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平成２５年度第５回石狩市浜益区地域協議会議事録 

 

日 時：平成２５年９月２４日（火）１８：３０～１９：２０ 

場 所：浜益支所庁議室 

資 料：会議次第 

    資料１：平成２５年第２回定例市議会補正予算【浜益区関連】 

    資料２：地域おこし協力隊勉強会④報告書 

    資料３：浜益区地域協議会第４期２年間の総括 

    資料４：浜益温泉の活性化 

    資料５：ピリカ・ビーチ入込状況 

        

         ＝会議次第＝ 

１．開 会 

２．あいさつ 

３．報 告 

  １）平成２５年第２回定例市議会補正予算（浜益区関連）について 【資料１】 

  ２）地域おこし協力隊勉強会④報告書について          【資料２】 

４．協 議 

  １）浜益区地域協議会第４期２年間の総括について        【資料３】 

  ２）浜益温泉の活性化について                 【資料４】  

５．その他 

  １）ピリカ・ビーチ入込状況について              【資料５】 

６．次回開催日程について 

７．閉 会 

 

出席者：１９人（委員９名、職員１０名）傍聴人：０名 

    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  坂本 厚只   （支所）市民生活課長 尾崎  巧 

 委 員  木浪芙美子   ○ 

 (支所）保健福祉担当課長兼はまます保育園長 

    兼浜益国保診療所庶務課長 

木村 新吾 

 委 員  大久保満彦   ○  (支所）地域振興課地域振興担当主査 袴田  実 

 委 員  二本柳辰男   ○ (支所）地域振興課地域振興担当主任 須田  恒 

 委 員  蜂谷 高海   ○ （本庁）企画経済部企画課長 高野 省輝 

 委 員  渡邉 千秋    （本庁）企画経済部企画課企画担当主任 門井 理恵 

 委 員  白井かの子   ○ （本庁）保健福祉部地域包括支援課長 長谷川睦美 

 委 員 三浦 信悦   ○ （本庁）保健福祉部地域包括支援課包括支援担当 巴  嘉之 

 委 員 芦澤  肇   ○   

 委 員  寺山 広司      

 委 員  佐々木茂雄      

 委 員  德地 克実  ○   
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１１１１    開開開開        会会会会 

【【【【佐々木課長佐々木課長佐々木課長佐々木課長】】】】    

それでは、只今より平成２５年度第５回浜益区地域協議会を開催いたします。 

    

２２２２    あいさつあいさつあいさつあいさつ 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

 皆さん何かとお忙しい中、ご出席いただきまして有難うございます。 

 本日の会議次第ですが報告事項１件、協議事項１件を予定しております。 

任期最後の協議会であり短時間ではございますけれども、有意義な会議としていきたいと思います

ので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

３３３３    報報報報        告告告告    

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

 初めに報告１の平成２５年第２回定例市議会補正予算（浜益区関連）について、事務局より報告願

います。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

私の方から、平成２５年第２回定例市議会補正予算（浜益区関連）について、資料に基づきご説明

いたします。 

 

資料１：平成２５年度補正予算（平成２５年第２回定例市議会）（説明） 

 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

    只今、事務局から平成２５年第２回定例市議会補正予算（浜益区関連）について報告がありました

が、ご意見、ご質問がありましたらお受けいたします。ございませんか。 

【【【【委員多数委員多数委員多数委員多数】】】】    

    なし。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

無いようですので、次に報告２の地域おこし協力隊勉強会④報告書について、事務局より報告願い

ます。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

私の方から、地域おこし協力隊勉強会④報告書について、資料に基づきご説明いたします。 

 

資料２：地域おこし協力隊勉強会④報告書（説明） 

 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

    只今、事務局から地域おこし協力隊勉強会④報告書について報告がありましたが、ご意見、ご質問

がありましたらお受けいたします。ございませんか。    

【【【【徳地徳地徳地徳地委員委員委員委員】】】】    

    勤務時間は７時間４５分となっていますね。例えば農家とか漁師に手伝いに行くことがあれば、朝

の４時とか５時になりますよね。その場合は時間外勤務になるのですか。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

そうです。そのために特別職という扱いにして、８時４５分から１７時１５分までの間は国のお金

２００万使ってお支払います、１６万６千円。それ以外の部分については、留萌市の例では農家さん

と契約して時間外を払ってもらう、という形で。 

【【【【徳地委員徳地委員徳地委員徳地委員】】】】    

    例えば漁師が５時から使って、仕事が終わるのが１０時ぐらいだとしたら、５時から８時４５分ま

では漁師が払うという事ですか。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

そうです。１時間１千円で４時間だったら４千円払うとか、留萌の方でもそういう風にして時間外

が月に１０万ぐらいと言っていました。稼いでいる時は。 
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【【【【門井主任門井主任門井主任門井主任】】】】    

