり老朽

化が進んでいるということで、その改善の検討、それと現在地がいいのか、それとも移転、新築、改

築等も併せて検討されるべきではないかということでございました。それから、住宅整備ですけれど

も、市の職員住宅、教職員住宅のかなり老朽化しているのですけれども、空き住宅の活用方策の検討

はどうかという意見がございました。それと五つ目の高齢者支援ですけれども、支所職員の地域担当

制の導入の検討や先程三浦委員が（休憩中の市長との意見交換で）おっしゃいました老人ホームの増

床、それから、配食サービス、現在、平日のみなのですけれども、こちらの拡充などはどうかという

ことで、これらの項目が３期目における検討事項ということで挙げているのですけれども、これらに

ついては、あくまでも、これを検討して必ず事業化にもっていくのではなくて、あくまでも一つの叩

き台ということで考えていただきたいと思います。これについては以上です。

【神田会長】

只今、事務局から第２期２年間の総括と第３期における検討事項について説明がございました。

何かご質問等がございましたら、お受けしたいと思いますので、挙手をお願いいたします。なお、発

言される際には、会議録作成の関係もございますので、大変恐縮ではございますが、私が指名してか

ら、お名前を述べて発言をお願いいたします。何かございますか？

【芦澤委員】

この総括の中の課題、問題点の中に会議の出席率が低くあまり議論も活発化してこないという様な

ことがあるのですけれども、それで出席率が悪いというのは、時間設定が悪いのかどうなのか、その

辺もあるのではないかという気がしますので、第３期目における協議会の時間帯というものは、どの

様に考えておられるのか？やはり、この議論をする中で１００％の出席を原則としてやっていったら

いいかと思うのです。そうすれば、やはり、その中から新しいものも出てくるでしょうし、色々な団

体からのそういう吸い上げてきた意見も出てくるだろうし、そういうことで、これからの時間帯を開

催の時間帯をどの様に考えておられるのか聞かせてもらいたい。

【支所：渡邉課長】

この後、その他の中で、これからの地域協議会に係る申し合わせ事項ということでご説明をさせて

いただきたいと思い、予定していたところですけれども、これからの会議の時間でございますけれど

、 、 、 。も 夏場は６時半 冬期間は６時からということで ご提案をしたいなというふうに考えております

これは、その他の中でご説明したいと思いますけれども、事務局としては、その様な時間帯を企画し

ております。

【神田会長】

只今、芦澤委員の方から質問がありましたけれども、これについて、資料３でこれから第３期の開

催計画の中で開始時間があります。これも後で協議したいと思います。そのほかございませんか？

なければ、また、その他がありますので、進めてまいりたいと思います。

８ 第３期開催計画について

【神田会長】

それでは、次に第３期開催計画について、事務局説明願います。

【支所：小島主査】

それでは、お手元に配付しております資料３第３期浜益地域協議会開催計画案についてご説明をさ

せていただきます。過去２期４年間の流れでいきますと、地域協議会の開催は、年度内に概ね８回か

ら９回でございました。これは３ヶ月におよそ２回というペースなのですけれども、先程も総括のと

ころでお話ししましたとおり、委員皆様のご都合がなかなかつかないということもございまして、基

、 。 、本的に第３期目からは 午後６時３０分の開催ということを基本としたいと思います それに伴って

今回が第３期の委員の皆様、初めての顔合わせで、来年９月までおおよそ１年間の中で概ね９回の地

域協議会の開催を予定してございます。

下の方にカレンダーも載せておりますけれども、概ね開催予定の週ということで、それぞれ月曜日

から金曜日の間を載せておりますけれども、それぞれ月の大体これくらいの週で開催予定しており、

具体的な開催日につきましては、会議の開催毎に次回の開催予定日を決めるという方法でやりたいと

いうふうに考えております。それで、大きく２期目と変わるというところが、今まで１期目、２期目
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につきましては、地域協議会の委員皆様だけで協議を重ねていただいているのですけれども、第３期

