
浜益区地域協議会総括（第4期） 

 

■事務局／地域振興課地域振興担当 
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１ 第4期検討事項 

❶高校通学支援 

❷特産づくり 

❸資料館整備構想 

❹住宅整備 

❺高齢者支援 
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❶高校通学支援 

①道教委の通学・下宿補助に変わる補助の検討 

②通学生徒を対象とした交通システム検討 

■浜益中ＰＴＡと道教委へ要望活動（H23.10.28 

■「高等学校生徒遠距離通学費等補助事業の延長を求める要望書」  

●3カ年で17名補助（通学費）●全道規模の補助事業であり、制度の延長は難しい。 

●奨学制度の活用しやすい制度を検討 ▼制度の延長見込はないと感じた 

継続 ｏｒ 検討終了 
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①新たな特産品、加工品（地元の素材を活用）の開発に対する援助） 

②販売システムの構築（旧適沢コミセンでの販売) 

❶ふるさと倶楽部ガルへ支援（特産品／福神漬） 

継続 ｏｒ 検討終了 

❷特産づくり 
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①改修の検討 ②移転（新築、既存施設の転用・改修）の検討 

③整備構想の策定 

❶H25. 5 屋根修繕（H25.1.3突風） ❷H25.6 展示室オープン（カフェ・ガル内）  

  H25.10 内部の一部リニューアル（旧浜益中保管） 

❸H25. 4 市文化財保護審査会最終答申 

       （これからの市郷土資料館の保存・展示のあり方諮問） 

継続or検討終了 

❸資料館整備構想 
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❹高齢者支援 

①特別養護老人ホームの増床 

②配食サービスの拡充 

❶特養養護老人ホーム増床…凍結 

❷配食サービスの拡充（カフェ・ガル支援） 

継続ｏｒ検討終了 
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①職員住宅、教職員住宅の利活用策の検討②一次産業従事者向け（労働
力確保）③移住者向け高齢者向け（共同住宅） 

❶職員住宅利活用（学校教員１名・特養職員２名） 

※職員・教職員住宅の解体撤去（２５年度１３棟１９戸・車庫２棟） 

❷農漁業従事者専用住宅整備（２３年度３戸・予算１５,５００千円） 

❸浜益民間アパート建設・運営支援事業（２４年度１棟６戸予算２２,９２０千円） 

継続・検討終了 

❺住宅整備 
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２-1 地域自治区振興事業（H23年度） 

事 業 名 事 業 主 体 補 助 対 象（円） 補 助 金（円） 

浜益区民コミュニ
ティ普及推進事業 

浜益区コミュニティ普
及推進事業実行委員会 

555,500 240,000 

浜益「いっぺ、か
だれや」林道
ウォーク事業 

浜益「いっぺ、かだれ
や」林道ウォーク＆マ
ラソン実行委員会 

890,994 445,000 

果樹振興施設整備
事業 

浜益幌果樹組合 9,202,200 6,901,000 

水稲育苗兼施設野
菜等ハウス整備事
業 

北石狩農業協働組合  9,024,139 6,768,000 

浜益区地域交流施
設運営事業 

ふるさと倶楽部ガル 806,821 403,000 

計 20,479,654 14,757,000 
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２-2 地域自治区振興事業（H24年度） 

事 業 名 事 業 主 体 補 助 対 象（円） 補 助 金（円） 

浜益区民コミュニ
ティ普及推進事業 

浜益区コミュニティ普
及推進事業実行委員
会 

555,500 240,000 

浜益「いっぺ、かだ
れや」林道ウォーク
事業 

浜益「いっぺ、かだれ
や」林道ウォーク＆マ
ラソン実行委員会 

750,020 375,000 

水稲育苗兼施設野
菜等ハウス整備事
業 

北石狩農業協働組合  16,979,757 12,729,000 

浜益区地域交流施
設運営事業 

ふるさと倶楽部ガル 591,899 278,000 

計 18,877,176 13,622,000 
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２-3 地域自治区振興事業（H25年度） 