今、留萌市の話が袴田の方から説明があったのですけれども、今、石狩市が考えているのは留萌市

と任用の形態が違いまして、先ほど第１種の非常勤職員特別職という形で説明したのですけれども、

これの特徴としては、実は時間外という考え方が無いのです。なぜそうしたかというと今、徳地委員

からご指摘があったように、例えば魚の網外しに朝４時とか５時とか出かけなければならなくなった

時に、私たちと同じような勤務時間ではそこに縛られてしまって、時間外という考え方が出てくるの

ですけれども、その縛りを一切なくしてフレキシブルに朝早くだったり、夜遅くだったり、土日も関

係なく勤務が出来るようにという形の任用形態が、この第１種非常勤職員という形です。 

２４時間常に働いているのかというと、それは労働基準法があるので、それの範囲内で働きましょ

うという大きな物しかないのです。具体的には労働基準法の定めが週４０時間、月が１６０時間以内

で自由に働いてくださいという形なので、時間外手当を市から支給することは出来ないので、例えば

朝５時から出勤した分、夕方を３時で切り上げましょうとか、逆に今日は朝５時から夕方の６時まで

働いたので、翌日の時間を４時間で済むようにしましょうですとか、そういった時間で月とか週単位

で時間を見ることが出来るようになっています。時間外手当という形は市で支給する予定はないので

す。 

 留萌市さんの方でやっていたのは、アルバイト、通常公務員、私たちは兼業出来ないのですけれど

も、協力隊の方々は最終的に起業や就業していただくことが目的なので、活動の途中でご自身がお仕

事を始められる場合もあると思うので、そうすると収入を得ることになるので、それが出来るような

形での任用形態にしています。例えばこういった活動とは別にどこかの農家さんと雇用契約というか、

アルバイトとして雇ってもらうという形を取ったならば、収入をアルバイトとしてお金を別に貰う事

も出来るわけです。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

    他にありませんか。 

【【【【三浦委員三浦委員三浦委員三浦委員】】】】    

別途、収入を得るという事になれば、こちらの１６万６千円を棄権しなければならないのですか。 

【【【【門井主任門井主任門井主任門井主任】】】】    

そのまま貰えます。兼業、副業が可能になりますので、１６万６千円を貰いつつ、別のお仕事を受

注してやれば、その分のお金を貰って最終的には年度末に確定申告、全部の収入を集めてやるという

様な形になるのですけれども、支払いはあくまでも決められた報酬だけは払って、後はアルバイトを

すればその分の給料はそこから貰って、両方とも貰う事が出来ます。 

【【【【三浦委員三浦委員三浦委員三浦委員】】】】    

先ほど徳地委員が言ったように朝早くから手伝い、アルバイトをして給料をもらうけれど、市から

貰う報酬は支給されるのですか。 

【【【【門井主任門井主任門井主任門井主任】】】】    

支給なります。あくまで地域おこし協力隊の活動という形で、例えば漁組さんですとか農家さんの

支援に行ったという事になれば、あくまで協力隊の活動という事になるのですけれども、ご自身が途

中で例えば、漁師になりたいと思って漁師になるための資格を取るためですとか、どこかの漁師さん

に従事して指導を仰ぐという話、協力隊の活動とは別にお仕事をするという事になれば、そこからお

金を貰うという形になります。その線引きが協力隊活動の内容が難しいのですけれども、あとは単純

に言えばスーパーのレジ打ちみたいなアルバイトが出来るという事ですね。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

    他にありませんか。 

【【【【三浦委員三浦委員三浦委員三浦委員】】】】    

先ほどの交通手段の中で、地元ハイヤー業者が休業届を運輸支局に平成２６年３月まで、承認を得

ているとのことだが、その後は浜益に業者登録が無いから、誰かが事業を興す場合には運輸支局に申

請して許可が貰える状態になるのか。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

地元のハイヤー業者さんが再延長という事で運輸支局に提出すると、再度認められ延びる事になり

ます。 
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【【【【尾崎課長尾崎課長尾崎課長尾崎課長】】】】    

基本的にそこで事業を始めるとなると、新たな手続きが必要となるのです。今の制度ですと、新規

で参入するとすれば、営業車は許可を取るまで手続きに時間と労力を必要とすることから、簡単に参

入は出来ない現状です。また、浜益区は営業エリアが当別圏ですので、このエリア内で営業権がある

人であれば、地元ハイヤー業者の許可等々は関係なく、浜益でハイヤーをやることは出来ます。ただ

し、手続きをして浜益区に事業所を置くとなると、今の制度では営業車を５台置かなければならず、

以前の制度では２台でよかったのですが、現状は厳しいのではないでしょうか。 

厚田区ではＮＰＯ法人を立ち上げて、自分たちで補てんしていくというやり方、それは特別な許可

を別に取るのですけれども、それは既得業者の方からの許可は取らなければないでしょうから、その

辺で今のままＮＰＯ法人を作ってハイヤーを走らせようとすると、休業届は出ていますけれども既得

業者から許可を受けなければならないのです。あとは様々な手続きを踏まなければならないことが

多々あります。 

【【【【二本柳委員二本柳委員二本柳委員二本柳委員】】】】    

個人ハイヤーってありますよね、そういう許可はどうなのでしょうか。 

【【【【尾崎課長尾崎課長尾崎課長尾崎課長】】】】    

個人でやるとなるとまた別の届け出になると思うのですけれど、ハイヤー業者として登録するので

あれば今の制度からすると、５台置かなければならないという運輸支局からの情報です。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