目につきましては、まだ人選は未定ですけれども、外部講師をお招きしての勉強会ということを計画

しております。それに伴って、様々な角度からまちづくりに対するアドバイスをいただける様なアド

バイザーの方のアドバイザー制度の導入を新年度で計画しようかなと今、事務局の方で考えている最

中でございます。

順番でいけば、次回１１月が新規の２回目になるのですけれども、その時には平成２２年度の地域

自治区振興事業についてということで、事務局の方で予算絡みもありますけれども、振興事業につい

て提案させていただきます。そのほか、まちづくりのための意見交換ということで ”６年後の浜益、

を想像しよう”というタイトルになりますけれども、地域協議会委員の皆様によるまちづくりトーク

により、地域自治区が終了する６年後、その先は浜益はどういうふうな姿になっているのだというこ

とを思い浮かべていただいての意見交換ということを考えております。

続きまして１２月の地域協議会には、その勉強会ということで、外部講師をどなたかをお招きして

お話を聞いて、これは腹案ですけれども、はまます井戸端倶楽部との合同でお話を聞いてもいいので

はというふうに考えています。

翌、年明けの１月なのですけれども、お話を聞いて、改めてまちづくりのための意見交換というこ

とで、委員の皆様により意見交換をしていただくと。

３月については、年度末ということで、新年度に関係する浜益区関連主要事業についての報告、そ

の他、また、まちづくりのための情報交換ということで、地域づくりのための支援制度については、

色々なこういう支援制度がありますということで、ちょっと説明させていただこうかなと思っており

ます。

来年度４月からにつきましては、概ね４月、６月、７月、９月ということで開催を予定しておりま

すけれども、それぞれまちづくりのためには、どういう方策があるのか、そのためには、どういうふ

、 、 、うな情報を仕入れなければならないのかということ また その下の段に書いているのですけれども

今後想定される事項なのですけれども、１９年に行いました自治会連合会との情報交換会や厚田区の

地域協議会委員との意見交換はどうかということで考えてございます。そのほか過去に一度視察に行

っておりますけれども、日帰りで行ける範囲でのどこかまちづくりの事例等の視察研修ということも

考えております。

３期目の今回から１年後くらいの大まかな地域協議会の開催計画ということで、ご呈示させていた

だいていますが、がちがちに決まったものではございませんので、こういう様なこともやったらどう

かといった意見もいただければと思います。

【神田会長】

只今、事務局から第３期地域協議会の開催計画について、説明がございました。何かご質問等がご

ざいましたら、お受けしたいと思います。何かございますか？

（休憩）

【三浦委員】

厚田区の協議会との意見交換、これはとっくの前からやって欲しかったと自分ながらに思っている

のだけれど、色々と意見交換となれば、市長にも文句を言うことばかりだと思うけれど、私はそれで

もいいと思う。この意見交換は、まずやって、この時期でも遅いのかなと思う。もっと早い時期でも

いいのではないだろうかと思います。

【神田会長】

冬でも厚田だったら大丈夫だから、早い時期の方がいいのではないだろうか。向こうの都合もある

だろうけれど。

（休憩）

【神田会長】

それでは、第３期の計画は、よろしいでしょうか？これは、あくまでもきちんとしたものではない

ですから。大まかな概略ですけれども、そういうことで開催計画を認めていただけますか？
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【三浦委員】

はい。

【神田会長】

それでは、その様に進めたいと思います。

９ その他

【神田会長】

次に、その他で、事務局で何かございますか？

【支所：小島主査】

はい。地域協議会に係る申し合わせ事項ということで、事務局の方で原案を考えましたので、これ

について説明させていただきます。まず、会議の開催についてということですが、先程も重複してい

るところもありますけれども、会議については、年に８回から９回、場所については、こちらの支所

庁議室、開始時刻は、午後６時３０分からを基本とします。ということですが、夏場の日の長い時期

については、皆様のご都合によっては、午後７時からでもいいのではないかという（休憩中の）お話

しもございましたので、これは、後程決めさせていただきたいと思います。曜日は、特にこれまで定

めていませんが、これまでは、水曜日か木曜日の開催が多かったということでございます。

【神田会長】

何かご質問ございませんか？

ない様ですので、その他は終わりたいと思います。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、私の方から。時期開催日なのですが、先程色々とご意見がありましたけれども、資料３

のカレンダーをご覧いただきたいのですけれども、一応、次回、地域振興事業の協議もございますの

で、予算の提出が２０日となっている関係上、１６日から１９日までの間で設定いただきたいという

、 、 、 、ことで 事務局としては 先程も申し上げましたとおり 従来は水曜日若しくは木曜日ということで

月曜日でも構わないのですけれども、１８日若しくは１９日でどちらかの都合のいい、一番出席いた

だける日にちの１８時からということで、お諮りしたいのですけれども、いかがでしょうか？

【神田会長】

どうですか？皆さん。１８日か１９日ということですけれども。

【佐々木委員】

１９日は無理です。

【神田会長】

そうしたら、１８日ということでどうでしょうか？皆さん。

【各委員】

はい。

【神田会長】

それでは、次期開催は、１１月１８日（水）午後６時からということで、決定いたしました。

10 閉 会

【神田会長】

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２１年１１月１６日議事録確定

石狩市浜益区地域協議会

会 長 神 田 一 昭