事 業 名 事 業 主 体 
補 助 対 象（円） 

※見込 
補 助 金（円） 

※見込 

浜益区民コミュ
ニティ普及推進
事業 

浜益区コミュニ
ティ普及推進事業
実行委員会 

561,000 240,000 

浜益「いっぺ、
かだれや」林道
ウォーク事業 

浜益「いっぺ、か
だれや」林道
ウォーク＆マラソ
ン実行委員会 

1,00,000 500,000 

浜益区地域交流
施設運営事業 

ふるさと倶楽部ガ
ル 

596,000 298,000 

計 2,157,000 1,038,000 
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３ その他協議事項 

❶過疎地域自立促進市町村計画 
❷浜益区の観光活性化（川下海水浴場フリー化） 
❸集落支援員及び地域おこし協力隊について 
❹その他 
  ・浜益のまちづくり ・基金の活用手法見直し 
  ・防災対策 ・新送毛トンネル工事残土処理 
  ・計画停電 ・人口構造統計 ・市特養老人ホーム等に係る  
   指定管理者の指定の件 ・浜益斎場環境整備協力金制度 
  ・観光産業を中心とした経済効果向上に関する提案 
  ・群別漁港の清掃 ・エゾ、サマーラリー2013開催 
  ・駐在所統合、移転計画 ・浜益温泉排湯利用実証実験外 
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３-❶過疎地域自立促進市町村計画 

     年  次    協 議 事 項 備    考 

H２３年第１０回２４.１．２０ 多機能心電計購入事業 国保診療所 

H２４年第４回２４．７.２５ 定住促進支援事業 民間事業者へ補助 

H２５年第３回２５．６.２４ 医療機器等整備事業 国保診療所 

定住促進支援事業 
（民間アパート:柏木） 
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３-❷浜益区の観光活性化(川下海水浴場フリー化) 

H24.4.25 

委員案件提起 

「海水浴場フリー化」 

H24.5.31 

観光活性化 

陳情書提出 

H24.7.10 

❶観光活性化検討会 

・アンケート項目検討 

H24.7.17 

❷観光活性化検討会 

・アンケート項目確認 

H24.7.19-28 

・アンケート実施 

利用者・商店街・独自 

H24.8.8 

❸観光活性化検討会 

・アンケート集計、検証 

Ｈ24.9.10 

❹観光活性化検討会 

・北大敷田教授 

と意見交換 

H24.10.11 

事務打合せ（役所内） 

・今後の進め方について 

H24.11.5 

❺観光活性化検討会 

・経緯と今後の方向性 

・フリー化へ意見、要望 

H24.11.16 

❻観光活性化検討会 

・観光集客への提言 

・経済効果への提言 

H25.322 

❼関活性化検討会 

 ・愛称募集 

 ・海浜イベント 

H25.4.18 

❽観光活性化検討会 

・愛称募集 

・海浜イベント 
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H25.5.7・10 

・愛称を投票 

・小学生50名 

・中学生28名 

H25.5.14 

愛称決定 

“はまますピリカ・ビーチ” 

H25.5.23 

❾観光活性化検討会 

・愛称看板設置 

・花火大会検討 

H25.713. 