他にありませんか。 

【【【【芦澤委員芦澤委員芦澤委員芦澤委員】】】】    

先ほどの協力隊の事ですが、最後の勉強会の時に２名の募集という結論を得て、ぜひ平成２６年度

から導入していくという方向で議論してきたのですが、石狩市の中で厚田区もこの協力隊の導入につ

いて検討しているという事なのですが、例えば浜益区が協力隊を導入するとなった時に、厚田区が導

入できなかった場合に石狩市としてどうなのかという話もあったのですが、先ほどの説明を聞くと市

長の了解を得たような報告でしたが、たとえ厚田区が導入しなくても浜益区だけでも実行するという

考え方で進んでよろしいのでしょうか。 

【【【【佐々木課長佐々木課長佐々木課長佐々木課長】】】】    

    そのとおりです。 

【【【【芦澤委員芦澤委員芦澤委員芦澤委員】】】】    

はいわかりました。 

【【【【蜂谷委員蜂谷委員蜂谷委員蜂谷委員】】】】    

時間外の概念が無いという事で、１０月から３月まで区内全域で活動とありますね、例えば協力隊

の仕事として、漁師さんところに行って網外しをしたとかの就労時間は行政が管理するのですか、そ

れとも雇用した側で管理するのですか。 

【【【【門井主任門井主任門井主任門井主任】】】】    

他の市町村の聞き取りをしますと、大体皆さんは活動日誌というものを付けていまして、時間を協

力隊つまり行政側の方で協力隊の活動としては、時間を当然管理する必要があると思います。 

通常の８時４５分から１７時１５分の勤務時間外であっても、あくまで朝の５時から協力隊の活動

がこの日はスタートしたという事であれば、それは当然市の方でその時間を管理する必要があると思

います。 

なぜ行政の方で抑えなければならないかというと、その時間に対する対価を１６万６千円として払

わなければならないので市の方で抑えます。それとは別に発生する、直接個人的に更にお給料あげる

からその分働いてくれとなると、雇用主が今度は市から漁組さんとか別の方に変わるので、そうなる

とその雇用主の方が管理しなければならないと思うのですが、あくまで協力隊の活動の範囲内という

事になれば、雇用主は市になるので市が時間を管理することになると思います。 

時間の管理方法はどの様にするかはまだ決めてはいないのですけれど、他の市町村の聞き取りをす

ると活動日誌で時間を何時から何時までと、行政に報告しているパターンが多い感じです。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

他にありませんか。 
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【【【【三浦委員三浦委員三浦委員三浦委員】】】】    

何かの拍子で負傷した場合はどうなるのでしょうか。時間外で働いた場合は、特にどういう補償が

あるのでしょうか。 

【【【【門井主任門井主任門井主任門井主任】】】】    

協力隊の活動の最中という事になれば、市の公務災害になると思います。休日に個人的にどこかの

農家さんでお給料をその方から貰ってとなると、雇用主が市ではないのでその最中はプライベートと

いうか別の時間になりますから、そこは対象にはならないと思うのです。 

その時間の活動の最中が、どこからのお給料で動いているのかで変わるのかもしれません。 

【【【【二本柳委員二本柳委員二本柳委員二本柳委員】】】】    

もしそういうアルバイト先で負傷して協力隊の仕事に支障をきたす場合には、当然、雇用主から補

償して貰うという事ですか。 

【【【【門井主任門井主任門井主任門井主任】】】】    

アルバイトとして雇った方が補償するかどうかですか。 

【【【【二本柳委員二本柳委員二本柳委員二本柳委員】】】】    

当然、市としては良いとは言わないですよね。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

まだ具体的に細部まで詰めていないのですよね。 

【【【【門井主任門井主任門井主任門井主任】】】】    

そうですね、具体的にその辺りの話はまだしていないです。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

私も疑問に思っているのは、アルバイトが主となってしまった場合は、協力隊の報酬はどういう風

になるのかなと。 

【【【【門井主任門井主任門井主任門井主任】】】】    

協力隊の活動をしていないのに、報酬を出す形にはならないので…。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

アルバイトを本職にしてしまって、市の報酬をはるかに上回ってしまった場合に、二重払いのよう

な形にならないのでしょうか。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

留萌市の事例で任期の途中で就職したという事で、それが良いのであれば協力隊はそこで切って、

そこで本来の就職起業でずっと住み続けて頂きたいと、いう風にしないとおかしなことになります。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

主が本来の協力隊という仕事を逸脱しなければ報酬は貰えるのでしょうけれど、このような細部に

わたっての具体的な事は今後詰めるのでしょう。 

【【【【門井主任門井主任門井主任門井主任】】】】    

そうです。今ご指摘いただいた内容に関してはおっしゃっていただいているとおりで、あくまで副

業に関しては、私たちが委嘱する地域おこし協力隊としての活動が主で、支障を来たさない程度でや

っていただくという話ですから、逆に副業が主となるのであれば、私たちの委嘱も逆に途中で切れる

という事もありえると思います。 

まだ制度の概要は決めていないのですけれども、例えば半年、１年毎に活動内容を確認した上で、

委嘱を継続するのかしないのかという確認の必要性はあると思っています。活動内容があまりにも逸

脱していて地域活動ではなく、完全に個人プレーに走っている状況であれば、委嘱をしないという選

択肢もあると思います。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

はい、分かりました。他にありませんか。 

なければ時間も迫っておりますので、次に入りたいと思いますけれどもよろしいでしょうか。 

【【【【委員多数委員多数委員多数委員多数】】】】    

はい。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

会長、１点だけ、先ほどの説明の中で１６万６千円というのは、単純に２００万円の支援を１２カ
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月で割って１６万６千円です。他の自治体の例をみると３８市町村の内、１９市町村が上乗せして支

払っていると、上乗せという事は市の一般財源を出しているという事で、浜益区の場合２００万円の

中で進めた方が良いのか、良い人を呼び込むために多少金額を上げても呼ぶ方が良いのか、意見があ

ればいただきたいなと思っていますが。 

 市で委嘱している非常勤の嘱託職員については、１６万円前後の金額で実際に支払いしている実態

はあります。導入市町村をみると１６万円じゃ足りないと、多少、３万円とか５万円とか上乗せして

募集をかけている例もあります。 

【【【【三浦委員三浦委員三浦委員三浦委員】】】】    

家庭環境にもよるでしょうね。夫婦や子供も一緒だと足りないでしょうし、そういう人達はご遠慮

願いますというのは言いにくいですね。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

逆に金額をみると、うちには手を上げないと思います。２００万円でも良い人だけしか来なくなる

し、例えば、隣の町で３００万円となれば、金額ありきであれば３００万円の方に行くでしょうし、

活動内容で行くのであれば、金額に関係なく活動内容、例えば、カフェガルの喫茶店を経営したいと

いう人であれば、多少金額が少なくてもそっちに行って将来自分で経営してみたいとか、どっちを取

るかです。 

【【【【三浦委員三浦委員三浦委員三浦委員】】】】    

募集する時は１６万６千円を先手で打ってしまうのですか。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

もちろん募集でいくら給料払いますというのを出しますので。 

【【【【三浦委員三浦委員三浦委員三浦委員】】】】    

いま聞いたのは、１６万６千円で良いのですか、例えば他の市町村で３万円なり上乗せしています

けど上乗せしますか、という事ですか。 

【【【【門井主任門井主任門井主任門井主任】】】】    

そうです、その意見を皆さんにどうでしょうと。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

それは少しでも上乗せして、１６万６千円より高くなれば、人材確保はしやすいと思うけれども。 

【【【【芦澤委員芦澤委員芦澤委員芦澤委員】】】】    

ただ、報酬に上乗せというよりも、起業をして定住するとなった時に、市としてそのことに対して

財源措置、少しでも何か出来ることの方が、そういう含みも市では持っていますよという様な募集を

かけた方が、良いような気がするのですけれど。 

【【【【門井主任門井主任門井主任門井主任】】】】    

具体的に定住、起業するときに市が支援しますよという事は、起業するときにこういう備品が必要

だから買ってくれと言ったときに市が買いますよとか、定住する家、例えばアパートじゃなくて一軒

家が欲しいから、その一軒家を斡旋してくれとか、そういう事ですか。 

【【【【芦澤委員芦澤委員芦澤委員芦澤委員】】】】    

起業の内容によっても、大きくとらまえて、そういう要項が出来れば。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

旧浜益村では農家の後継者が農家を継ぐという時に、農機具の購入の補助とか、漁業の関係もそう

いう様な補助制度があったのですけれど、それで恩恵被った人達が結構いるのです。 

 今、石狩市ではそういう補助制度は無いのですか。 

【【【【高野課長高野課長高野課長高野課長】】】】    

旧浜益村であった、家を継いだとかの場合にあった補助制度というのは、今石狩市には無いです。 

【【【【三浦委員三浦委員三浦委員三浦委員】】】】    

結局、担い手だな。 

【【【【佐々木佐々木佐々木佐々木課長課長課長課長】】】】    

その分、国の方でいろいろと利用集積だとか、面積を増やした部分については、お金を国の方から

直接農家の方に出したり、個別補償みたいな形で出したり、そして今農地プランと言って地域の集落

の中心になるような農家の方々に１５０万円だとか、若手が戻ってきたら１５０万円だとか、国の制
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度が今そういう風になってきているのです。昔はこういう制度は無かったのですけれど、今浜益も農