札幌北法人会浜益支部 

・愛称看板を寄贈 

H25.7.20 

岸本産業㈱ 

ピリカ・ビーチ 

案内表示板寄贈 

H25.7.13 

ピリカ・ビーチオープン 

・除幕式・さくらんぼ無料
配布（100袋）・さくらんぼ
早食い（9組） 

H25.7.20 

・さくらんぼタネ飛ばし大会
（３４組） 

H25.7.23 

❿観光活性化検討会 

・除幕式報告 

・イベント報告 

 【成   果】 

・愛称募集・イベント開催 

・次年度に向け改善検討
※企業・団体からの支援 

→新たな観光活性化の取組のきっかけとなる 15 



３-❸地域おこし協力隊及び集落支援員勉強会  

H23.9.3 

喜茂別町視察       

H24.9.25（#6） 

地域協 

H24.10.25（#7） 

勉強会設置 

H25.2.8 

勉強会① 

H25.4.17 

勉強会② 

H25.6.19 

留萌市視察 

H25.7.22 

勉強会③ 

H25.9.9 

勉強会④ 

H25.9.24 

地域協報告 

※２名導入提起 

地域おこし協力隊（検討結果） 

→勉強会（行政視察）を開催し、導入に向け積極的に検討 
→受入れ地域や市役所（支所）の対応などポイント 16 
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●３地区（千代志別・床丹・送
毛）の水道施設は、これまで
どおり自治会（水道組合）   

で管理する。（あと２-３年） 

●区内の交通手段の確保
について、地元ハイヤー業
者が休業届を運輸支局に再
提出（H26年3月まで承認）し
ている状況であり、現段階で
は難しい。 

●地域協で 

  継続協議 

集落支援員制度（検討結果） 



４ 研修会・交流会 

■厚田・浜益地域交流ふるさと自慢 
  まちづくりワークショップ 
・日 時 23.10.22-23 
・会 場 厚田保健センター  
・参加数  7名（地域協2名・一般2名・職員3名） 
 
■まちづくりワークショップ 
 「B級グルメと浜コンで地域活性化」 
・日 時 24.2.21 
・会 場 きらり 
 ※悪天候のため中止   
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■厚田区地域協議会傍聴 
●日 時 24.2.28 
●会 場 望来コミセン みなくる 
●参加数 4名（神田会長・白井委員・大久保委員・寺山委員） 

●参加委員の感想 
 ・地域協議会に旧（前・元)委員が入って話し合いをしていた。 
 ・旧委員の意見は、現委員にとって参考になったと思う。 
 ・新旧委員による意見交換は良かった。「あつたこだわり隊」   
  「アクアレール」：など、委員自ら説明。 
 ・女性委員が元気だった。 
 ・新旧委員の参加により、世代がつながって行く感じがした。 
  浜益も見直さなければいけないと感じた。  
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■厚田区地域協との意見交換会 

 24.7.5(木)18時～ 

 厚田保健センター 30名 

            （浜益地域協7名） 

・厚田地域協佐藤会長挨拶 

「点を線に、さらに面（組織）と変え、
地域で出来ることは地域でやって
いくことで協働のまちづくりができ
る。」 

「田舎は、スケールメリットはないが、
高齢になって、田舎が価値観を変
える場所となってほしい。」 
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■ふれあいタウンミーティング（浜益会場） 
・日 時 24.8.9 ・会場 きらり 
・参 加 寺山委員 佐々木委員 
・テーマ 地域自治区（これまでの 
      取組とこれからのあり方） 
■石狩まちづくりワールドカフェ 
・日時 H24.10.14 ・会場 りんくる2F 
・参加 神田会長 芦澤委員 事務局  
・内容 石狩のまちづくり 
■第7回全道しごとおこし・まちおこし人情報交流会参加 
・日時  H24.11.10 ・会場 道庁赤れんが  
・参加 白井委員 事務局 
・内容 「地域おこし協力隊」の活動 
     意見交換会 
 

※全体的に参加数が少なかったものの、有意義な内 
  容が多かった→積極的な参加を期待 
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５ 高齢者生活支援対策に関する要望調査   

• 実施年月 Ｈ23年6-7月 

• 報告書   Ｈ24年3月  

• 目 的 生活実態、要望、意見等の聞取り調査 

• 対 象 75歳以上の独居、夫婦世帯を対象 

      介護サービス利用者 

※地域住民と協働推進への取組みのきっかけ
（地域協・民生児童委員・職員） 
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資料１ 要望調査報告書（抜粋） 