地をどんどん集約して、集積して大きくしている農家さんには、必ず担い手が戻ってきているのです。

何軒か戻ってきているのです。そういう人達を地域の中心として、農地プランというものを作って、

区の農地プランを作って、そういう人達には国から直接補助金を入れようと、そのようなことで当時

は国にそういう制度が無かったので、だから旧浜益村時代に行っていたと思うのですけれど、今利用

集積で土地を増やしているところに、国の補助金が入っていますから。 

【【【【三浦委員三浦委員三浦委員三浦委員】】】】    

やるも善し悪しなのです。申請した、私はここでやります、補助金貰った、来年になったら「はい

サイナラ」という人が中にはいますから。途中で止めたら補助金を返してもらうとか、厳しくしない

と。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

この制度は、もし浜益区が来年から行うとすると、石狩市では初めてなのでしょう。 

【【【【門井主任門井主任門井主任門井主任】】】】    

そうです。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

３年間の条件をクリアして、これから浜益区に残りますよ、起業します、このことが実現できると

すれば、これも初めてです。この制度が初めてであれば、そういう人達には今後は石狩市として、こ

のような応援メニューがありますよと、そのような制度を市で考えても良い時期になるのではないで

しょうか。 

 今まで制度が無かったから出来ませんではなく、こういう実態が出来てきているのであれば、それ

に向けた補助制度というものを新たに作っても良いと思います。実施している２，３年の間に考えて

もらう、市長に、そういう事も可能だと思うのですけれども、いかがですか。 

【【【【門井主任門井主任門井主任門井主任】】】】    

定住に向けた活動の支援というのは、実際国の方で支援措置があります。それは地域おこし協力隊

の先ほど当初説明した、報酬で２００万円があって、その他の別に活動経費、例えば出張しますとか、

何か消耗品を買うとかのお金で２００万円、計４００万円使えるお金があるのです。 

 今会長がおっしゃっていただいた定住に向けた支援というのは、報酬ではない活動経費の２００万

円中で国は見ても良いですよと言ってくれています。例えば、定住するために、起業するために支援

が必要なのでお金を下さいというのは、実際制度しては可能なのです。 

ただ、難しい部分があって、例えば、自分でどこかの家を買ってカフェをオープンするので、その

家の購入費を出してくださいと言ったときに、通常の個人の方の資産になるわけですね、その方の個

人の資産、不動産に税金を入れるというのが果たしていいのかという話とか、加工品を作るために冷

蔵庫が必要なので、大型冷蔵庫１００万円の冷蔵庫を買いたいからそれを買ってくださいというのが、

それも個人の方の物になるので、良いのかなという議論は難しいところではあって、実際そういった

ケースで各自治体が頭を悩ませているという話も聞きます。制度としては可能なのです。国の方は良

いですと言っているのですが、あとは、実際自治体によってケースバイケースだったりするので、そ

の辺りは市町村で判断してくださいと、総務省から言われています。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

自分で事業をすると言っても、冷蔵庫一つだけで出来るわけではなく、様々な機材、財産を税金で

個人に与えるというのは無理があるのかなと言うのは分かりますけれども、いくばくかの金額でも起

業するために応援しますという、そういう補助制度はあって然るべきだと思いますが。 

１００％出してくれという話であれば、個人で事業を起こすのに全部税金を投入するのかという話

は出ると思いますが、全体の中で例えわずかでも頑張ってくださいという補助制度は、あるべきだと

私は思います。 

【【【【門井主任門井主任門井主任門井主任】】】】    

そうですね。いま補助制度という形は無いのですけれども、交付税と言う形で国は２００万円の範

囲内なら良いですよと言ってくれているので、石狩市としてもその制度を使って、補助金と言う形で

はなく、その２００万円の交付税の中で、あとはどれが定住に向けた支援として、市が相応しいかど

うか、ケースによって判断していく形になるのか、同じように全く財政支援を受けずに起業されてい
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る方も、当然区内にいらっしゃいますよね、その方とのバランスとかもありますから、どういったケ

ースが良くて、どういったケースが駄目なのかというのは、都度判断していく必要性はあるかなとは

思っています。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

あとは、市長の心意気一つだね。 

他にありませんか。 

【【【【委員多数委員多数委員多数委員多数】】】】    

なし。 

 

４４４４    協協協協        議議議議    

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

次に協議１浜益区地域協議会第４期２年間の総括について、事務局から説明願います。 

【【【【袴田袴田袴田袴田主査主査主査主査】】】】    

浜益区地域協議会第４期２年間の総括について、資料に基づきご説明いたします。 

 

資料３：浜益区地域協議会第４期２年間の総括ついて（説明） 

 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

只今、浜益区地域協議会第４期２年間の総括について説明がありましたが、資料２ページの第４期

検討事項の１から５までについて、それぞれ第５期に向けて検討を継続していく事が必要と思われる

案件や、これ以上の進展が難しいと思われる案件であることから第４期で検討を終了した方が望まし

い案件もあろうと思いますので、その辺のご意見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

【【【【芦澤委員芦澤委員芦澤委員芦澤委員】】】】    

高校通学の支援関係ですが、先ほどの報告の中にもありましたが、平成２３年１０月に浜益中学校

ＰＴＡと神田会長及び石狩市教育委員会で、浜益区の要望を北海道教育委員会に伝えています。その

中では制度の延長は難しいという内容が報告されたのですけれど、これについては基本的な考え方や

全道的なバランスもあるのではないかという事が感じますし、全道的な盛り上がりであれば、継続し

ていくことも考えられると思うのですけれど、今までの要望等からすると難しいという様な事から、

この地域協議会の中で検討して行く事は、終了したのかなという気がします。今回で終了してはどう

かと思います。 

特産づくりについては、来年度に向けて地域おこし協力隊の導入の関連もありますし、これについ

ては継続して検討して行く必要が、大いにあると思います。 

郷土資料館整備構想について、議論を続けて行くという事に私は異論はないのですけれども、この

場で議論した内容が資料館の整備構想に反映して行くのであれば、大いに検討する余地はあるかと思

うのですけれども、先ほどの説明の中でも資料館保存の在り方については、市の文化財保護審査会に

諮問したりしておりますので、その方向性について市教育委員会の文化財課の考え方もあろうかと思

うのですけれど、あるのであればお聞かせいただきたいと思います。 

高齢者支援については、浜益区はますます高齢化が進むという事で、様々な対策が必要ではないか

と感じております。これについては継続して検討していく必要があるかと思います。 

住宅整備については、先ほど事務局からも報告がありましたとおり、一次産業従事者の住宅整備と

いう事で３軒確保しておりますし、民間アパート整備事業６軒取り組んできておりまして、目に見え

る成果があったかという風に思っております。また区内空き家住宅の利活用、この事についても今後

検討する事が必要になってくると思います。先だって国の方でも、空き家対策についての権限を市町

村に移譲して取り組んでいけるような事も考えているようです。様々な角度から継続して検討してい

く事が必要ではないでしょうか。 

以上です。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

文化財の関係で事務局から説明願います。 

【【【【尾崎課長尾崎課長尾崎課長尾崎課長】】】】    
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高校支援の関係ですが、これについてはもともと募集停止になりますという翌年から、３学年を対

象に５年間、道の方で通学費及び下宿代を補助しますという制度で、その制度が今年で切れると、対

象の子が切れるという時に市教委と地域協議会の会長さん、それからＰＴＡの会長さん、３団体で道

の方に要望に行ったのです。神田会長も行っていただいたのですけれども、その時には制度の拡充と

延長を要望したのですが、その段階で浜益高校よりもさらに１年前に募集停止になっている高校があ

りまして、私どもが行った段階で、すでにもう切れている高校もあるという事で、全道的に見渡した

時には拡充延長というのはもう難しいという段階の回答をその場でいただいて来たのです。それは道

の補助を活用する場合で、例えばその後、浜益区の中で独自で助成制度を設けるとか部分を、地域協

議会で検討するとかしないとかいう段階で、その後道の補助も制度も終わって、今の子供たちは制度、

助成が無くなって２年ほど経っていますので、この辺はなかなか難しいのかなと思います。 

資料館の関係ですが、実は残念なことに、この地域協議会で資料館の部分について、お話し合いな

り、検討なりされているという事は、文化財課の方に残念ながら届いておりません。文化財課の方で

はこういうテーマになっているというのは、今回の確認で初めて知ったのですけれども、文化財課は

文化財課で資料館を管轄している関係で、浜益だけではなく厚田、石狩本町も含めて資料館の在り方

というのは文化財保護審議会というのがあって、そちらの方にどういうやり方が良いのかというのを

諮問して、特に浜益の場合施設が老朽しているという部分もあって、後いろいろ物が詰まりすぎてい

るという部分もあったものですから、その辺の在り方というのは文化財課の方でリニューアルも含め

た中で、検討するという位置付けになっていましたので、それを行いまして、その中で浜益の郷土資

料館が本来のあるべき姿ではないという審議会の答申で、どういう謂われの建物だったのかという部

分を、そこに一番重点を置いたみたいで、本来の展示の仕方が望ましいでしょうという答申を受けま

して、昨年の１０月に今のニシン番屋からあまり関係ないような土器、遺跡等いろいろとあったと思

うのですけれども、そういうのを一旦出して当時のニシン漁により近い、ニシン漁をしている中でい

ろいろな使い方があったと思うのですけれど、それに近い形に今、衣替えしています。以前訪れた人

が今行くと、中に物が無くなったというイメージを受けるぐらい、今はすっきり整理されたのですけ

れども、当時のニシン漁をしながらの生活様式に近づくような展示方法に今変えています。 

文化財課の方からすると、本来はこの地域協議会で資料館の在り方というのはこういう形が望まし

いだとか、これを上手く人を呼び込むためだとか、例えば観光振興につなげて頂きたいとかという意

見があれば、文化財課としてはそういう提言は、多分待っているかと思います。それはやっぱり頂き

たいと思うのです。地元がそこをどういう風に活用していきたいかという部分が、そこまで地域協議

会で検討されていないという事と、残念ながらこういう検討が項目として上がっているというのも、

今のところ多分情報としては届いていなかったという事は残念なのですけれど、いろいろな形で活用

方法だとかという提言は歓迎されると思います。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

只今、事務局の方から説明がありましたし、また芦澤委員の方からご意見がありましたけれども、

他にございませんか。 

無いようですので、芦澤委員からご意見がございましたように、高校通学支援については先ほど事

務局から説明がありましたとおり検討終了、特産品づくりについては継続して検討していく事、資料

館整備構想については、今後とも議論し検討していく事、高齢者支援については、各施設維持も含め

て継続して検討していく事、住宅整備についても継続して検討していく事、検討事項が５件ありまし

たけれども、高校通学支援については今期限りで継続は行わない、残り４件については今後とも地域

協議会で検討していく、このような取りまとめでよろしいでしょうか。 

【【【【出席委員全員出席委員全員出席委員全員出席委員全員】】】】    

はい。賛成です。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

それでは第５期において協議を継続していくものといたします。 

次に、協議２の浜益温泉の活性化について、事務局から説明願います。 

【【【【長谷川課長長谷川課長長谷川課長長谷川課長】】】】    

保健福祉部地域包括支援課の長谷川です。よろしくお願いします。 

今年の５月２７日第２回浜益区地域協議会におきまして、浜益保養センター入館者数の推移ですと
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か、施設維持経費等の報告をさせていただきました。浜益区の活性化では浜益保養センターは欠かせ

ない施設であると認識しておりますけれども、年々減少しております入館者数や、老朽化による施設

維持経費など現在の課題を地域協議会の皆様と共有しまして、保養センターの活性化に向けた意見交

換を出来る機会を持ちたいと考えております。 

本日は私どもが考えております課題と今後の意見交換をする手法について、皆様よりご意見を伺い

たいと思い、参加させていただきました。詳細につきましては巴より説明させていただきます。 

【【【【巴主査巴主査巴主査巴主査】】】】    

地域包括支援課の巴と言います。よろしくお願いします。 

今日お配りしました資料ですが、５月の協議会でも配布させていただいたものですが、これに基づ

き説明させていただきます。 

 