1,732人 

846人 

886人 

48.8% 

51.2% 

0人 500人 1000人 1500人 2000人 

合計 

６５才以上 

０～６４才 

■高齢者比率H23.4.1現在  

7世帯 

86世帯 

120世帯 

3.3% 

40.4% 

56.3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

その他 

２人暮らし 
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■家族構成 
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1人 

56人 

10人 

122人 

42人 

144人 

0.5% 

26.3% 

4.7% 

57.3% 

19.7% 

67.6% 
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近隣や親戚等に頼む 

宅配サービス 

移動販売車 

区外の商店 

区内の商店 

■日用品や食料品の買い物 

90人 

1人 

12人 

13人 
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42.3% 

0.5% 

5.6% 

6.1% 

31.9% 

37.1% 
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特にない 

その他 

地域行事の運営が困難 

住宅の老朽化 

除雪が大変 

交通が不便 

■困っていること 
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資料1-2 地域ニーズと今後の対応 

●交通手段の確保 
 ・乗車不便（札浜線） 
 ・混乗便（予定地区、遠回り） 
  （※緊急時の対応不安） 
→浜益に適した交通手段の確保 
●除雪サービスのあり方 
 ・困っている（3割）・高齢者が高齢者宅を除雪 
 （作業員確保） 
→地域実情に応じた除雪支援のあり方を検討    
 （建設業等の活用など） 
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●自治会組織の強化・支援 

・近隣住民で助け合う地域コミュニティが機能 

→自治会運営の担い手（人材育成）、 

    活動への支援強化 

●各種制度の活用検討 

・地域課題を各自治会役員が担う（高齢化） 

→各支援活動の活用検討 

   （集落支援員・地域おこし協力隊） 
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●集落の整備 

・高齢化で集落存続が危ぶまれる 

 （安全な生活確保） 

→地域住民の意向を尊重 

  （冬期間の住居移転等の検討も） 

●支援・相談体制の強化 

・「困っていることは特にない」（42%） 

→市職員やヘルパー支援、相談体制の強化   

    日常的な見守り体制を維持 
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６ 「浜地協だより」発行 

• 第4期発行(創刊号より継続) 

 H23年10月～H25年9月(66号～90号) 

• 地域協開催状況、活動状況 

• 身近な地域の情報etc 

• 市広報紙で伝えきれない情報を提供 

 →継続発行  
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７ 会議状況 

     
 開 催 年 次 

 
回 数 
 （回） 

   
出席率        

   （％） 

             
備     考  

               （人） 

２３.１０～２４.３ ６ ７５.０ 延べ６３/８４ 

２４. ４～２５.３ １１ ６３.６ 延べ９８/１５４ 

２５. ４～２５.９ ５ ６７.１ 延べ４７/７０ 

    計 
（委員１４人） 

２２ ６７.５ 
延べ２０８/３０８  
平均９.５人 

参考：第１期６８.７％ 第２期６３.５％ 第３期７５.３％ 

第3期に比べ、出席率△７.８％下回った。（出席者△１.１人） 30 



=総 括 =（連携・期待・協働） 

●浜益区の地域づくりには、従来からの課題にもあるよう
に、農業、漁業の振興と観光産業との連携が不可欠 

●担い手確保及び定住促進に向け「地域おこし協力隊」導
入による積極的な活用に期待 

●観光活性化への提言に「提案者と関係者、市職員」が
協働で取組み、さらに、企業・団体が地域貢献するな
ど、成果は大 

●各団体や地域住民の「意見の吸上げる仕組みづくり」が
必要（地域協の係り） 

●特色ある地域づくりのために「地域づくり基金」や「地域
自治区振興事業」の積極的な活用を地域協・住民との
協働で検討・実施することが大切 

 
 
 

※協働 =同じ目的のために、対等の立場で協力して共に働くこと。 
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