資料４：浜益温泉の活性化（説明） 

 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

只今、事務局の方から説明がありましたけれども、これは地域協議会で今後検討していった方が良

いのかも含めて、ご質問、ご意見をお受けしたいと思いますけれど、何かございませんか。 

【【【【蜂谷委員蜂谷委員蜂谷委員蜂谷委員】】】】    

部会を作る上でのメリットと言うのは、どういうものを考えていますか。    

【【【【巴主査巴主査巴主査巴主査】】】】    

メリットですか。    

【【【【蜂谷委員蜂谷委員蜂谷委員蜂谷委員】】】】    

なぜ部会と言う話が出てくるのかなと思ったのです。    

【【【【巴主査巴主査巴主査巴主査】】】】    

世間一般的な話をすると、大勢の場でいた時に意見が言いにくい人もいるかなと、そういう部分で

細かく少人数で行ったときに意見が出やすくて、ざっくばらんな意見が出て、そのざっくばらんな意

見が良いものに発展できるかなという部分も考えて、部会的なものもどうでしょうかという話なので

す。    

    申し訳ないのですが、地域協議会という場がどういう議論をされて、具体的にどう行っているのか

理解していないで話をしているものですから、地域協議会でやるのか、それとも部会が良いのかとい

うところで、皆さんのご意見を聞きたいなと言うところです。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

部会を作ったとしても、部会で検討されたものが地域協議会に報告し、地域協議会でもそれを検討

し、最終的には地域協議会の意見として報告するという事ですから。    

【【【【徳地委員徳地委員徳地委員徳地委員】】】】    

部会はあった方が良いと思いますよ、話が早いから。    

【【【【白井委員白井委員白井委員白井委員】】】】    

どれだけこの中に温泉を利用している人がいるかですね。温泉が好きな人でないと意見が出てこな

いと思います。    

【【【【二本柳委員二本柳委員二本柳委員二本柳委員】】】】    

最終的には部会で検討して、地域協議会に報告する事の繰り返しでしょうね。 

【【【【渡邉支所長渡邉支所長渡邉支所長渡邉支所長】】】】    

地域協議会自体が温泉の部分だけ協議するという事にも行かないので、時間的余裕というものも制

約されるので、その辺も考えて決めて頂きたいと思います。 

【【【【芦澤委員芦澤委員芦澤委員芦澤委員】】】】    

地域協議会の中だけで、部会を作ったとしても斬新な意見が出るかというのは、なかなか難しいか

なという気がするので、浜益区だけではなく市全体でとらえて、いろいろな組織、観光振興面にも絡

めた人達からも意見を聞いた方が、新たな発想が出やすいと思います。 

私は地域協議会の中で部会を作ったとしても、まとまる意見、斬新的な意見は出てこないと思いま

す。 
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【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

部会を作る時の構成員をどうするかは、広げても可能なのでしょう。 

【【【【佐々木課長佐々木課長佐々木課長佐々木課長】】】】    

構成員については、具体的な青写真と言うのは無いのです。地域協議会から入っていただいても結

構ですし、いま、芦澤委員から言われたようにもっと大きくとらえて、例えば、本庁企画経済部の観

光担当が来るだとか、いまメンバーの縛りをどうしたいという事を、事務局では思っていません。 

【【【【芦澤委員芦澤委員芦澤委員芦澤委員】】】】    

そういう部会を作って検討する事は良い事です。 

【【【【巴主査巴主査巴主査巴主査】】】】    

浜益保養センター、温泉というところが浜益のシンボルに近いものがあるという部分があって、ま

ずは浜益の区民の方にどう考えているか、どういう風にしたいかという部分を、まず第１歩として考

えていただきたかったというのが、こちらの考えなのです。その中で出てきた考えを地域協議会にぶ

つけるとか、行政にぶつける部分がある、そのぶつけた考えの中でもう少し膨らまそうとなった段階

では、様々な人達のところに行っても良いのかなと思っていたのですけれど、まずは地域の方は温泉

をどうしたいかという意見を聞きたいというところが、第１歩だったのです。 

【【【【長谷川課長長谷川課長長谷川課長長谷川課長】】】】    

私たちも離れた部署で浜益の事をいろいろと考えるのですけれど、長年浜益区に暮らしているもの

ではないので、浜益区民にとっての保養センターとはどういうものなのだろうか、どういうものであ

って欲しいとか、将来ここを残すためにはどういう機能があったらいいのかとか、若しくは観光の部

分も浜益温泉から発信出来るものがあった方が良いのか、地域の人と、地域の観光の人達とも連携し

た方が良いのか、頭の中でしか話し合えないと言いますか。 

区民の人達が温泉をどう考えているのか、どの様な活用方法を描いているのか、私どもだけが頭の

中だけで考えるのではなく、利用者数が減ってきて、赤字が増えてきているところを、地域の人たち

とどう努力したらいいのか、一緒に考えたいというのが大きなところです。 

ざっくばらんに話し合った中で、今すぐ出来るとか、予算がとか、もっと検討するとか、いろいろ

な事が出来ると思うのです。机の上だけではなく、こういう場所で皆さんの意見を聞きに来たという

ところです。 

【【【【木浪委員木浪委員木浪委員木浪委員】】】】    

区民の温泉に対する考え、意識をアンケートで取って、みんなで話し合っても良いのではないでし

ょうか。 

【【【【長谷川課長長谷川課長長谷川課長長谷川課長】】】】    

調査を行ってから、部会なりを作る方が良いという事ですか。 

【【【【白井委員白井委員白井委員白井委員】】】】    

部7会を作って、地元で基盤を作ってからアンケートを実施する方が良いですね。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

多数の意見が出ましたが、地域協議会で検討していくのか、部会を作って検討していくのか２点に

絞られたと思いますがどちらがよろしいでしょうか。 

【【【【白井委員白井委員白井委員白井委員】】】】    

部会の方がフットワーク軽く動けると思います。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

只今、白井委員の方から部会を設置して検討していくと出ましたが、他に意見ございませんか。 

意見が無いようですので、部会設置という事でよろしいでしょうか。 

【【【【委員多数委員多数委員多数委員多数】】】】    

    はい。    

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

浜益温泉の活性化については、部会を設置して今後検討していくという事で、取りまとめたいと思

います。 

 

４４４４    そそそそ    のののの    他他他他    
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【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

次に、その他のピリカ・ビーチ入込状況について、事務局から報告願います。 

【【【【木村木村木村木村主査主査主査主査】】】】    

ピリカ・ビーチ入込状況について、資料に基づき説明させていただきます。 

 

資料５：ピリカ・ビーチ入込状況について（説明） 

 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

只今、ピリカ・ビーチ入込状況について説明がありましたが、ご意見、ご質問がありましたらお受

けいたします。ございませんか。 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤委員委員委員委員】】】】    

名前を変えた成果は出ているのですね。 

【【【【木村木村木村木村主査主査主査主査】】】】    

と思います。 

【【【【芦澤芦澤芦澤芦澤委員委員委員委員】】】】    

土日の天気も良かったみたいですし。 

【【【【木村主査木村主査木村主査木村主査】】】】    

最後、駄目なのです。 

【【【【芦澤委員芦澤委員芦澤委員芦澤委員】】】】    

天候に一番左右されると思うよ。 

【【【【木村主査木村主査木村主査木村主査】】】】    

平日は、雨が降ると駄目ですね。 

【【【【白井委員白井委員白井委員白井委員】】】】    

ゴミ箱はどうだったのでしょうか。 

【【【【木村主査木村主査木村主査木村主査】】】】    

捨てられたゴミでしょうか。各自持ち帰りにしてもらっていますが、監視員の方が…。 

【【【【二本柳委員二本柳委員二本柳委員二本柳委員】】】】    

まだ、ピリカ・ビーチの看板掛けていますよね。あのままだと錆びるよ。 

【【【【木村主査木村主査木村主査木村主査】】】】    

今月中に、看板を外したいと思っています。 

【【【【二本柳委員二本柳委員二本柳委員二本柳委員】】】】    

良い看板ですので、もったいないです。 

【【【【芦澤委員芦澤委員芦澤委員芦澤委員】】】】    

テントサイトから浜辺に行く通路と言うのか、広く直しましたね。その改修というか良かったと思

います。行きやすくなりましたね。看板表示があるとなお良かったような…。 

【【【【木村主査木村主査木村主査木村主査】】】】    

通路と言う看板はあるのですが、良くなった半面、トイレに砂が入って大変みたいです。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

他にありませんか。 

【【【【委員多数委員多数委員多数委員多数】】】】    

ありません。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

その他については以上で終わりたいと思います。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

次に、第４期をもちまして退任いたします地域協議会委員を代表いたしまして、さらに議事進行に

ご協力いただいたことにつきまして、一言お礼を述べさせていただきます。 

私は、平成１９年１０月１日から今日までの６年間、３期、地域協議会会長として務めさせていた

だきました。これも委員皆様のご協力の賜と深くお礼申し上げたいと思います。私は今期で退任いた

しますけれども、この地域協議会、先ほど事務局の方から活動について説明がありましたけれども、
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私は有意義な地域協議会の議事であったと自負しております。今後とも新しい委員、留任される委員

におかれましては、浜益区の発展のために努力、協議等を進めて頂きたいと思います。 

私どもは退任したとしても、浜益区の地域協議会のために協力出来るものがあれば、協力したいと

感じております。今後とも地域協議会の益々の発展、そして、委員各位のご健闘をご祈念申し上げま

して、簡単ではございますけれども、お礼の言葉に変えさせて頂きます。ありがとうございました。 

    

５５５５    次回開催日程次回開催日程次回開催日程次回開催日程についてについてについてについて    

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

次回開催日程について事務局から提案願います。 

【【【【袴田主査袴田主査袴田主査袴田主査】】】】    

次回ですけれども、１０月２４日木曜日１６時３０分と考えておりますが、いかがでしょうか。 

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】    

それでは次回開催は１０月２４日木曜日１６時３０分からといたします。よろしいでしょうか。 

【【【【出席委員全員出席委員全員出席委員全員出席委員全員】】】】    

はい。 

 

５５５５    閉閉閉閉            会会会会    

【【【【神田会長神田会長神田会長神田会長】】】】 

 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２５年９月３０日議事録確定 

 

                                石狩市浜益区地域協議会 

  

                                会 長  神 田 一 昭 


